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和光市生涯学習

 マスコット

 『なびい』

「いつでも」

「どこでも」

「だれでも」

「生涯学習」とは、人が生涯を通じて行う学習のことで、「いつでも」

「どこでも」「だれでも」、家庭・学校・地域・職場などあらゆる生活

の場において、一人一人が自由に、自分にあったテーマを選び、生涯に

わたって学んでいくことです。

和光市教育委員会生涯学習課
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講座・イベント



対：対象　定：定員
会：会場　費：費用
問：問合せ先

事業名 日時 主な内容　

対 市民、在勤、在学

定 ４０名

会 市役所会議室

費 無料

７月～1月 問 生涯学習課

和光市民大学特別講座 定 ２０名

７月１９日  １０月１９日 会 市役所、現地

対 小４～小６

定 ２０名

会 総合体育館　他

費 保険料（420円）

8月17日～20日 問 生涯学習課

対 市民

定 ２０名

会 市役所議会棟前

6月～10月 費 無料

10：00～12：00 問 生涯学習課

対 どなたでも

定 ５０名

会 和光市市民文化センター小ﾎｰﾙ

費 無料

14：00～16：00 問 生涯学習課

対 市民

定 講座により異なる

会 市内各小中学校

費 内容によって

12月～1月 問 生涯学習課

対 小学4年生～6年生

定 ２０名

会 理化学研究所

費 無料

12月22日　14:00～ 問 生涯学習課

【生涯学習担当】

対象 定員 会場
費用  問合せ先

和光市民大学
（全１０回）

市内にある研究機関などから講師を招き、司法・税・保
健・科学・医学などをテーマに講座を開講する。

国指定である、午王山遺跡を市民に周知し、保存活用への
関心を深める機会を提供する。

子ども大学わこう
（全4回）

市内にある研究機関などで、専門家が「はてな学」「ふる
さと学」「生き方学」の講義や体験を提供し、子どもの知
的好奇心を刺激・充足する。
R3　8/17　集団遊びは心のワクチン　　総合体育館
　　8/18　税金ってなに？　　　　　　和光市役所
　　8/19　和光市ゆかりの文化人　　　白子ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
　　8/20　子ども考古学講座　　　　　和光市役所

菊の育て方
　　講習会
（全5回）

和光市菊科花会による菊苗配布に伴う菊の育て方
R3　6/6　菊づくりの基礎及び大菊苗無料配布
　　7/4　定植、三枝整枝の手順、定植後の管理
　　8/1　追肥と増土の施し方と施しの時期
　　9/5　柳葉の処理、三枝の高さの調整
　 10/3　輪台の取り付け

人権講演会
　2月予定 人権教育の推進を図るため、広く人権問題に対する理解と

認識を深めるため、講演会を実施する。

学校開放講座
「冬の観望会」

学校が有する教育機能を地域に開放し、学校と地域の連携
を深め、地域から迅雷される学校づくりを推進するため、
小学生から市民一般を対象に、講座を実施する。天体望遠
鏡による月の観測、科学工作等
R3　会場：和光市立第四小学校の予定

理化学研究所
「子ども科学教室」

理化学研究所が保有する最先端の科学技術や施設に触れる
機会を提供し、科学に対する興味や関心を深める。
　　　（内容未定）



対：対象　定：定員
会：会場　費：費用
問：問合せ先

事業名 日時 主な内容　

対 各小学校区に在籍する児童

定 無

会 市内各小学校

費 無料

4月～3月 問 生涯学習課

対 各小学校に在籍する児童

定 プログラムによる

会 市内各小学校

費 無料（一部材料費あり）

6月～3月 問 生涯学習課

対 市民

定 ―

会 申込者が設定

費 無料

4月～3月 問 生涯学習課

対 どなたでも

定 ―

会 ―

費 無料

4月～3月 問 生涯学習課

対 市民

定 ―

会 ―

費 無料

4月、10月 問 生涯学習課

対 市民

定 ―

会 ―

費 無料

4月～3月 問 生涯学習課

【生涯学習担当】

対象 定員 会場
費用 問合せ先

わこうっこクラブ
（通年）

放課後～17時

放課後に小学校の余裕教室を活用し、安全安心な子どもの
活動拠点（居場所）を提供する。R3年度より、学童クラブ
と一体型運営とするため指定管理者制度を導入し事業者に
よる運営に移行。子ども教室もわこうっこクラブ内の事業
として指定管理者が運営する。

子ども教室

15：30～16：30

月に2回程度、子どもたちに勉強・スポーツ・文化
芸術活動・地域住民との交流活動等の機会を提供する。わ
こうっこクラブの中で指定管理者が実施する。

わこう市政学習
おとどけ講座
(通年）

市民の生涯学習意欲にこたえ、市政への理解を深めてもら
うために、市職員等が講師として出向き、講座を実施す
る。

生涯学習
メールマガジン
「なびいネット」

市の様々な生涯学習情報をメールで配信し、講座・イベン
ト等への参加を促進する。
年12回送信。

生涯学習だより
「なびい」の発行

地域の特色を生かした独自性のある講座等の様々な学習機
会を提供するために、広報誌の特集として掲載する。
広報「わこう」(4月号、10月号に掲載）

生涯学習指導者
紹介制度

豊かな経験や知識技能を有する市民を生涯学習指導者とし
て登録し、学習ニーズに応じた情報提供活動を行うことに
より、生涯学習の更なる推進を図る



対：対象　定：定員
会：会場　費：費用
問：問合せ先

事業名 日時 主な内容　

対 市民

定 講座により異なる

会 ―

費 内容によって

6月～3月 問 生涯学習課

対 市民

定 ―

会 和光市民文化ｾﾝﾀｰ

※今年度は中止 費 無料

11月 問 生涯学習課

対 市民

定 ―

会 議会棟前

費 無料

11月 問 生涯学習課

対 成人

定 ―

会 和光市民文化ｾﾝﾀｰ

費 無料

1月9日(日)13:30～ 問 生涯学習課

【生涯学習担当】

対象 定員 会場
費用  問合せ先

生涯学習指導者
プロデユース講座

生涯学習指導者紹介事業の活性化を図るため、指導者が自
ら講座を企画し、開催できるよう指導機会を提供する。

年3回実施

和光市民まつり
舞台発表
美術作品展
将棋大会 文化の振興と日ごろの活動の成果として、市民ま

つり開催期間にサンアゼリアにて発表を行う。

和光市菊花展

※今年度は中止

市民祭りの時期に、和光市菊花会の会員が育て上
げた菊の展示を行い情操教育を促進する。

成人式 新成人で構成する、成人式実行員会の企画・運営による式
典を開催する。

＜子ども教室＞ ＜菊花展作品＞
＜成人式＞



事業名 日時 主な内容　

対 ―

定 ―

会 ―

費 入園料無料

問 生涯学習課

対 ―

定 ―

会 ―

費 ―

問 生涯学習課

　【文化財保護担当】

対象 定員 会場
費用  問合せ先

　新倉ふるさと
民家園

（和光市指定文化財
旧冨岡家住宅）

和光市指定文化財の「旧冨岡家住宅」を保存しながら故郷
の伝統文化を学び継承する場として、平成18年6月に開園し
た。管理・運営は、和光市と市民団体「和光市古民家愛好
会」の手で協働して行っている。潜り門、納屋風の管理
棟、蔵風のポンプ室、井戸、物置、湧水の池などが景色を
考え、昔の農家の庭先を再現するように配置されている。

【主な行事】　※行事の詳細については「民家園」ホームページ等でご確認ください。

　　◎伝統的な季節行事
　　　　端午の節句、新倉の十五夜、新倉の十三夜、七草など。

　　◎伝統的な文化行事
　　　　鯉のぼり・五月人形展示公開、麦秋祭、秋の収穫祭、
　　　　寒の餅つきなど。

　　◎愛好会計画行事
　　　　まこも馬づくり、吊るし飾り教室、昔遊び体験教室など。

午王山遺跡
史跡整備

和光市の北側新倉3丁目に所在し、荒川低地を望む独立丘上
に位置している。旧石器時代、縄文時代、弥生時代、古墳
時代、なら・平安時代、中世の各自だ台の遺構・遺物が存
在する複合遺跡。特に弥生時代の遺構・遺物が多数出土し
ており、南関東有数の弥生時代後期における環濠集落遺跡
として広く知られている。



特徴

保存活用計画策定

　【文化財保護担当】国指定史跡　午王山遺跡

竪穴建物や出土遺物から、南関東を介した東海地方との交流だけでなく、
時期によっては北関東との交流の存在も確認でき、関東の南北の交流の拠
点的な集落だったと考えられる。また、集落を囲むように３条の溝が設け
られており、関東地方では類例のない多重環濠集落を持つ集落であった可
能性が高い。
これらの特徴から、午王山遺跡が関東における弥生時代の交流の実態を知
る上で極めて重要な遺跡であることが分かる。

午王山遺跡の保存・管理及び活用の基本方針を定めるため、「午王山遺跡
保存活用計画」を令和２年度から令和３年度の２か年にかけて策定してい
る。

     ＜午王山遺跡遠景＞            ＜午王山遺跡発掘調査風景＞

午王山遺跡

和光市の北側新倉3丁目に所在し、荒川低地を望む独立丘上に位置してい
る。
昭和５３年から１５回の発掘調査が行われ、１５０棟を超える竪穴建物の
他、多重の環濠が検出された。平成３０年には午王山遺跡から出土した弥
生時代の遺物１２１点が埼玉県指定有形文化財に指定され、令和２年３月
１０日には国指定の史跡に指定された。

＜埼玉県指定有形文化財 午王山遺跡出土品＞ ＜午王山遺跡看板＞



事業対象
事業名

主な内容、開催時期　

定 20組　40人

費 －

時 2月19日

問 生涯学習課

定 10組　20人

費 1000円

時 9月12日

問 生涯学習課

定 30人

費 無料

時 12月5日

問 生涯学習課

定 500人

費 無料

時 1月～3月

問 生涯学習課

　　　　※講座名、回数、定員については予定です。

【公民館】中央・坂下・南公民館共催事業

定員、費用、
時期、問合せ先

【 親子講座 】
少年・親子対象事業

「親子で学ぼう！
スマホ・ＳＮＳとの

付き合い方」

親子講座
親子間で抱える現代的課題解決について学ぶ。

「花文字」
※今年度は中止

三館共催事業
三館共催事業として価値観を高める講座を開催する。

　【一般対象事業】
　　　人権講座
　　「今から知ろう
            ＬＧＢＴＱ」
～みんなが笑顔で暮らせる
　　　　　　　　　世界を目指して～

人権講座
人権週間にあわせ、人権問題について学ぶ。

　【公民館サークル
　　　　　体験フェスタ】
　　※今年度は中止　

公民館利用団体の活動を実際に体験・見学し、仲間づ
くり、地域づくりサークル活動の活性化を図る。



定：定員

(1)少年・親子対象事業　　　　　　　　　　　　＊は新たな事業

事業名 回数 学習内容 定 開催時期

スポーツ教室 4 スポーツを楽しみ、体験する。 20 中止

自然科学体験教室 3 自然や科学を体感し、学習する。 20 中止

読書感想文の書き方* 2 自分の考え方を「表現できる力」を養い、「思考力」「判断力」
「構成力」を学ぶ。 10 11/6、11/27

教養教室　　 1 新倉ふるさと民家園と連携し、当時の生活習慣などを学
ぶ。

20 中止

書道・書初め教室 2 書道に触れることで、日本の伝統文化を学ぶ。 20 12月

子どものための
　　　　　 　安全教室*

1 小学校入学前の新入学生（親子）を対象に、防犯意識の向上と身
を守る方法を学ぶ。 20 1月

事業名 回数 学習内容 定 開催時期

日本文化講座 2 華道・茶道・将棋・囲碁・和工芸・書道などの日本文
化や歴史を学ぶ。

20 10/19、11/26

漢字教室 3 漢字の歴史について学び、知識を深める。 20 10月～3月

食育・食文化講座 1 料理を通じ、食材の特性や調理技術、食文化を学ぶ。 15 2月～3月

 健康増進講座
　　（ラジオ体操）

3 健康的な生活、健康寿命の延長を目指し、健康増進に関す
る講座を実施する。

20
11/18、11/26
11/30

ママのためのストレ 
   ッチ＆美ウォーク

4 日頃の運動不足解消、ストレス軽減を目的とし、参加者同
士の交流を図る。

15
11/8、11/19
12/2、12/8

芸術・文化講座 3 音楽や絵画などの芸術文化に親しみ、学習する。 20 2月～3月

利用団体講師講座　　　　　 2 公民館利用者が講師となり、公民館活動で習得した技術等を地域
へ還元する。 20 12月～3月

いきいき教養講座 5 日常生活をよりよく過ごすため、分野にとらわれず幅広く
学習する。

10 11月～12月

手しごと講座 5 手作業をしながら、頭も使いつつ、教養を高める。 15

10/14、11/10
11/16、12/9
12/21

歴史講座＊　 1 和光市の歴史について知識を深め、郷土への愛着意識の醸
成と地域の財産を知る機会を得る。（午王山遺跡）

20 1月～3月

ﾋﾞｰﾑﾗｲﾌﾙ講座* 1 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸで開催される「射撃」を体験し、市民の
機運醸成を図る。 20 中止

地域課題講座 2 地域特有の課題に関連する講座を実施する。「特殊詐
欺防止講座」「防犯講座」

20 1月～3月

【中央公民館】             　　　 　℡464-1123

(2)一般対象事業



事業名 回数 学習内容 定 開催時期

高齢者対象
　（きらめき学級）

7 日常生活を文化的・健康的に過ごすため、分野にとらわれ
ず年間を通して幅広く学習する。

20
10/28
11月～3月

福祉と教育の
　　　　連携事業　

2 高齢者の孤立予防や不安解消、健康増進等を図る。 20 1月～3月

2 外国文化講座：外国の文化や言語を学習し、国際理解を深める。 20
11/17
2月～3月

1 国際理解講座：外国の文化や言語を学習し、国際理解を深める。 10 10月31日

公民館利用者
　　　　　研修会

1 公民館利用者を対象に、公民館の目的等を研修する。 30 1月～2月

学・社地域
　　　連携事業

1 学校教育と社会教育が連携し、地域交流を図る。
「スプリング・コンサート」

200 3月

中央公民館文化祭 1 公民館利用団体の1年間の活動成果を発表するとともに、公民館の
活動を広く市民にPRする。 無 中止

(3)その他

国際理解事業



定:定員

(1)少年・親子対象事業　　　　　　　　

事業名 回数 学習内容 定 開催時期

卓球教室 12
卓球を通じて体力・技術の向上を図り、他校・他学年との交流
を深める。

20 4月～3月

スポーツ関連事業 1
スポーツに親しむとともに健康の保持増進と体力の向上を目指
し、子どもの主体性・対話性を養う。

20 4月～3月

じゃがいも掘り 1 土に触れる楽しさ、収穫の喜びを体験する。（20組定員） 40 6月26日

坂下風手打ち
         うどん教室 1

地域伝統のうどん作りをとおして地域・親子間の交流を図る。
（15組定員）

30 11月

書初め教室 2 各学年の課題に沿って書初めを行う。 20 12月

囲碁教室 3 囲碁を学び、技術の向上を図る。【中止】 10 8月23日,25日,26日

将棋教室 3 将棋を学び、技術の向上を図る。 15 7月17日,19日,20日

科学工作教室 1
多種多様な工作を通して創造性を育てる。「子ども電気工作教
室～レモン電池をつくろう！～」

20 10月2日

ものづくり教室 1 ものづくりをとおして創造的な発想力と豊かな情操を培う。 12 4月～3月

料理教室 2
手作り料理の体験をとおして食育を学び、料理への理解を深め
手作りの良さを知る。

12 4月～3月

和楽器教室 5
日本伝統芸能を継承するとともに住民同士の交流を図る。「箏
を楽しく奏でる」【中止】

10 8月20日,21日,22日

事業名 回数 学習内容 定 開催時期

ケーキ作り教室 3 本格的なケーキ作りを学習する。 12 2月

囲碁・将棋の集い 11 囲碁・将棋の対局を通じて地域住民の交流を図る。 20 4月～3月

料理教室 2 季節の料理や地域の食材を生かした調理を学ぶ。 12 4月～3月

子育て学級 1 子どもを取り巻く環境について考え、実践法を学ぶ。 20 4月～3月

生活教養講座 3

生活する上で必要な知識や生活を楽しくする方法を学
ぶ。「好きな香りを選べるアロマ万能ペーストづくり～
お掃除、お洗濯に！～」（10月5日）

20 4月～3月

手工芸教室 3 物作りの楽しさを学習する。 15 4月～3月

健康づくり教室 3 体力の向上や健康的な生活を目指す。 20 4月～3月

地域課題講座 1 地域の課題を探り、課題解決につなげる。 20 4月～3月

地域文化教室 1 地域の伝統を継承するとともに住民同士の交流を図る。 12 9月～12月

事業名 回数 学習内容 定 開催時期

高齢者対象事業
　（若返り学級） 8 生きがいのある生活と参加者相互の交流を図る。 30 6月～3月

国際理解事業
　（外国文化講座） 2 外国の文化を学び、理解を深める。 20 6月～3月

教育と福祉の
       連携事業 4

個人の自立や地域参画など生涯学習の視点を持った講座で自助
力の育成を図る。

20 4月～3月

公民館利用者研修会 1 公民館利用者を対象に、公民館の目的等を研修する。 50 4月～3月

公民館まつり 1 公民館のサークル活動の成果発表と、地域交流を図る。【中止】 無 6月4日～6日

みんなの発表会 1
マルチメディアを活用して公民館サークルの成果発表を積極的に発
信し、活動団体に対する支援及び充実を図る。

－ 4月～3月

【坂下公民館】　　　　　　　　　　　　　　℡464-5230

(2)一般対象事業

(3)その他



定:定員

(1)少年・親子対象事業　　　　　　　　

事業名 回数 学習内容 定 開催時期

和文化教室 5
将棋・書道などの日本の文化や歴史を学習する。「将棋体験
教室」(中止）、「書初め教室」(12月）

45 8月～12月

健康づくり教室 10
スポーツをとおして、基本的な体力づくりを行う。「親子で
ラージボール卓球」(5月～12月）

20 5月～12月

生活教養講座 6

漢字を学びながら正しい日本語を学習する。また、工作・手
工芸・科学あそびなどを体験し、ものづくりの楽しさを学習
する。「硬筆教室」（4月）、「漢字教室」（中止）、「地
域文化醸成事業」（10月）、「子ども電気工作教室」（中
止）、「子ども皮革工芸教室」（3月）など。

75 4月～3月

事業名 回数 学習内容 定 開催時期

和文化教室 1
華道・茶道・将棋・囲碁・和工芸・書道などの日本の文化や
歴史を体験、学習する。「越生手づくりうちわ体験教室」
（中止）。

10 7月～12月

健康づくり教室 23
健康づくりについて学習する。「ラジオ体操とゲートボール
教室」(10月）、「ストレッチ・ヨガ教室」（11月）など

50 10月～11月

生活教養講座 4

日常生活をよりよく過ごすために、学習内容を幅広く提供す
る。「読み聞かせ教室」（中止）、「歴史講座」（10月～3
月）、「手工芸（来年の干支寅づくり）教室」（12月）、な
ど。

35 7月～3月

料理教室 2
料理をとおして、食材の特性や調理技術、日本の食文化を学
ぶ。「だしの取り方」(4月）、「武蔵野風手打ちうどん教
室」（中止）など。

20 4月～12月

地域課題講座 1
地域の課題を探り、課題解決につなげる。
（防災、防犯、高齢者の孤立など） 20 12月～3月

1 「ｻﾏｰｺﾝｻｰﾄ」 50 ※中止

1 ｢ｸﾘｽﾏｽｺﾝｻｰﾄ」 50 12月24日

1 「音楽のつどい～ﾊｰﾄｳｫｰﾑｺﾗﾎﾞ」 50 3月6日

【南公民館】　　　　　　　　　　　　　℡463-7621　

(2)一般対象事業

交流事業

南公民館利用登録団体（音楽など）が日頃の成果を発表し、
また、団体同士の親睦を深め、地域住民との交流を図る。3月

のつどいは、東日本大震災の被災地の復興を願い、演奏をと

おして地域交流を図る。



事業名 回数 学習内容 定

国際理解事業 1
国際理解を深めるため外国の文化に親しんだり、日本の文化
への理解をお互いに深める。（南アフリカ文化）

10 12月～3月

教育と福祉の
　　　連携事業 4

健康課題、介護的課題、生活習慣病予防等、身近な課題につ
いて学習する。

45 2月24日

公民館利用者
      研修会 1

公民館利用者を対象に、公民館の目的やあり方について研修
する。

30 5月

南公民館
     まつり 1

利用団体の学習成果を発表するとともに、地域住民との交流を深め
公民館に親近感をもっていただく。

2200 ※中止

(3)その他

高齢者対象事業
　かがやき学級 11

歴史（渋沢栄一の生涯と功績）、ｷｬｯｼｭﾚｽ決済、自転車等の
交通ﾙｰﾙと事故、箸づくり、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ教室、食品表示教室、食
事と健康について、特殊詐欺の防犯対策・防災や健康課題と
介護予防など多様な課題について学習する。

20
4月～3月
第3水曜日



事業名 開催日【事業主体】 内容 対象  定員

【図書館】（本館）

絵本とおはなしの会
　　第1～第3土曜日
【和光絵本とお話の会】

読書習慣を養うための絵本の読み聞かせ等。
本や物語への関心を高める。
子どもたちへの想像力と感性を養う。

対

定

2・3歳、4・5歳から

各10名

七夕おはなし会
　　7月3日(土）
【和光絵本とお話の会】

季節感のある日本の伝統行事を大切にするため。七夕に
ちなんだ絵本の読みきかせや紙芝居を行う。

対

定

幼児から小学生

15名

世界おはなしめぐり
　5月１５日(土）、2月12日(土）

【和光絵本とお話の会】

世界の昔話や民話を素話で紹介する。絵がないので、参
加者は自分の経験や想像力で物語を楽しむことができ
る。

対

定

子どもから大人

各回10名

クリスマスおはなし会
　　12月18日(土）
【和光絵本とお話の会】

飾りつけをしたクリスマスツリーのそばで読み聞かせや
歌遊びをする。季節感を演出することで、親しみやす
く、安心できる図書館であることを伝える。

対

定

幼児から小学生

15名

子どもの科学
　　６月１９日（土）、２月１９日(土）
【外部講師】

科学や科学読み物についての興味や関心を高める。実験
や工作を通じて、本を読む楽しさを教える。

対

定

小学生

各回12名

夏の子どもの集い
　　７月１７日(土）
【和光絵本とお話の会・ひまわり倶
楽部・影絵サークルぺんぎん】

子どもたちと図書館の結びつきを深める。普段のおはなし会
では行わない影絵やﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰ等の上演を通じ、あまり図書館
に来ない子どもたちにもこの機会に図書館に来てもらって、
図書館に親しんでもらう。

対

定

子どもから大人

各回12名（全6回）

ぶっくわーるど
※旧名称は「子どものための読書会」
　11月6日(土）、3月12日(土）
【外部講師】

子どもたちの読書活動を支援する。講師がおすすめの本
を紹介して、子どもたちに本を読む楽しさを教える。学
校との連携（講師は市内の小学校の教員と元教員の2
名）

対

定

小学生

各回12名

市民図書館講座
　11月～3月予定
【外部講師】

市民のための図書館講座。生涯学習の拠点として、市民
の多様なニーズに合わせた講師を選定し、市民の学習に
役立てる。

対

定

子どもから大人

各回10～12名

大人のための朗読劇場
　R3年度は中止
【朗読の会あめんぼ】

実際に「朗読劇」を見てもらうことで朗読を楽しんでも
らい、本の朗読に親しみと興味を持ってもらう。

対

定

高校生以上

12名

Wonder　Club
　12月19日(日）、3月27日（日）
【Wonder Club】

英語絵本の読み聞かせや、英語の手遊び歌等のコミュニ
ケーションを通じて英語の本の紹介や、英語の文化にふ
れる機会を提供する。

対

定

子どもから大人

各回12名

図書館シネマ
　　年2回実施予定
　１１月２１日（日）、１月１６日（日）
【職員】

DVD上映をとおして図書館との結びつきを深める。
図書館の利用者の拡大を図る。

対

定

子どもから大人

各回10名

あかちゃんと楽しむ
　　　　　絵本とわらべうた
　　　　　　　　毎月実施
【あゆみの会はじめのいっぽ♪】

絵本の読み聞かせやわらべうたで遊び、親子のふれあい
や言葉かけの大切さを知ってもらう。(一日2回実施す
る。）

対

定

6か月から2歳児の親
子
各回6組

読書月間
10月29日(金）から11月24日（水）

【職員】

読書週間に合わせて図書館と市民とのふれあいの場を提
供する。利用者の拡大を図る。

対

定

子どもから大人

-



事業名 開催日 【事業主体】 内容 対象 定員

【図書館】（本館）

音訳者養成講座　　（上級）　
　　　　　　年6回実施
【外部講師】　

音訳講師を招き、図書館内の資料の利用が困難な方
に、対面朗読を行うための音訳者を養成する。

対

定

大人

4名

ブックスタート
13回(本館）
3回（子育て世代包括支援セン
ター）
【ボランティア・職員】

絵本やわらべうた、語りかけの大切さを伝え、絵本の
読み聞かせ、わらべうたの実演をし、絵本を1冊プレゼ
ントする。図書館会場以外に、出張ﾌﾞｯｸｽﾀｰﾄとして、
南・北第二子育て世代包括支援センターでも実施予
定。

対

定

親子

毎月出生数

小学生凧づくり講座
　　　12月12日（日）
【外部講師】

和光市ゆかりの郷土作家であり、凧研究家である新坂
和男氏の凧作りを再現し、市内で行われる凧揚げ大会
に参加を促す。

対

定

親子

6組

図書館カフェ
　　　10月31日(日）
【R3年度は中止】
【アルコイリス・社協・職員】

図書館まつりにおいて飲食物を販売する。
対

定

子どもから大人

-

あかちゃんタイム
　毎月原則第１木曜日
【職員】

保護者の方が乳幼児と一緒にゆったりと気兼ねなく図
書館を利用できるよう、「あかちゃんタイム」を設け
て図書館の利用を促す。

対

定

乳幼児

各回6組

夏休み宿題教室
　８月２日(月）、３日(火）
【市内5年次教員】

夏休みの宿題のアドバイスを、図書館と学校の教員が支援す
る。

対

定

小学生

-

土曜えほんタイム
　　第4、第5土曜日
【土曜えほんタイムボランティア】

読書習慣を養うための絵本の読み聞かせ等。本や物語
への関心を高める。子どもたちの想像力と感性を養
う。

対

定

2・3歳、4・5歳から

各10名

本・雑誌のリサイクル
　　随時実施
【職員】

除籍する本や雑誌を無料で提供する。（新型コロナ
ウィルス感染拡大防止のため、館内配布を行う。）

対

定

子どもから大人

-

読み聞かせボランティア
　　　　　　　　　　　　　　　交流会
　　年1回実施
【ボランティア・職員】

市内小中学校及び市内で読み聞かせボランティアをさ
れている方を対象とした交流会を実施し、今後の活動
に活かす。

対

定

大人

-



事業名 開催日 【事業主催】 内容 対象、定員

【図書館】（下新倉分館）

絵本とおはなしの会
　　　　毎月第2土曜日
【和光絵本とお話の会・ボランティア】

読書習慣を養うための絵本の読み聞かせ等を行い、本
や物語への関心を高める。また、子どもたちの想像力
と感性を養う。

対

定

幼児～小学校低学年

6名

あかちゃんと楽しむ絵本と
わらべうた
 　原則隔月第４金曜日
【あゆみの会はじめのいっぽ♪】

絵本の読み聞かせやわらべうたで遊び、親子のふれあ
いや言葉かけの大切さを知ってもらう。

対

定

6か月～2歳児の親子

6組

ブックスタート
5回(分館）
1回（子育て世代包括支援セン
ター）
【職員】

絵本やわらべうた、語りかけの大切さを伝え、絵本の読み聞かせ、
わらべうたの実演をし、絵本を1冊プレゼントする。
出張ブックスタートとして、北子育て世代包括支援センターでも実
施予定。

対

定

親子

毎月出生数

ひまわりおはなし会
　　毎月第3水曜日
【ひまわり倶楽部・職員】

読書習慣を養うための絵本の読み聞かせ等を行い、本
や物語への関心を高める。また、子どもたちの想像力
と感性を養う。

対

定

小学生

6名

ふれあいまつり
　４月２９日(木）　R3年度は中止
【和光絵本とお話の会・ひまわり倶
楽部・職員】

下新倉児童館、下新倉学童クラブと共催で図書館に親
しんでもらうため催しを開催する。利用者の拡大を図
る。

対

定

子ども～大人

-

子どもの科学
　１０月１６日(土）
【外部講師】

科学読み物についての興味や関心を高める。実験や工作を通
じて、本を読む楽しさを教える。

対

定

小学生

9名

サマーフェスタ
　　8月7日(土）　R3年度は中止
【職員ほか】

近隣自治会、下新倉小学校、下新倉児童館、下新倉学
童クラブの合同夏祭りを開催する。利用者の拡大を図
る。

対

定

子ども～大人

-

ぶっくわーるど
　　7月17日(土）、2月26日(土）
【外部講師】

子どもたちの読書活動を支援する。講師がおすすめの
本を紹介して、子どもたちに本を読む楽しさを教え
る。学校との連携（講師は市内の小学校の教員と元教
員の2名）

対

定

小学生

各回10名

夏休み宿題教室
　　　8月3日(火）
【市内５年次教員】

夏休みの宿題のアドバイスを、図書館と学校の教員が
応援する。

対

定

小学生

-

本・雑誌のリサイクル
　　随時実施
【職員】

除籍する本や雑誌を無料で提供する。新型コロナウィ
ルス感染拡大防止のため、館内配布を行う。

対

定

子ども～大人

-

あかちゃんタイム
　　原則第2金曜日
【職員】

保護者の方が乳幼児と一緒にゆったりと気兼ねなく図
書館を利用できるようにし、図書館の利用を促す。ま
た、読み聞かせやわらべうた等も行う。

対

定

乳幼児親子

6名

図書館クラブ
　8月、12月
【職員】

中高生の図書館利用を促進する。
対

定

中高生

9名

ちぎり絵工作　　R3年度は中止
【外部講師・職員】

新聞紙などを使用し、ちぎり絵工作を行う。
対

定

子ども～大人

6組



事業名 開催日 【事業主催】 内容 対象 定員  会場など

クリスマス・お正月工作
　12月4日（土）
【職員】

クリスマスまたはお正月にちなんだ工作を行い、季節
の行事を楽しむ。

対

定

子ども～大人

10名

本の福袋
　1月5日(水）～
【職員】

テーマで選んだ2～3冊の本を包装して中身がわからな
いようにし、「本の福袋」として貸し出す。

対

定

子ども～大人

-

ぬいぐるみのおとまり会
　3月27日(日）～29日(火）
【職員】

図書館に親しみを持ってもらうために開催。自分の連れてきたぬい
ぐるみと一緒におはなし会を聞いた後、ぬいぐるみを預かる。図書
館で過ごす様子を写真に撮り、お迎え時に絵本を作る。ぬいぐるみ
の選んだ本を借りて帰る。

対

定

幼児～小学生

5名

市民図書館講座
　9月4日(土）【中止】、3月19日
(土）　【職員・外部講師】

市民のための図書館講座。生涯学習の拠点として、市
民の多様なニーズに合わせた講師を選定し、市民の学
習に役立てる。

対

定

子ども～大人

各回9名

おとなの朗読会
　7月25日（日）、11月14日(日）、
 3月13日(日）　【外部講師】

朗読サークル朗らか読み「ユニットYKK」による大人向
け朗読会。本の朗読を聞く楽しみを体験してもらう。

対

定

大人

10名

おりがみの日
　　毎週金曜日

おりがみを用意し、図書館の本を見ながら自由に創作
してもらう。図書館を身近に感じてもらい、利用促進
につなげる。

対

定

子ども～大人

-

おとなの楽しい音読教室
５月９日(日）、9月26日(日)、1月23日
(日）　　R3年度は中止(配信実施)
【外部講師】

講師を招き、名作文学や古典、詩や絵本など、声を出
して読む音読の楽しさを感じてもらう。開催が難しい
場合は、録画編集した動画配信を行った。

対

定

大人

6名

図書館でボードゲーム
11月28日(日）、2月27日（日）
R3年度は中止
【ボランティア・職員】

様々な年代の人々が図書館に集う機会を作るため、
ボードゲームを利用したイベントを実施し、図書館に
親しみを感じてもらう。

対

定

子ども～大人

-

読書月間
1０月2９日(金）～１１月2４日（水）
【職員】

読書週間に合わせて図書館と市民とのふれあいの場を
提供する。利用者の拡大を図る。

対

定

子ども～大人

-



対：対象　定：定員
会：会場　費：費用

事業名、日程 内容　 対象、定員、会場など

対 小学生、保護者

定 －

会 市内各小中学校

費 無料

対 小４～高１・特支

定 －

会 市内

費 無料

対 －

定 －

会 市内

費 無料

対 小学生

定 －

会 総合体育館

費 無料

対 －

定 －

会 －

費 無料

対 小学生

定 有

会 －

費 無料

対 市民

定 －

会 －

費 無料

対 市民

定 －

会 和光市役所

費 無料

対 小4～高1・特支

定 －

会 和光市民文化ｾﾝﾀｰ

費 無料

対 市民

定 －

会 総合体育館ほか

費 無料

【スポーツ青少年課青少年担当】

e-ネットキャラバン

　　　　　　　　　　4月～3月

児童・生徒・保護者にインターネットの危険性と形態
の安心・安全んあ使い方の講習会を実施する。

青少年問題協議会
「青少年健全育成作文募集」

　　　　　　　7月～10月

作文のテーマを決め募集する。

青少年育成推進員会
　「青少年をまもる店」　　
　　　　訪問調査

　　　　　　　8月～11月

青少年育成推進員が青少年をまもる店協力店を訪問
し、調査を依頼する。

青少年育成和光市民会議
　　　夏季スポーツ大会
　　　　　　　8月21日（土）  　　　

ドッジボール大会を実施する。

※中止

和光市地域青少年を
       　  育てる会連合会　
 広報誌「芽ばえ」の発行

       9月、3月

育てる会及び連合会活動の報告と事業等の案内を掲載
し、広報誌を発行する。

和光市地域青少年を
      　   育てる会連合会
地域青少年を育てる会
    スマイルプロジェクト
      11月14日(日）　

和光市民まつりで模擬店運営のサポートを通じて、職
業体験を実施する。

※中止

和光市地域青少年を
             　   育てる会連合会
   親子ペタンク大会
　　　　　　11月14日（日）　

三人一組のチーム対抗戦ペタンク大会で親子・地域の
交流を図る。

※中止

青少年育成推進員会講習会

　　　　　　12月～3月（4回実施）

家庭・地域での青少年健全育成に関する講習会を実施
する。

青少年健全育成作文
             表彰式発表会

　　　　　12月11日（土）

小学4年生～高校1年生及び特別支援学校生を対象に募
集。入選した作文の表彰式及び発表会を実施する。

和光市地域青少年を
            　    育てる会連合会
和光市地域青少年を育てる会
   交流会「たこづくり教室」

親子で参加できるたこづくり教室を実施する。



対 －

定 －

会 －

費 無料

対 市民

定 －

会 荒川河川敷

費 無料

対 小学生

定 有り

会 総合体育館

費 無料

青少年育成推進員会
      「あひる」の発行
   （広報わこうに掲載）
　　　　　　1月

青少年育成推進員の活動やお知らせを掲載する。

青少年育成和光市民会議
       新春凧あげ大会

　　　　　　1月15日（土）

手作り凧による大会を実施し、親子・地域での交流を
図る。

青少年育成和光市民会議
  わこうっちかるた大会

　　　　　　　2月5日(土）

かるた大会を実施し、かるたを通じて、地域の魅力を
これからの和光を担う子どもたちに伝え、郷土愛や地
域への関心を高める。



対：対象　定：定員
会：会場　費：費用

事業名、日程 　　　内容　 対象、定員、会場など

対 市民

定 －

会 和光市体育施設

費 無料

対 市民

定 40人程度

会 長野県佐久市

費 1500円

対 市民

定 －

会 十日町市ｸﾛｱﾁｱﾋﾞｯﾁ

費 無料

対 市民

定 －

会 近郊ﾊｲｷﾝｸﾞｺｰｽ

費 2000円

対 市民

定 －

会 未定

費 無料

対 市民

定 －

会 運動場

費 無料

対 市民

定 －

会 那須烏山市ｽﾎﾟｰﾂ施設

費 無料

対 市民

定 －

会 未定

費 無料

問 ｽﾎﾟｰﾂ振興担当

【スポーツ振興担当】

佐久市との
  スポーツ交流会事業

          6月5日(土）

災害時相互応援協定を結んでいる佐久市の
スポーツ少年団と少年野球、ミニバス、少
年サッカーの交流を行う
※中止

佐久市との
スポーツ交流会
      （ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ）

      6月12日(土）

災害時相互応援協定を結んでいる佐久市の
施設で佐久市の指導員のもとﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌを実
施する。
※中止

十日町市・和光市
      スポーツ交流会
       8月28日(土）
        8月29日（日）　

災害時相互応援協定を結んでいる十日町市
のスポーツ少年団と少年サッカー交流をす
る。
※中止

秋の市民ハイキング

     9月～11月
      7:00～18：00

自然の中を歩くことの楽しさを体験する。
※中止

レクリエーション教室

    9月～11月
       午前

気軽にできるレクリエーション・スポー
ツを実施する。

市民体育祭

    10月10日（日）
      8:30～15:30　　

80ｍ競争・障害物競走・各種対抗リレー
等を実施する。
※中止

那須烏山市・和光市
     スポーツ交流会
    11月3日(水）
      6：00～17：00　

災害時相互応援協定を結んでいる那須烏
山市とスポーツ交流をする。
※中止

市民まつり
  （新体力測定等）

    11月14日(日）
    10：00～15：00

体力測定（握力、上体起こし、長座体前
屈、反復横とび等を実施する。
※中止



対 市民

定 －

会 未定

費 無料

対 市民

定 －

会 ｱｰﾊﾞﾝｱｸｱ公園

費 無料

対 市民

定 －

会 和光樹林公園、周辺

費 有料（年齢、距離別）

対 市民

定 30人程度

会 和光市内近郊

費 有料（年齢、距離別）

 軽スポーツ体験教室

  １月～2月
   午前

気軽にできるレクリエーション・スポー
ツを複数種目実施する。

　和光市・十日町市
　　　　　スポーツ交流会
　　　１月～3月
　　　9：00～17：00

災害時相互応援協定を結んでいる十日町
市のスポーツ少年団とサッカー交流をする。

 和光市民
  ロードレース
　　フェスティバル

　　3月13日(日）

和光市内を距離等に区分して走る。
8：30～13：30

ウォーキング教室

　　　3月
　　　   午前

和光市近郊でウォーキングを実施する。



１ 中央公民館

２ 坂下公民館

３ 南公民館

４ 図書館

団体・サークル情報



【中央公民館サークル】

     ※各サークルへの問合せは中央公民館へ（464-1123）

(１)文芸・語学のサークル

サークル名 活動内容 活動日時
源氏物語講読会 源氏物語講読 月1回土曜日午前
朗読の会・あおぞら 読み聞かせ・朗読の学習 月2回水曜日午前
ハローイングリッシュ 英会話 月４回木曜日午前
Let’ｓ start  English会 英会話 月3回金曜日午前
和光市古文書研究会 古文書研究 月1回月曜日午前

英語ペララ会
英国人教師による子ども
向け英会話

月4回金曜日午前

アンニョンクラブ 韓国語 月4回土曜日午前
ケンチャナヨ 韓国語 月2回木曜日午前
モイム モイム 韓国語 月4～5回火曜日午前
ドイツ語サークル ドイツ語 月3回月曜日午後
プチ フランセ フランス語 月3回水曜日午前
スペイン語会 スペイン語 月4回月曜日午前
熊猫会 中国人講師による中国語 月2回金曜日夜間
中国語サークル
he guang(ﾌｫｰﾕﾝ)倶楽部

中国人講師による中国語 月2回火曜日午前

ホイホイ会 中国語 月3回木曜日午後
Christmas Rose
(クリスマスローズ）

英会話の練習 月4回水曜日午前

アルビオン研究会 異文化の研究 月1回金曜日午前
盲ろう者との会話
「おむすび」

指点字学習 月１～２回水曜日午前

(2)音楽のサークル

サークル名 活動内容 活動日時
コール・ソアール 合唱 月4回水曜日午前
コール・リボン 合唱 月2回金曜日午前
サンシティ・レモンの会 合唱 月3回月曜日午前
和光市民合唱団 合唱 月2～3回土・日曜日午後
和光女声コーラス 合唱 月4回木曜日午前
MFグリークラブ和光 男声合唱 月3回金曜日夜間
みどりのそよ風児童合唱団 合唱（児童） 月3回日曜日午前
和光混声合唱団 混声合唱 月2回火曜日夜間
LA STELLA 女声コーラス 月2回水曜日午後



Dolce合唱団♪ 合唱の練習
月4回月曜日午前
月2回土曜日午後

大和なでしこコーラス 合唱 月2回木曜日午後.夜間

フライングハーツ
歌（ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ音楽等を英語
で）

月2回第2.4火曜日午後

Colorful Bouquet
（カラフル ブーケ）

女声合唱 月2～3回火曜日午前

オペラ彩合唱団 オペラ 月4回日曜日夜間
サルビア21 オペレッター 月2～3回土または日曜夜間
ララ・ジョイサークル ウクレレ・スチールギター 月2回月または水曜日午後
ファーレンデ・ロイテ
合奏団

合奏 月2回土曜日夜間

和光市民オーケストラ オーケストラ 月3～4回日曜日午後
和光室内合奏団 合奏 月2回木曜日午後
和光オカリナの会ｱﾙｴｯﾄ オカリナ 月2回金曜日午前
和光ハーモニカクラブ ハーモニカ 月4回月.金曜午後
二胡の会 二胡の演奏練習・発表会 月1～2回月曜日午後
ト音記号 カラオケ 月2回火曜日午後
楽唱会 和光 カラオケ 月3回水曜日午後
ぽかぽかミュージック 親子で歌・リトミック 月1～2回木.土曜日午前
うた芝居 吉田組 合唱 月3～4回土.日曜日午前.午後
和光3.11を忘れない実行
委員会

東日本大震災の被災地
復興の支援

不定期

(3)美術・手工芸のサークル

サークル名 活動内容 活動日時
絵画クラブ 絵画 月3回水曜日午前
水陽会 絵画 毎週水又は木曜日午後.夜間
水色クラブ 水彩色鉛筆画 月1回第2水曜日午後
雅[MIYABI]の会 絵画 月2回第2.4水曜日夜間
版画クラブ 木版画 月2回水曜日午前.午後
和墨会 水墨画 月2回水曜日夜間
木曜会 書道 月2回木曜日午後
ハンドワークの会 パッチワーク 月2回木曜日午後
セラミック2000 陶芸 月4回土曜日午後
踊陶会 陶芸 月2回火曜日午後
陶野会 陶芸 月2回水曜日午後
ねん土の会 陶芸（親子） 月2回金曜日夜間
楽陶会 陶芸 月1回日曜日午前.午後



和光フォトクラブ 写真 月3回土曜日夜間
フォトメイト 写真 月1回月曜日午前
さきたま写真クラブ 写真 月1回第3日曜日午後
ｶﾙﾄﾅｰｼﾞｭを楽しむ会 ｶﾙﾄﾅｰｼﾞｭ作品の制作 月1回第3火曜日午前

(4)料理・食生活のサークル

サークル名 活動内容 活動日時
火曜料理クラブ 料理 月1回第2火曜日午前.午後
サクラ料理クラブ 料理 月1回第3木曜日午前.午後
ランチの会 料理 月1回金曜日午前.午後

プリンくらぶ
料理（パン・お菓子・
家庭料理）

月1回土曜日午前

ヘルシークック 家庭料理 月1回 午前.午後
メロンパンクラブ パンお菓子作り 月1回火曜日午前.午後

(5)伝統芸能のサークル

サークル名 活動内容 活動日時
現代吟詠サークル吟華 詩吟 月4回火・金曜日午前
高一会 民舞・舞踊 月1回金曜日夜間
円香会 踊り（新舞踊） 月４回月曜日夜間
睦会 茶道（裏千家） 月２回月曜日午後

(6)スポーツ・体操・ダンスのサークル

サークル名 活動内容 活動日時
クラブﾞシャトル会 バドミントン 月4回月曜日午前
シャトルズ ホンダ バドミントン 月2～3回水曜日夜間
なかやしクラブ バドミントン 月4回日曜日午後
広沢シャトルクラブ バドミントン 月4回土曜日午後
WAVE（ウェーブ） バレーボール 月4～5回火曜日夜間
とまと ソフトバレーボール 月3～4回金曜日午後
和光市ソフトバレーボール
連盟

ソフトバレーボール 月1回金曜日夜間

シールズ バスケットボール 月4回土曜日午前
理研Friends バスケットボ－ル 月3～4回金曜日夜間
卓球クラブ 卓球 月2回第1.3水月曜日夜間
和光中央卓球クラブ 卓球 月4回水木金曜日午後

楽々会
卓球（初心者・高齢者・
障害者・全ての方）

月2～3回金又は土曜日午後

ラディッシュ バドミントン他 月3～4回月曜日午後



吹矢「和光の仲間」同好会 スポーツ吹矢 月3～4回木曜日午後
和光中央空手サークル 空手 月4～5回日曜日夜間
太極拳クラブ「希望(のぞみ)」 太極拳 月4回木曜日夜間
悠の会 太極拳 月４、５回月曜日夜間
和光中央太極拳同好会 太極拳 月4回火曜日午後
太極拳サークル和光 太極拳 月4回火曜日午後
太極拳クラブ大地 太極拳 月4回水曜日午前
RIKEN太極拳クラブ 太極拳 月4回日曜日午前
レクダンス・ワコー レクリエーションダンス 月4回木曜日午前
健康ヨーガクラブ ヨーガ 月4回金曜日午前
健康ヨーガの会 ヨーガ 月3回火曜日午前
いきいき健康体操クラブﾞ 健康体操 月3～4回火曜日午前
ゆーほー体操会 健康体操 月4回月曜日午後
リフレッシュクラブ ストレッチ体操 月3回水曜午後
和光ビーンズクラブ 体操及びストレッチ 月4回月曜日午前
和光中央ゆる体操サークル ゆる体操 月4回金曜日午前
和光ラジオ体操会 ラジオ体操 月2回第2・４日曜日午後
フラ サークル レイナニ フラダンス 月1～2回木曜日夜間

埼玉県年金協会 朝霞分会
社交ダンス、民謡、民舞
フラダンス

月4回木曜日午後

(7)生活・文化教養のサークル

サークル名 活動内容 活動日時
裏千家茶道なごみ会 茶道(裏千家） 月3回火・土曜日午前.午後
ペン習字会 ペン習字 月2回金曜日午前
囲碁クラブ 囲碁 月4～5回金曜日午後
着物文化会 着付け・和裁 月3～4回木曜日午後
友の会 家庭生活の学習 月1回木曜日午前・午後
一般社団法人・地域公益
推進機構

地域の健全な発展に寄与す
る。

不定期

くらしと年金懇話会 映画・絵手紙・書など
月２～３回第３月曜日及び
第3金曜日午前.午後

和光教育文化子育てセンター 教育・文化・；子育て 不定期
和光短歌同好会 短歌 月1回第2回木曜日午後
わこう絵手紙会 絵手紙 月1～2回水曜日午後
原発といのちを考える会
WAN

原発や放射能について学ぶ
月2回第2火曜日午前
    第4木曜日午前

つくし会 子育て勉強会 月1回火曜日午前



NPO法人和光・緑と
      湧水の会

自然環境の保全・管理と
復旧活動

不定期

楠の木そろばんクラブ そろばん技術の向上 月4回金曜日 午後.夜間

和光手話サークル
手話の学習・聴覚障害者と
の交流

不定期

和光国際交流会 国際交流・日本語講座
月4回、月木土曜日
午前・夜間

和光音訳の会 視覚障害者のための音訳 月2回第１，３金曜午後
和光将棋連盟 将棋の普及 不定期
特定非営利活動法人
和光市食文化研究会

食文化の研究、伝統食の
伝承活動、地産地消

月１回金曜日午前.午後



【坂下公民館サークル】

     ※各サークルへの問合せは坂下公民館へ（464-5230）
(１)音楽のサークル

サークル名 活動内容 活動日時
ウクレレサークル「星のレイ」 ウクレレ 月2回第2・4木曜日午後
若返りカラオケ カラオケ 月4回金曜日午後
ハッピーカムカム ボイストレーニング 月1回第1月曜日午前

(2)美術・手工芸のサークル

サークル名 活動内容 活動日時
坂下日本画クラブ 日本画 月3、4回月曜日午前午後
籐手芸サークル 籐手芸 月2回水曜日午前
坂下エコクラフト エコクラフト 月1回第2木曜日午前

(3)料理・食生活のサークル

サークル名 活動内容 活動日時
オリーブ料理クラブ 料理 月1回木曜日午前午後
レモンクラブ 料理 月1回月曜日午前
坂下田舎まんじゅう作りの会 料理 3か月に1回月曜日午前午後

(4)伝統芸能のサークル

サークル名 活動内容 活動日時
栞紫幸会 坂下支部 舞踊 月4回月曜日午後
史夕会 新舞踊 月4回水曜日午後
和光市吟詠会坂下教場 詩吟 月3回月曜日午後
邦楽同好会「こすもす」 筝 月2回土曜日午後
和光民舞を踊る会 踊り 月1回土曜日午前午後

(5)スポーツ・体操・ダンスのサークル

サークル名 活動内容 活動日時
アロハラニ フラダンス 月4回木曜日午後
いずみ会ダンスクラブ 社交ダンス 月2回第1･3水曜日夜間
坂下社交ダンスクラブ 社交ダンス 月3回金曜日夜間
体操クラブ 健康体操 月4回金曜日午前
いつまでも元気塾 健康体操 月4回木曜日午前
坂下ゆる体操ｻｰｸﾙ 健康体操 月4回火曜日午前
ゆるyoga（ゆるよが） ヨガ 月1～2回月･水曜日午前
クレッシェンド ストレッチヨガ 第1･3金曜日午前
サンデーボール 卓球 月4回日曜日午後



金曜クラブ 卓球 月4回金曜日午後
健卓連 卓球 月4回月曜日午前
坂下卓球クラブ 卓球 月4回土曜日午後
大塚卓勝会 卓球 月4回土又は日曜日午前
グルーヴ 卓球 月1回火曜日午前
神無月会 卓球 月2，3回木曜日午後
けやきの会 太極拳 月4回月曜日午後
Zeina（ジーナ） ベリーダンス 月4回火曜日午前
坂下キッズダンス キッズダンス 月4回木曜日夜間
和光テコンドークラブ テコンドー 月4回土曜日夜間

桜琳会 空手
月6～7回火曜日夜間
    土曜日午前

演劇集団TOY's BOX 演劇・ダンス
月15回日･月･水･木曜日 
午後・夜間

Honey Angels Kids チアダンス 月4回火曜日午後
Honey Angels Junior チアダンス 月4回火曜日午後

(6)生活・文化教養のサークル

サークル名 活動内容 活動日時
グリーンフィンガーズ ハンギングバスケット 隔月1回 土曜日午前
筆ペンサークル「耀」 筆ペン 月1回最終月曜日午前
坂下誠光会 子ども書道 月8回火木曜日午後夜間
和光市文学散歩同好会 歴史・文学 年１～３回
坂下健康麻雀サークル 健康麻雀 毎週火金曜日午前
いちごの会 健康麻雀 毎週月曜日午前
下新倉小学校区みんなで街
づくりの会

街づくり 不定期

Mama&Kid's子育て日本語
Class遊びと文化の会

日本語         
多世代・多文化の遊び

第３火曜日午後



【南公民館サークル】

   ※各サークルへの問合せは南公民館へ（463-7621）
(1)音楽のサークル

サークル名 活動内容 活動日時

アンサンブル・キララ 音楽活動
月２～４回土・日曜日
午前・午後・夜間

ムジカ・ドマーニ 音楽 月2回日曜日午前午後
バカモンド楽団 音楽 ―
どれみのかい 音楽療法 月2回金曜日午後夜間
クリスタルハーツ 合唱 月3回水曜日午前
オーロラ会 カラオケ 月2回金曜日午後
やまびこ会 カラオケ 月2回火曜日午後
ぼだい樹の会 コーラス 月3回月曜日午後
はっぴいばあど ゴスペル 月2回水曜日午前
和光市民吹奏楽団 吹奏楽 月４～5回土曜日夜間
南ハーモニカクラブ ハーモニカ 月2回水曜日午後
コナ・アイランダース ハーモニカ 月2回日・水曜日夜間
クリスタル♪ベル ミュージックベル 月2回火曜日午後
女声合唱団 水脈 音楽 ―
板橋区吹奏楽団 音楽 ―

(2)スポーツ・体操・ダンスのサークル

サークル名 活動内容 活動日時
チームT.A.W ｱｸｼｮﾝ・マット運動 月３～4回土曜日夜間
和光広沢インディアカ インディアカ 月３～4回月・木曜日午前
和光ウォーキングクラブ ウォーキング 月1回木曜日夜間
空手教室 稽古・形・組み手 月4～5回木曜日夜間
和光気功養生サークル 健康気功の練習 月４回金曜日午後
あかね会 ゲートボール 週3回水・金・日曜日午前

和光市剣道連盟
小中学生を対象とした剣道
の稽古・練習

―

南健康ストレッチクラブ
ストレッチ、有酸素運動、
筋トレ

月３回金曜日午後

チームたんぽぽ ヒップホップダンス ―
北極星少年団 ｽﾎﾟｰﾂ・体操・ダンス 年1回日曜日午後
和光南体操クラブ 体操 ―
DIK卓球同好会 卓球 月２～4回土曜日午前
南ゆる体操”なごみ“ 体操 月2回木曜日午前
卓球会 卓球 月4回木曜日午後



つぼみクラブ 卓球 月4～5回水曜日夜間
南卓球クラブ 卓球 月4～5回火曜日午後
わかば卓球クラブ 卓球 月4～5回水曜日午後
和光市卓球連盟 卓球 月4～5回金曜日夜間
和卓FC 卓球 月2～3回日曜日午前
広沢バドミントンクラブ バドミントン 月4～5回金曜日午前
楽翔クラブ バドミントン 月4回火曜日夜間
＠昼間部 バドミントン ―
aka バドミントン、卓球 ―
あじさいグループ バドミントン 月4回水曜日午前
リトル・バレリーナ バレエ ―
和光フォークダンスクラブ フォークダンス 月4～5回月曜日午後
フラダンスサークル フラダンス ―
Minoaka フラサークル フラダンス 月1～4回金・土曜午前午後
和光ブアマナ フラダンス 月4回木曜日午後
FC和光イレブン サッカー ―
ラスエストレジャス フラメンコ 月2回日曜日午後
ヨーガ倶楽部 ヨーガ 月2回土曜日午前
南リズムダンスクラブ リズムダンス 月4～5回火曜日午前
諏訪原ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｻｰｸﾙ バドミントン 月4回土曜日午後
和光羽友会 バドミントン ―
ＦＣリトルイレブン サッカー ―
黒猫バド倶楽部 バドミントン 月4回水曜日午後

(3)生活・文化教養のサークル

サークル名 活動内容 活動日時
RISO(生活・文化教養） イベントに向けての練習 月4～5回不定期夜間
着付け同好会 着付けと補正 月3回火曜日午前
みす弘会【活動休止中】 三味線、民謡 月4回水曜日夜間
南誠光会 書道研究・書道練習 月2回木曜日午前
宿坂上生活改善クラブ フラワーアレンジメント 月1回金曜日午後
和太鼓会 和光太鼓 演奏向けの太鼓の練習 月6～8回月曜日夜間

(4)美術・手工芸のサークル

サークル名 活動内容 活動日時
南写真クラブ 写真技術の習得、撮影 月1回日曜日
いとの会 糸を使った手芸 月2回水曜日午前
みずえの会 水彩画の技法でハガキ絵を描く 月1回土曜日午後
越後山ｸﾗﾌﾞ「藤の会」 同好会、ハガキ絵を描く 月2回月曜日午後



ｷｯｽﾞｱｰﾄｽﾍﾟｰｽ 工作等の造形活動 ―

(5)文芸・語学のサークル

サークル名 活動内容 活動日時
MEC（Ａクラス） 英会話 月4回月曜日午前
MEC（Bクラス） 英会話学習 月4回月曜日午前
楽しいハングル ﾊﾝｸﾞﾙ及び韓国文化の学習 月2回火曜日午後
ル・フランセ フランス語の勉強 月2～3回水曜日夜間
レザミ・ド・フランセ フランス語の勉強 月4回火曜日午後
和光市歴史と文化を学ぶ会 和光の歴史と文化を学ぶ 月1回月曜日午後

(6)料理のサークル

サークル名 活動内容 活動日時
南クロワッサン パン作り 月1回木曜日午後
bianco 料理 月4回曜日不定午前
ｷﾗｷﾗｸｯｷﾝｸﾞｻｰｸﾙ 調理実習を行う 月１回曜日不定午前午後



【図書館ボランティアサークル】

サ ー ク ル 名 活 動 内 容
ミ ー テ ィ ン グ
及 び 活 動 日

影絵サークルぺんぎん

影絵の製作・映写を行っている。「夏休み子ども
の集い」では影絵の上映を、「図書館まつり」で
は子ども向けに影絵作りの工作を行い、影絵の魅
力を伝えている。

月 1 回
日 曜 日
10:00-12:00

ブックスタートボラン
テ ィ ア

毎月のブックスタート事業で、読み聞かせや語り
かけの大切さを伝えている。また、わらべうたも
取り入れ、親子のふれあいのきっかけづくりを
行っている。

月 1 回
月 曜 日
10:30-11:00
11:30-12:00

和 光 絵 本 とお話の 会

本館・分館での「絵本とおはなしの会」のほか、
「世界おはなしめぐり」「七夕おはなし会」「ク
リスマスおはなし会」などの特別なお話会を開
催。保育園や小学校での読み聞かせなども実施し
ている。平成26年には子ども読書活動優秀実践
団体として文部科学大臣表彰を受彰した。

第 １ ～ 第 ３
土 曜 日
11:00-11:30 
14:00-14:30

ワ ン ダ ー ク ラ ブ

「英語を身近に感じてほしい、子ども達に英語の
文化を体験させたい！」という想いの下、英語の
絵本の読み聞かせ、歌、ネイティブ・スピーカー
による読み聞かせなどを開催。ハロウィンやクリ
スマスなど、英語圏の文化を伝える機会を提供し
ている。

年 ４ 回
日 曜 日
14:00-15:00 

和光布絵本の会ゆりかご

図書館貸出用布絵本の製作、「図書館まつり」で
の布工作などを行っている。布にフェルト、ボタ
ン、マジックテープなどをつけて作った布絵本
は、手や指の感覚を養う絵本と遊具のはたらきが
あり、親子のコミュニケーションを深められると
人気が高い。

原 則 第 1 ・ 3
水 曜 日
13:30-15:30

あ ゆ み の 会
は じ め の い っ ぽ ♪

あかちゃんとその保護者を対象に、”聞く耳”を育
てるわらべうたや、季節や年齢に合わせた絵本の
読み聞かせを行う「あかちゃんと楽しむ絵本とわ
らべうた」を本館・分館で開催。親子や母親同士
のコミュニケーションの場を提供している。

原 則 毎 月
第 3 金 曜 日
10:30-11:00
11:15-11:45



その他図書館協力団体

サ ー ク ル 名 活 動 内 容
ミーティング
及 び 活 動 日

ひ ま わ り 倶 楽 部

「夏休み子どもの集い」や「図書館まつり」、分
館での「ひまわりおはなし会」でお話会を開催。
保育園や子育て世代包括支援センター、児童館で
の読み聞かせなども実施している。

原 則 第 3
水 曜 日
16:00-16:30

図 書 館 サ ポ ー タ ー

図書館サポーターが企画をして年に1～2回、講
座を開催している。「本・雑誌のリサイクル」で
は準備や受付を行っており、また、図書館資料の
カバーかけや市内小中学校への団体貸出業務の補
助など幅広く活動をしている。

原 則 毎 月
第 2 木 曜 日
午 前 中

音訳サークル「なごみ」

「音訳者養成講座」を修了した方が、和光市図書
館の音訳者として館内資料の対面朗読サービスを
行っている。読むことに障害のある方に、読書の
楽しさを伝えている。

原 則 第 1
火 曜 日
14:00-16:00

団 体 名 協 力 活 動 内 容 元年度協力事業

和光市社会福祉協議会
図書館まつりに出店してパンや焼き菓子、自主制
作物を販売している。

図書館まつり

大 人 の 秘 密 基 地
arcoiris （ ア ル コ イ リ
ス ）

図書館まつりに出店して飲食物を販売している。 図書館まつり



1 職員講師編

２ 市民講師編

・生涯学習指導者紹介制度

・わこう市政学習おとどけ講座



① 登録者一覧から、希望する指導者を選ぶ
※登録者一覧は和光市ホームページ、
もしくは生涯学習課窓口で確認できます

② 指導者紹介依頼書を記入し、生涯学習課に提出

③ 生涯学習課から 指導者の連絡先を紹介

④ 受講日時、場所、内容等を 指導者と直接交渉
（※教材費、交通費、謝礼等の有無は必ず最初に確認しましょう）

⑤ 受講の可否が決まり次第、生涯学習課へ報告（電話・メールで可）

学習活動に取り組もうとしているグループや個人に対して、登録指導者を紹介する事
業です。豊かな専門知識、経験、技術等を持ち、これを生かす意欲のある指導者が数
多く登録されており、この制度をボランティア精神をもって支えていただいています。

登録された指導者の方から提供された講座です。

本格的に学ぶ前に、ちょこっと体験してみたい

団体・グループはこの講座をご利用ください。

【対象】市内在住・在勤・在学

※5名以上のグループ、団体等

【日時】9：00～21：00までの２時間程度

【場所】市内とし、申込者が設定

【費用】講師費用は無料

（会場使用料は申込者が負担）

【申込】申請書を提出

おとどけ講座QRコード

生 涯 学 習 指 導 者 紹 介

お た め し プ ラ ン

登録された指導者の方の講座を、年に数回紹介

しています。（開催時期・回数は不定期です。）

どなたでも個人で気軽に参加できるため、興味

のある方はぜひご利用ください。

※開催日時や内容は、決まり次第、広報、

ホームページ等で募集しております。

わこう市政学習
おとどけ講座

生涯学習指導者
プロデュース講座

和光市教育委員会 生涯学習課 生涯学習担当
電話：048-424-9150
メール：h0300@city.wako.lg.jp

登録者一覧QRコード

利 用 方 法



分類１　「まち」

No. タイトル 内　　　　　容 担当課名 所要時間

1 総合振興計画
和光市の目指すまちの姿を示す和光市総合振興
計画基本構想について説明します。

政策課 １時間

2 市民の声を市政に反映させるためには
市民参加条例の仕組みと利用方法について説明
します。

政策課 １時間

3 情報公開制度・個人情報保護制度 制度の仕組みとその利用方法　 情報推進課 １時間

4
和光市の財政状況はどうなっている
の？

地方財政に関する基礎知識や市の財政状況をわ
かりやすく解説します。

財政課 １時間

5 「地域デビュー」応援セミナー
ボランティア・市民活動・自治会活動など、地
域と気軽に関るコツを学べます。

市民活動推進課 １時間

6 あなたの暮らしを守る公共施設のお話
和光市の公共施設マネジメントの考え方につい
て説明します。

資産戦略課 45分

7 児童センター・プールはこう変わる！
児童センター・プールなどの建替計画である広
沢複合施設の計画内容について

資産戦略課 １時間

8 市庁舎にぎわいプラン 市庁舎を活用してのにぎわい創出事業 資産戦略課 １時間

9 地域とともに歩む学校づくり
コミュニティースクールをはじめ、学校教育につい
て楽しく解説。その他ワークショップ（リクエスト
内容や規模により所要時間が20分程度延長）

学校教育課 １時間

10 シティプロモーション
和光市の魅力について、市制施行５０周年記念動画
を用いて説明します。

秘書広報課 45分

分類２　「くらし」

No. タイトル 内　　　　　容 担当課名 所要時間

11 地球温暖化対策
和光市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）
について

環境課 45分

12 ポイ捨て・路上喫煙の防止
ポイ捨て・路上喫煙防止条例、美化推進員の役
割について

環境課 45分

13 ごみ減量とリサイクル ごみの現状とリサイクルの流れ 環境課 45分

14 かしこい消費者を目指そう！！
知って得する消費生活に役立つ情報をクイズや
テキストを使って学びます。

市民活動推進課 １時間

分類３　「安全」

No. タイトル 内　　　　　容 担当課名 所要時間

15 防犯対策
犯罪にあわない、犯罪を未然に防ぐためのノウ
ハウを伝えます。

危機管理室 １時間

16 イツモ防災　
万一の災害に備えて、家庭や地域で行う防災対
策やハザードマップの見方を学びます。

危機管理室 1.5時間

　※No.16「イツモ防災」は参加人数15名以上でお申込みください。

【職員講師編】



分類４　「保健福祉・地域包括システム」

No. タイトル 内　　　　　容 担当課名 所要時間

17 生活習慣病・フレイル予防と食育
生活習慣病・フレイルを予防改善するためのポ
イント（運動・栄養・休養・嗜好品）

健康保険医療課 １時間

18 感染症と健康づくり 感染症に負けないからだづくりのポイント 健康保険医療課 １時間

19 国民年金とは 国民年金制度についての解説 健康保険医療課 １時間

20
医療保険（国民健康保険・後期高齢者
医療）とは

国民健康保険医療保険制度と後期高齢者医療保
険制度についての解説

健康保険医療課 1.5時間

21
和光市介護保険　　　　　　　　　　
（長寿あんしんプラン）

地域包括ケアシステムと第８期長寿あんしんプ
ランについて

長寿あんしん課 １時間

22 障害者・児サービス
障害者サービスについて説明を行い、Ｑ＆Ａ形
式で疑問にお答えします。

社会援護課 1.5時間

23 わこう版ネウボラとは わこう版ネウボラの制度と仕組みについて ネウボラ課 １時間

24
和光市地域福祉計画（和光市社会福祉
協議会地域活動計画）

地域課題を解決するための自助・互助・共助・
公助を基本とした地域福祉を推進するまちづく
り

地域包括ケア課 １時間

25 和光市子ども・子育て支援事業計画 子ども・子育て支援施策について 保育施設課 １時間

26
和光市障害者計画・和光市障害福祉計
画

地域における課題等を踏まえた包括的な障害者
支援を推進する計画

社会援護課 1時間

27
和光市健康づくり基本条例・健康わこ
う２１計画・自殺対策計画

地域包括ケアシステムの推進による健康づくり
と健康社会の実現

健康保険医療課 1.5時間

28 地域包括ケアシステムとは
共生社会を実現するための地域包括ケアシステ
ムの構築について

地域包括ケア課 1時間

分類５　「施設見学」

No. タイトル 内　　　　　容 担当課名 所要時間

29 文化センターはこんなところ
和光市民文化センターの舞台見学と今後の催物
案内。ただし、ホール使用のない日で各月１回
程度

総務人権課 45分

30 図書館ってどんなところ？ 図書館の利用の仕方や図書館の事業案内 図書館 45分

分類６　「その他」

No. タイトル 内　　　　　容 担当課名 所要時間

31
ドメスティックバイオレンス　　　　　　　
（ＤＶ）ってなに?

ドメスティックバイオレンス（DV)について 総務人権課 45分

32 埋蔵文化財ってなに？
文化財保護法における埋蔵文化財包蔵地（遺
跡）の意味や発掘調査の流れについて

生涯学習課 45分

33 和光市の遺跡 市内の遺跡の概要 生涯学習課 45分

34 人権ビデオ映写会
人権に関するビデオの映写会と差別事例をとお
して人権について考えます。

生涯学習課 45分

35 絵本とふれあおう
小さな子どもを持つ保護者に、絵本の選び方、
読み方、読ませ方を説明

図書館 45分

36
東京オリンピック・パラリンピックを
もっと知ろう！！

東京オリンピック・パラリンピックについて説
明をします。また、ビームライフルの体験もで
きます。

秘書広報課 １時間



番号 講　　座　　名 内　　　　　　　容 対　象 開催日時 所要時間

1 楽しいおこと 子ども・大人向けの簡単な教材による、【楽しいおこと教室】
 子ども

　～大人
 いつでも

(応相談)
 40～60分

(含休憩)

2 詩吟
声を出し腹式呼吸と大きな声で吟ずることにより、健康増進に役立ちます。
難しくかた苦しいものではありません。どなたにも出来ます。

 子ども・成人
高齢者

応相談 2時間

3 絵を描こう！
上手な絵ではなくそれぞれの個性を生かした表現をめざし
ます。

成人 要相談 2時間

4 陶芸教室 生活陶器の製作をします。 どなたでも 要相談 2時間

5 子ども書道教室 わかりやすい文字を書きます。
小学６年生

まで
いつでも 2時間

6 写経教室 写経を体験します。 成人 いつでも 1.5時間

7 筆ペン教室 筆ペンで文字を書きます。作品を作ります。
 子ども～

高齢者
 10：00～

15：00
2時間

8 水墨画教室 初心者向けに楽しく水墨画を描きます。
 子ども～

高齢者
 10：00～

15：00
2時間

9 硬筆(幼稚園児） 硬筆指導（入学に備えて） ５～6才 土曜日 1.5時間

10 書の教室 「書を楽しむ」日常から、様々な形で書の楽しさを味わう講座 どなたでも いつでも ２時間

11 書き方教室 硬筆　毛筆 幼児～大人 相談の上 1.5時間

12 筆ペン教室 筆ペンで年賀状を書く 大人 相談の上 2時間

13 筆ペンはじめの一歩
筆ペンの使い方と日常生活で役立つ文字を練習します。皆さ
んのご希望にも添います。

 成人
高齢者

 金曜日
午前

1.5時間

14 英語で茶道
外国人の方々にも日本の文化である茶道を通して日本の素
晴らしさを広げていく。

一般
外国人

要相談 要相談

15 茶道に学ぶ日本の礼儀作法
畳の上の歩き方　立居振る舞い　お辞儀のし方 物の取り方置き方　戸の
開け締め　人との接し方など(お抹茶の頂き方含む）

どなたでも 要相談 要相談

16
 茶道（表千家）

はじめの一歩
 茶道表千家流の

「抹茶と和菓子のいただき方」を体験しましょう。
 子ども

～高齢者
応相談 1～2時間

17 日本の伝統芸能を体験 エイサー、七頭舞など楽しく練習します。 どなたでも 応相談 1.5時間～

　分類Ｂ　「スポーツ」

番号 講　　座　　名 内　　　　　　　容 対　象 開催日時 所要時間

18 筋トレ＆ストレッチ体操
ペットボトル、タオルなど身近な手具を使っての筋トレ・ストレッ
チ体操。年齢対象等によっての体操。

どなたでも 応相談 １時間

19 高齢者対象　健康体操 体ほぐし体操 ６５才以上 応相談 １時間

20 ラジオ体操・みんなの体操
健康づくりの第一歩、正しいラジオ体操・みんなの体操を学
習します。ご希望に沿います。椅子に座ってもできます。

 小学生～
高齢者

応相談 １時間

21
 誰でもできる

　　和光市民歌体操
和光市民歌に合わせてできる体操（立位・座位）を覚えて健康づくり
に役立てましょう。脳トレ体操やゲーム等も併せて提供します。

 小児～
高齢者

応相談 １.5時間

22 親子３Ｂ体操 ３Ｂの手具を使って友達と遊びながら運動能力アップ 親子 いつでも １時間

【市民講師編】　    
  　  分類Ａ　「芸術・文化」



23 成人３Ｂ体操
３Ｂの手具を使ってストレッチ・筋力運動など、若さを保つ体を
作ります。

成人 いつでも 1時間

24 高齢者３Ｂ体操 転倒予防の体操などをして、筋力を維持します。 高齢者 いつでも 1時間

25
 ３Ｂ体操

ベビーとママの体操
ベビーとママで手遊びや３Bの用具を使って、音楽に合わせ
て遊びましょう。

５か月～１才ま
 でのベビー

とママ
要相談 1時間

26 ３Ｂシニア体操
筋肉はどんどん衰えていきます。少しでも衰えを防ぐために
楽しい音楽に合わせて体を動かしましょう。

高齢者 要相談 １時間

27 健康エクササイズ
昔懐かしい曲など様々な音楽を使い、ダンスの要素を組み込
んだ健康エクササイズ（元気ダンス）です。

 一般・シニア
高齢者

要相談 1時間

28
ポジションリセット
　　　　　アロマ笑とれっち

姿勢指導で酸素をいっぱい取り込むカラダへ。メディカルア
ロマの楽しみ方。オンライン可。

どなたでも 応相談 １時間

29
 太極氣功

転倒予防体操
大きく深い呼吸で全身に酸素を行き渡らせます。全部で１８式あります。
また、下半身を色々なやり方で集中的に鍛え転倒を予防します。

どなたでも
 水～土

午後・夜
1時間15分

30 空手の源流　沖縄空手入門
沖縄本場の空手道を練習します。初心者～経験者、年齢に応じた指導ができ

 ます。
＊古武道の指導も可（基本、型、約束相手、型の分解が中心です。）

 児童 生徒
成人 高齢者

 水　
１８：３０～

１～2時間

　分類Ｃ　「生活」

番号 講　　座　　名 内　　　　　　　容 対　象 開催日時 所要時間

31 気軽にイタリアン 家庭でも簡単にできるパスタやパン、デザートを作ります。 成人
平日9:00～

13:30
2時間

32 生前片づけを始めよう！
５０代に入ったら「何かあった時のために」片づけを始めませ
んか？

 成人
一般

 いつでも
相談

1.5時間

33
家計簿が続かない人のための
家計管理術

簡単で続く家計管理の仕方をお伝えします
 成人

一般
いつでも 1.5時間

34 書類整理術
部屋の中にある書類整理に困っている人のための書類片づ
け

 成人
一般

いつでも 1.5時間

35 浴衣の講習会
夏祭りの浴衣が一人で着られるように帯結びいろいろもご
指導します。

小中高生
 成人

高齢者
応相談 2時間

36 着物の講習会 お手持ちの着物を一人で着られるようにご指導します。
小中高生

 成人
高齢者

応相談 2時間

37 子育てとアロマセラピー
 アロマのある生活で楽しく子育てをするお話。

（皆さんのご希望に添います）
 子育てママや

保育士など
平日 1.5～2時間

38 幸せになる為のアロマセラピー 誰でもできるアロマ生活の楽しみ方 成人 平日 1.5～2時間

39
フレッシュナー（消臭・芳香剤）を
作ろう

植物成分で安心な手づくりのフレッシュナーを作ります。 成人 平日 1.5～2時間

40
クリーム（ボディ・マッサージ用）
を作ろう

植物成分で安心な手づくりのクリームを作ります。 成人 平日 1.5～2時間

　分類Ｄ　「趣味・娯楽」

番号 講　　座　　名 内　　　　　　　容 対　象 開催日時 所要時間

41  絵手紙でかこう絵手紙入門 絵手紙の基本と応用
 成人

高齢者
いつでも 2時間

42
 天然石でワンランク上の

　　　　　　　おしゃれを
天然石の説明。簡単な色の仕組みや効果的配色、パーツなど
について説明し、テグス・ピンワークを教えます。

成人 いつでも 2時間

43
 ヨーロピアンパーツと

　　　　革のアクセサリー
パーツと配色の説明をし、テグス・ピンワーク、革の取り扱い
を教えます。

成人 いつでも 2時間

44
 アーティフィシャルフラワー

コサージュ
 アーティフィシャルフラワーとビーズを使ったおしゃれなコ

サージュ
成人 いつでも 2時間

45 フレームアート
 アーティフィシャルフラワーやプリザーブドフラワーを使い、

フレームにデコレーションする
成人 いつでも 2時間

46 フラワーアレンジメント
アーティフィシャルフラワーやプリザーブドフラワーを使った
オリジナルのアレンジメントです

成人 いつでも 2時間

47 フラワーアレンジメントリース
講座の季節に合わせたアーティフィシャル＆ドライフラワー
のおしゃれなリースです。

成人 火・金・日 1.5時間



48
 はじめての

　　　スクラップブッキング
興味はあるけれど、“難しそう”“どんな風に作るの？”という
初めての方に、簡単なアルバム作りを指導します。

 小学生～
高齢者

 　応相談
  (土・日夜間可）

1～１.５時間

49 ステキにスクラップブッキング
お気に入りの写真をＢｏｏｋ等にして、プレゼント出来る様、ご指
導します。

 小学生～
高齢者

 　応相談
  (土・日夜間可）

2時間

50
 はじめての

　　　シルバーアクセサリー

99.9％の純銀粘土を使用します。自分だけのオリジナルデザインで
アクセサリー等を作り、その場で専用釜で焼成します。自分用やお
子様、友人への記念品としても幅広く喜ばれます。

どなたでも
親子連れ可

 平日　
応相談

2時間

51
 はじめての優しい楽しい

　　　　　パステリア書

お好きな色のカラーパステルを削り、指などをで絵を書いていきます。
大切な方への文字やお名前などもいれられます。わくわくどきどき楽し
みましょう！

どなたでも
親子連れ可

 平日　
応相談

2時間

52 レジンで作る小物  アクセサリーや雑貨を作ります。
小学生
～高齢者

 平日
応相談

2時間

53 マグネットにヘリテージデコ ペーパーナプキンを使ってマグネットにデコレートします。
 こども

～大人
月・土・日 1時間

54 プチプレートにポーセラーツ
プチプレートにシールのような転写紙を水で貼ってやきつけ、世界に１つだけ

 のMYプレートを作ります。（おはしおきやハミガキスタンドでも可）
 こども

～大人
月・土・日 1時間

55
 お手持ちのおしりふきケースを

すてきに変身
お気に入りのクロスと木馬のリボンを使ってすてきに変身さ
せます。ゆううつなおむつ替えも気分よく！

大人 月・土・日 2時間

56 手形・足形アート 手または足形でアート作品を作って楽しむ。 どなたでも 月・土・日 1時間

57 ハーバリウム
プリザーブドフラワーやドライフラワーを入れ、オイルを入れたら世界に一つ
だけのハーバリウムのできあがり！！オリジナルハーバリウムを作りましょ
う！

 児童・生徒
大人

いつでも １時間

58 つるし雛 ちりめんでつるし雛のものづくり（柿など）
児童

～高齢者
いつでも １～2時間

59 手品の出前指導
身の回りの物を使った意外にウケる手品の指導をします。専
用器具、ロープなどを使って各種手品も実演します。

どなたでも
 水～土　

午後・夜

手品指導/2～3
 種30分

手品実演/15分又
は30分

60 落語･江戸学入門
落語を理解するための江戸学講話とやさしい小噺の実演を
行います。

 成人
高齢者

 月～金
午前・午後

1～2時間

61 ドラム
右脳左脳を使って楽しくドラムをたたきましょう！リハビリと
しても活用できます。

小学生～成
人・高齢者

いつでも １時間

　分類Ｅ　「人文」

番号 講　　座　　名 内　　　　　　　容 対　象 開催日時 所要時間

62 司馬遼太郎・歴史小説の世界
司馬遼太郎の小説を題材に歴史小説におけるフィクションと
ノンフィクションを考える。

どなたでも 応相談
1.5

～2時間

63
 司馬遼太郎の作品

　「関ケ原」から考える
小説「関ケ原」から石田三成、徳川家康の人物像を考える どなたでも 応相談

 　1.5
　～２時間

64 司馬作品から考える宗教
司馬遼太郎は、親鸞の「歎異抄」を愛読していた。その理由を
探る。宗教の一般論として考えてみたい。

どなたでも 応相談
 　1.5

　～2時間

　分類Ｆ　「語学」

番号 講　　座　　名 内　　　　　　　容 対　象 開催日時 所要時間

65 外国人のための日本語講座 日本語を楽しく勉強しましょう。 外国人 応相談 1時間～

66 いきいき日本語講座 日常生活に役立つ生きた日本語講座
外国人
または

どなたでも
随時 2時間

　分類Ｇ　「教育・その他」

番号 講　　座　　名 内　　　　　　　容 対　象 開催日時 所要時間

67
 環境問題について

シリーズ１
環境科学の基礎知識

 生徒
～成人

いつでも 1～2時間

68
 環境問題について

シリーズ２
地球温暖化現象の科学

 生徒
～成人

いつでも 1～2時間

69
 環境問題について

シリーズ３
和光の身近な自然のガイダンス

 生徒
～成人

いつでも 1～2時間



70
 環境問題について

シリーズ４
和光の身近な自然を知り、守り、活かす活動の紹介

 生徒
～成人

いつでも 1～2時間

71
 自然環境マップでめぐる

　　　　「湧き水の町和光」
新しいマップを活用し、和光の特徴的な湧き水を巡る街歩き

小学生
～成人

秋から初冬 1～2時間

72 緑のボランティア体験 湧き水やふれあいの森の草木を観察し保全活動を体験する
小学生
～成人

いつでも 1～2時間

73 湧き水生き物観察会 和光の湧き水のあるふれあいの森で生き物観察会
幼児、小学
生親子

いつでも 1～2時間

74 世界の文化をたんけん！ あそびや工作を通して世界を知ろう。 小学生 いつでも 1.5時間

75 外国人市民との交流を 地域の国際交流についてのワークショップ 成人 いつでも 1.5時間

76 おもちゃの広場 木のおもちゃで遊んだり、カンタン手づくりおもちゃづくり 親子 いつでも 1.5時間

77
 樹と木を使っての

　　コミュニケーション
森林文化や木の現状を知って考える環境ワークショップ

 成人
高齢者

いつでも 2時間

78
 笑い健康法　

スキンタッチケア療法
笑いを毎日続けると病氣が良くなります。身体にオキシトシン
を発生させ身体がいやされ痛みも軽くなります。

どなたでも
 木金土

午前午後
1.5時間

79 語り部講座
 次世代へ語り継ぎたい様々な事柄を、文章、朗読、語り等で

表現する。
制限なし 随時 ２時間

80 名作映画の鑑賞と解説 内外の名作映画の鑑賞と解説 制限なし 随時 ２時間

81 文章講座 小説、シナリオ、戯曲等の文章表現と創作 一般 随時 2時間

82 日本刀・拵
 日本刀の歴史や制作方法。栫について実物を鑑賞しながら

学びます。
 高校生

～成人
 日曜日

午後
2時間

83 日本刀、拵、居合い体験 日本刀や栫の手入れや居合い抜刀の初歩体験
 高校生

～成人
 日曜日

午後
2時間

84 舞扇、江戸扇子 伝統的な舞扇や江戸扇子の絵柄を描きます。
 小学生

～成人
 日曜日

午後
2時間

85 白扇の仕立（加茂川扇） 白扇の仕立を体験します。 成人
 日曜日

午後
2時間

86 和光と日本の歴史
 実物、スライド、資料を用いて楽しく和光と日本の歴史を

学びます。
 小学生

～成人
 日曜日

午後
1～2時間

87 和光の歴史フィールドワーク 和光の歴史を歩いて学びます。
 小学生

～成人
 日曜日

午後
2時間

88 SDGs基礎講座
SDGs先進国のスウェーデンでの実践例などを紹介しながら、SDGsについて
学びます。そして、それをどう生活の中で活かせるか、私たちに出来ること
を一緒に考えましょう。

児童生徒
成人

応相談
1.5時間
～2時間



1 中央公民館

2 坂下公民館

3 南公民館

4 図書館（本館・下新倉分館）

5 新倉ふるさと民家園

6 下新倉小学校 特別教室開放

生涯学習施設案内



利用時間

■１階 ■２階
・ 事務室 ・ 美術工作室　　定員32名

部屋の貸出や各種講座・教室などの申込受付を行い 暗室、陶芸窯を備えています。
ます。 ・ 会議室１　　定員120名

・ ロビー ・ 会議室２　　定員18名

小展示場として利用できます。 ・ 講義室１　　定員30名

・ 子ども室 ・ 講義室２　　定員30名

託児施設として利用できます。
・ 体育室　　定員65名 ■３階

バスケットボール・バレーボール等に利用できます。 ・ 音楽室　　定員30名

・ 団体交流室 アップライトピアノを備えています。
各種クラブ・団体の交流の場です。 ・ 和室　　定員30名

・ 図書室 20畳敷きの和室です。
蔵書数： 約６，２９２冊（令和3年3月31日現在） ・ 調理実習室　　定員24名

開室日： 月曜日～金曜日の8：30～17：15 調理台を3台設置してあります。
      土曜日の13：00～17：00 ・ 視聴覚室　　定員75名

休室日： 土曜日の午前、日曜日、年末年始 グランドピアノ、ＡＶ機器を備えています。
貸出日： 月曜日～土曜日の13：00～17：00 ・ 会議室３　　定員18名

所在地 中央1-7-27 9時～21時30分
電 話 464-1123 休館日 年末年始
ＦＡＸ 464-0560

アクセス 「和光市駅」南口下車 徒歩10分

中央公民館

○施設案内

＜外観＞

＜map＞



■１階 ■３階
・ 事務室 ・ 講堂兼体育室　　定員80名

部屋の利用申込、各種講座・教室等の受講申込などの
受付を行います。

・ 図書室

蔵書数： 約６，０８０冊（令和3年3月31日現在）
開室日： 月曜日～金曜日の8：30～17：15 ■１階
             土曜日の13：00～17：00 ・ 会議室２　　定員20名

休室日： 土曜日の午前、日曜日、祝日、年末年始 ・ 会議室３　　定員24名

貸出日： 月曜日～金曜日の 8：30～17：00

■２階

■２階 ・ 視聴覚室　　定員48名

・ 和室　　定員30名

20畳敷きの和室です。

・ 会議室１　　定員20名

・ 調理実習室　　定員20名

調理台を3台設置しています。

所在地 新倉3-4-18 利用時間 9時～21時30分
電 話 464-5230 休館日 年末年始
ＦＡＸ 461-3429

アクセス 「和光市駅」下車 東武バス「県立和光高校」行「新倉坂下」下車 徒歩3分

     土曜日は、     13：00～17：00

坂下公民館

○施設案内

▼本館

▼別館

＜外観：本館＞ ＜外観：別館＞ ＜Ｍａｐ＞



■１階 ■２階
・ 事務室 ・ 会議室　　定員42名

部屋の利用申込、各種講座・教室等の受講申込などの ・ 視聴覚室　　定員36名

受付を行います。 ピアノを備えています。
・ 図書室 ・ 調理実習室　　定員30名

蔵書数： 約６，５６９冊 調理台を4台設置しています。
開室日： 月曜日～金曜日の8：30～17：15 ・ 美術工作室　　定員24名

       土曜日の13：00～17：00 工作机6台を備えています。
休室日： 土曜日の午前、日曜日、年末年始
貸出日： 月曜日～金曜日の 8：30～17：00

・ 和室１　　定員20名 ■広場
15畳敷きの和室です。 ・ レクリエーション広場

・ 和室２　　定員30名

22.5畳敷きの和室です。
・ 体育室兼講堂　　定員100名

バドミントン・卓球等に利用できます。

所在地 南2-3-1 利用時間 9時～21時30分
電 話 463-7621 休館日 年末年始(12/29～1/3)
ＦＡＸ 461-1257

アクセス 「和光市駅」下車 東武バス 「成増駅南口」行「南公民館前」下車 徒歩1分

     土曜日は、     13：00～17：00

※現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、利用人数の制限を行っております。

南公民館

○施設案内

＜外観＞ ＜Ｍａｐ＞



■開館時間 ■休館日
○ 月曜日～金曜日        09：30～20：00
○ 土曜日・日曜日・祝日    09：30～18：00

○ 年末年始（１２月２８日～１月４日）
○ 特別図書整理期間

■利用できる方 ■貸出点数、期間
◎ 利用券１枚で…

○ 本、紙芝居、雑誌 合計で15点まで
○ 和光市内の学校や会社に通っている人 ○ 視聴覚資料 合計で3点まで

◎ 貸出期間は、「２週間」

■借りるとき
○ 借りたい資料と利用券をカウンターの「借りるところ」へ出してください。
○ 初めて借りる人は「利用申請書」に記入し、現住所が証明できるものと一緒にカウンターへ出してください。
  （火曜日・土曜日の13時から17時は公民館図書室でも申請できます。）

■返すとき
○ 借りた資料を返却カウンター、又はブックポストへお戻し下さい。
◎ ブックポストがある場所は…

○ 和光市図書館
○ 和光市図書館下新倉分館
○ 和光市役所１階（ATM前）
○ 中央公民館、坂下公民館、南公民館
○ 吹上コミュニティセンター
○ 白子コミュニティセンター
○ 牛房コミュニティセンター ○ 駅北口土地区画整理事業事務所
○ 新倉コミュニティセンター ○ 駅南口自転車駐車場
○ 新倉北地域センター
○ 総合福祉会館（ゆめあい和光）

所在地 本町31-1
電 話 463-8723
ＦＡＸ 463-8682

アクセス 「和光市駅」下車 南口 徒歩8分

図書館

○施設案内

○ 館内整理日（第２・４木曜日、ただし休館
日が祝日の場合は開館し、その翌日が休館。ま
た１月の第２木曜日及び１２月の第４木曜日を
除く）

○ 和光市、朝霞市、志木市、新座市、戸田市、板橋区、練馬
区に住んでいる人

＜外観＞

布の絵本

＜Map＞



■開館時間 ■休館日

○　毎日　　　　    　　09：30～18：00 ○　毎週月曜日

○　年末年始（１２月２８日～１月４日）
○　特別図書整理期間

■利用できる方 ■貸出点数、期間

◎　利用券１枚で…
○　本、紙芝居、雑誌　合計で15点まで

○　和光市内の学校や会社に通っている人 ○　視聴覚資料　合計で3点まで
◎　貸出期間は、「２週間」

■借りるとき

○　借りたい資料と利用券をカウンターの「借りるところ」へ出してください。
○　初めて借りる人は「利用申請書」に記入し、現住所が証明できるものと一緒にカウンターへ出してください。
　　（火曜日・土曜日の13時から17時は公民館図書室でも申請できます。）

■返すとき

○　借りた資料を返却カウンター、又はブックポストへお戻しください。
◎　ブックポストがある場所は…

○　和光市図書館 ○　和光市図書館下新倉分館
○　和光市役所１階（ATM前） ○　新倉北地域センター
○　中央公民館、坂下公民館、南公民館 ○　駅南口自転車駐車場
○　吹上コミュニティセンター ○　総合福祉会館（ゆめあい和光）
○　白子コミュニティセンター
○　牛房コミュニティセンター
○　新倉コミュニティセンター
○　駅北口土地区画整理事業事務所

所在地 下新倉5-21-1
電　話 452-6011
ＦＡＸ 452-6012

アクセス 循環バス(北ｺｰｽ）「下新倉小」下車1分

下新倉分館

○施設案内

○　館内整理日（第４木曜日、ただし休館日が
祝日の場合は開館し、その翌日が休館。１２月
を除く。

○　和光市、朝霞市、志木市、新座市、戸田市、板橋区、練馬区
に住んでいる人

＜館内＞ ＜Ｍａｐ＞
＜外観＞

こちらのブックポストを

ご利用いただけます。

＜Map＞
＜内装＞



 ４月～９月
10月～３月

■ 新倉ふるさと民家園内

・旧冨岡家住宅（和光市指定文化財） ・植物

　およそ３００年前の古民家を移築復元したものです。 　ヒロハアマナをはじめ、四季折々の植物が楽しめます。
・湧水の池

　メダカなどが生息しています。
■ 旧冨岡家住宅（主屋）

　 ＜概要＞

・建築年代
　江戸時代中期（１７世紀後半・元禄ごろ）
・構造形式
　茅葺寄棟造り
・間取り
　古四つ間取り

＜特徴＞

・床の間がない。（代わりに「押し板」がある。）
・外壁に戸口が少ない。
・大黒柱がない代わりに、たくさんの柱がある。

＜部屋＞ ＜旧冨岡家住宅　簡略図＞
▼ドマ

　農作業や、台所として使用されていました。

▼ザシキ

　広い板の間で、「九間（ここのま）づくり」といいます。　

　囲炉裏があり、日常のお客様の接待に使われました。

▼カッテ

　食事や子育てなど、日常生活の場として使われていました。

▼デイ

　デイは「出居」と書き、接客の場を表す古い言葉です。

▼ゲンカン

　デイの表側にある畳敷きの間で、貴人の出入口とされていました。

▼オク

　ゲンカン・デイと続く３室の客間の一つとされています。

所在地 下新倉2-33-1  9時～17時
電　話 467-7575  9時～16時30分
ＦＡＸ 467-7575 休館日 水曜日、毎月第４木曜日、年末年始

アクセス 「和光市駅」下車　北口から徒歩７分

＜外観＞ ＜Ｍａｐ＞

新倉ふるさと民家園
利用時間

○施設案内

イロリ

カマド

カッテ

ザシキ

ゲンカン

デイ

オク

ドマ

入口



■利用できる団体 ■登録方法
⑴ 公民館登録団体のうち市内団体 利用できる団体⑹を希望する団体は、以下の要件を全て満たしていること

⑵ 総合福祉会館登録団体 ⑴ 団体代表者が20歳以上で市内在住・在勤・在学のいずれであること

⑶ 地域センター登録団体 ⑵ 5名以上で構成される団体であること

⑷ コミュニティセンター登録団体 ⑶ 会員の半数以上が和光市在住・在勤・在学のいずれであること

⑸ 学校体育施設登録団体 以上の要件を満たした団体は、和光市立学校施設利用団体登録申請書

⑹ 和光市立学校施設利用登録団体 （様式第1号）を生涯学習課窓口に提出してください。審査の後、登録証

（様式第2号）を送付いたします。

■使用申請
利用月の前々月1日～10日（10日が土日祝日の場合は次の平日）までに和光市立学校

施設利用申請書（様式第3号）を生涯学習課窓口に提出してください。

学校の行事を最優先とし、各団体の希望施設が重複した場合は、抽選になります。

利用が決定した団体には、団体代表宛に和光市立学校施設利用許可書（様式第4号）

を送付いたします。

■利用制限
１団体につき、月5コマ以内。貸出施設の目的に合った活動団体の利用に限ります。

■許可できない場合
⑴ 営利活動を目的とした使用

⑵ 政党・政治団体などの政治活動を目的とした使用

⑶ 宗教団体などの宗教活動を目的とした使用

⑷ 学校、他の方に迷惑となる使用

所在地 新倉5-21-1
アクセス 循環バス（北コース）下新倉小学校下車徒歩1分下新倉小学校

特別教室

○施設案内

当施設は子どもたちが授業で使用する施設です。授業に支障のないよう、

施設・備品は大切に利用してください。

音楽室

定員　40名

※ピアノのみ使用

可

図工室

定員　40名

家庭科室

定員　40名

※調理設備のみ使用可

(包丁・鍋・食器当等

は利用者が持参）

会議室

定員　30名

※詳しくは、ホームページでご確認ください。



資料

1 なびいネットの配信について

2 お問合せ一覧

・わこう市歴史の玉手箱
「れきたま」

・資 料



和光市デジタルミュージアム
 「れきたま」トップページ　

http://rekitama-wako.jp

和光市の歴史や文化財を写真や動画をまじえて紹介しています。

     ◆　歴史や文化財を紹介

　　  　和光市の歴史や文化財、遺跡や文化財保存庫に収蔵する資料のデータ

　  　　ベースなど、様々な情報を掲載しています。

     ◆　動画や音声を使用して臨場感あふれるwebページに！

  　　　和光市内の見どころを紹介しています。また、和光市ゆかりの文化人

　　  　である清水かつらの歌の合唱や、大石真の作品の一部朗読を耳で楽し

　　  　むことができます。

【問合せ】　

    和光市教育委員会　生涯学習課  文化財保護担当

〒351-0192 和光市広沢1-5
 ℡   048-424-9119（ダイヤルイン）
 メール h0300@city.wako.lg.jp   Fax   048-464-7901



～　いつでも、どこでも携帯メール等を使ってより便利に！　～

和光市生涯学習メールマガジン

『なびいネット』を配信しています。
　　生涯学習課では、幅広い年齢層に普及率の高い携帯電話やタブレット、

　　ご家庭のパソコンなどに、市内で実施する生涯学習の講座・イベント

　　情報を、月に1回メールで配信しています。

　　このサービスのご利用には、事前に登録が必要です。

☆「なびいネット」登録方法☆

1 パソコンからの登録方法 2 携帯電話からの登録方法

　
パソコンからの登録方法

①和光市ホームページ→分野から

 探す→教育と学習→生涯学習→

 和光市生涯学習メールマガジン

「なびいネット」にアクセスする。

②和光市生涯学習メールマガジン

「なびいネット」に関する説明・　

　利用規約を読む。

③登録画面へ進む。

　※画面内にある項目を入力し、

最後にOKボタンを押して登録完了。

携帯電話からの登録方法

①http://www.city.wako.lg.jp/i/_9181.

　htmlにアクセスするか、

　下のＱＲコードから和光市生涯学習メー 

  ルマガジン「なびいネット」にアクセス

　する。

②和光市生涯学習メールマガジン「なびい

　ネット」に関する説明・利用規約を読む。

③登録画面へ進む。

　※画面内にある項目を入力し、最後にOK

　ボタンを押して登録完了。

 ＱＲコード

【問合せ】　和光市教育委員会　生涯学習課　生涯学習担当

〒351-0192 和光市広沢1-5

 ℡   048-424-9150（ダイヤルイン）
 メール h0300@city.wako.lg.jp               

このメールアドレスからの
一斉送信ﾒｰﾙが受信できる

よう設定してください。



施設名 電話番号 住所

和光市役所　代表 ４６４-１１１１ 広沢１－５

生涯学習課　　生涯学習担当 ４２４-９１５０ 広沢１－５

生涯学習課　　文化財保護担当 ４２４-９１１９ 広沢１－５

スポーツ青少年課　青少年担当 ４２４-９１１７ 広沢１－５

スポーツ青少年課スポーツ振興担当 ４２４-９１１９ 広沢１－５

中央公民館 ４６４-１１２３ 中央１-７-２７

坂下公民館 ４６４-５２３０ 新倉３-４-１８

南公民館 ４６３-７６２１ 南２-３-１

和光市図書館　　本館 ４６３-８７２３ 本町３１-１

和光市図書館　　下新倉分館 ４５２-６０１１ 下新倉５-２１-１

新倉ふるさと民家園 ４６７-７５７５ 下新倉２-３３-１

　　　　　お問合せ一覧　

          　　 2021-VOL.30

       　　生涯学習ガイド２０２１

　　発行年月日：２０２１(令和3年10月）

　　編　　　集：和光市教育委員会事務局

　　　　　　　　生涯学習課生涯学習担当

〒３５１－０１９２　　和光市広沢１０５

Tel　０４８-４２４-９１５０（直通）

E-mail　h0300@city.wako.lg.jp


