＝日時

＝会場

＝対象／定員

＝費用

＝持ち物

＝申し込み方法

＝問い合わせ

※対象の設定がないものはどなたでも。費用の記載がないものは無料です。

誰でも参加できるマンション管理
誰でも

が発行日を含めて10日以上先のものに限

管理費の適正額 5/14
（土）
9:30〜11:00
生涯学習センター マンション居住者
／10人 筆記用具 E メール ooisi1944
@yahoo.co.jpでマンション管 理 診 断
（261）
2973。
.com・大石へ 大石☎

開催場所は原則市内公共施設とします。
それ以外はお問い合わせください。

ド ッ ト コ ム

情報のページ

同 一 記 事の複 数の号への掲 載はできま
せん。
スペースの都合などで、内容を一部修正・
省略することがあります。
※欄外もごらんください。
ファクス、はがき、Eメールで申し込む催
しは、「イベント名、希望日、住所、氏名、
電話番号」
を記載してください。

介護予防を目指した新しいエクササイズ
5/10〜24の毎週火曜日いずれも11:
00〜12:30 つきみ野学習センター
各20人 動きやすい服装、運動靴、飲
み物、タオル 不要 のびのび倶楽部・
花井☎
（244）0787。
ク

ラ

ブ

ア イ パ ッ ド

パソコンやi Padなど何でも相 談 ①
5/14・②21・③28いずれも土曜日13:
30〜15:30 生涯学習センター 各先
着4人 1時間500円 パソコン、iPad
など ①5/11・②18・③25の水曜日ま
でにEメールmunenaga@mercury.dt
i.ne.jpで大和市ボランティア講師の会・
（2664）
8987。
棟長へ 棟長☎090

モナリザダンスパーティ
ミキシング、トライアルあり ①5/14
（土）
、②6/2
（木）
いずれも13:30〜16:15
①勤労福祉会館、②保健福祉センタ
ー 各500円 不要 モナリザ・渡辺
☎090
（9363）
5063。

実鈴チャリティーフェスタ

基本ステップとフラ曲に挑戦 5/10〜
6/7の毎週火曜日いずれも12:00〜13:
00 草柳コミセン（予定） 各先着5人
各500円 飲み物、あればパウスカ
ート 電 話でロゼラニフラ・平 出 ☎
080（6546）
8417へ。

カラオケ発表 5/15
（日）
9:30〜18:00
生涯学習センター 不要 実鈴歌
謡教室・鈴木☎
（262）0670。

第17回「大和水墨画会春季展」
現代水墨画3サークル合同作品展示会
5/11
（水）
〜15
（日）
10:00〜17:00
（11
日は13:00から、15日は16:00まで）
つきみ野学習センター 不要 つきみ
野水墨会・伊勢田☎（275）
6535。

地域交流さわやかパーティー
社交ダンス・抽選会 5/12
（木）
13:30〜
16:15 保健福祉センター 500円
不要 さわやかダンスクラブ・山口☎
（261）
0653。

簡単なフラ曲を踊りましょう！
フラダンス体験会 5/13・27、6/3・
10いずれも金曜日16:00〜17:00 勤
労福祉会館 各先着5人 各500円
飲み物、あればパウスカート 電話でテ
ィアレフラ・平出☎080
（6546）
8417へ。

ボランティア講師と楽しく踊ろう
ジュニア日本舞踊教室 5/14〜6/18
の毎週土曜日いずれも9:00〜12:00
生涯学習センター 幼稚園児〜高校生

広報
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弁護士による相談 5/18
（水）
13:30〜・
14:10〜・14:50〜
（各回30分以内）
いずれも保健福祉センター 各回先着
1組 電話で大和市社会福祉協議会・岸
田☎
（260）5634へ。
ト

フラダンスを体験しましょう！

ひ ら い で

成年後見専門相談

写真展
（自由課題）
5/17
（火）
〜22
（日）
9:00〜17:00
（17
日は11:00から、22日は15:00まで）
桜丘学習センター 不要 写団さくら
会・小西☎
（268）9884。

リ

ニ

テ

ィ

フ ァ ン タ イ ム

TRINITYfuntime
ミニゲームを中 心にバスケを上 達
5/18
（水）
18:45〜21:00 大和スポー
ツセンター 小学生〜高校生／先着30
人 300円 室内シューズ、着替え、飲
み物 Eメール trinity.bbs@icloud.
comでfuntime・志 岐へ 志岐☎080
（2007）
3260。
し

き

家庭教育講座
「今、子育てで大切にしたいこと」 5/
19（木）
10:00〜11:30 渋谷学習セン
ター 乳幼児〜思春期の子の保護者（1
歳以上の子の保育あり）／先着70人（保
育は先 着15人） 300円 電 話で（公
社）スコーレ家庭教育振興協会・丸山☎
090（1773）
4842へ。

歩行など）
／各先着5人 バスタオル。動
きやすい服 装と靴で 電 話で山 根 ☎
080
（1009）
4437へ。

ヴァンドルディダンスパーティ
バンド、クールビート演奏ほか 5/20
（金）
13:30〜16:25 保健福祉センター
当日券1,200円
（前売券1,000円）
不 要 ヴ ァ ン ド ル デ ィ・ 吉 田 ☎080
（5050）
2115。

菊の挿し芽飼育
大菊鉢上げ、消毒と盆栽の育て方など
5/21
（土）
9:30〜11:30 グリーンアッ
プセンター 市内在住者 筆記用具
不要 大和秋香会・沖☎（267）
3723。

ボーイスカウト体験入隊

多言語の自然習得と国際交流 ①5/17
（火）
10:30〜12:30・②21
（土）
18:30〜
20:30・③22
（日）
10:30〜12:30 いずれ
も生涯学習センター 各先着30人 電
話で言 語 交 流 研 究 所ヒッポファミリー
クラブ・宮崎☎0120
（557）
761へ。

新高齢者の会、笑いヨガ講習会
笑いヨガの講 習と実 習 5/17〜31の
毎週火曜日13:30〜15:30
（全3回） 保
健 福 祉センター 70歳 以 上／15人
500円 運動ができる服装、筆記用具、
飲 料 水 電 話で同 会・田 之 上 ☎090
（4607）
3785へ。

大和子育てママ応援プロジェクト
いずれも 子育て中の母親
（子ども同伴
（①は無料）
可）
／8人
（④は20組） 500円
Eメールina@hoken119.co.jpでママ
（259）
9066／①
プロ・伊奈へ 伊奈☎

フレンズダンスパーティー
1曲交替タイム、ミキシング、抽選会
5/19
（木）
、6/1
（水）
いずれも13:30〜
16:20 保健福祉センター 各100人
各700円 不要 フレンズ・山田☎
090（2449）
4952。

野鳥の木彫り作品展と体験教室
①作品展、②ふくろうを彫る体験教室
①5/20
（金）
〜22
（日）
10:00〜16:30
（20日は12:00から）
、②21
（土）
と22
（日）
13:00〜16:30 いずれもつきみ野学習
センター ②市内在住の中学生以上／
②各先着10人 ②各300円 ①不要、
②電話でとりつくろう会・大竹☎
（272）
1258へ。

無料歩行教室
歩行を中心とした運動教室 5/20・27
いずれも金曜日10:20〜11:50 勤労
福祉 会 館 歩 行に不 安のある人（つえ

「市民の掲示板」今後の掲載依頼締め切り▶6/15号：5/2
（月）
、7/1号：5/20
（金）
いずれも17:15まで。

水彩画による風景画、静物画などの展示
5/25
（水）〜29
（日）10:00〜16:00
（29日は14:00まで） つきみ野学習セ
ンター 不要 つきみ野水彩画・四季・
小林☎
（293）6211。

大和市ダンススポーツ協会
ミニパーティ、トライアル、ミキシング
5/25
（水）
13:30〜16:00 保健福祉セ
ンター 100人 500円 不要 同協
会・田中☎
（261）
1856。
リ

ー

ド

ミ

ー

マ

ム

Read Me, Mom
英語の絵本の読み聞かせと手遊び歌
5/29（日）11:00〜11:45 生涯学習セ
ンター 幼児、小学生と保護者／先着
15組 不要 Story Telling Club・横
本☎（277）
5482。
ス ト ー リ ー

スカウトと一緒に野外活動 5/22
（日）
（つき
9:00〜12:00 つきみ野1号公園
み野5-5） 幼稚園児〜小学生／30人
運動ができる服装、飲み物、タオル、着
替え 不要 ボーイスカウト大和5団・
河村☎
（276）
7217。

第232回大和正論の会勉強会
元外交官・喜田修氏講演 5/22
（日）
14:00〜16:30 桜丘学習センター
1,000円
（女性・学生は500円） 不要
同会・渥美☎090（1607）
7024。

シネマサークル特別映画鑑賞会
いずれも 5/23（月） 大 和 市 民 活 動
（金）
センター 市民／先着5人 5/20
までに電 話で同サークル・山 口 ☎090
▶
（2343）1937へ／
「或る夜の出 来 事」
10:00〜／
「君よ憤 怒の河を渉れ」
▶
13:00〜。
あ

わ た

しゅうかつ

講演会と親子ワークショップ

つきみ野水彩画・四季春季作品展

第42回ワンコイン終活セミナー
「気になる散骨
（海洋葬・樹木葬編）
」 5/
24
（火）10:30〜12:00 勤労福祉会館
36人 500円
（飲み物代含む） 筆記
用具 電話で葬祭 FP事務所・清水頭☎
（276）
7986へ。
し み ず が し ら

フラダンス体験会
基 本ステップと初 級 曲を指 導 5/24
（火）
・31
（火）12:15〜13:45、6/7
（火）
12:45〜14:15（全3回） 勤 労 福 祉 会
館 子ども同伴可／先着15人 1,500
円 Ｔシャツ、飲み物、タオル 5/23
（月）までに電 話でアロヒラニ・佐 久 間
☎090
（6346）
5081へ。

鶴間シニア社交ダンスパーティ
オールダンスタイム 5/24
（火）
13:30
〜16:30 保健福祉センター 500円
不要 鶴間シニアダンスクラブ・鈴
木☎090
（1211）
7276。

テ

リ

ン

グ

ク

ラ

ブ

トマトダンスパーティー
ミキシング、トライアル 5/30
（月）
13:15〜16:20 保健福祉センター
800円 不 要 トマトダンス・カイ☎
090
（3502）
9860。

発声講座 基礎の基礎
音符の書き方、腹式呼吸、高音の出し方
5/31
（火）
11:30〜12:45 つきみ野学
習センター 30人 不要 あんさんぶ
る・ピーニャ・井村☎
（273）
9099。

グラウンド・ゴルフ体験講習会
6/7〜21の毎週火曜日いずれも13:00
〜16:00 大和ゆとりの森芝生グラウン
ド 初心者歓迎 電話でグラウンド・ゴ
（268）
2389へ。
ルフ協会・家氏☎
い え う じ

親子★パーカッションコンサート

6/11
（土）
13:30〜15:00 渋谷学習セ
ンター 小学3年生以下は保護者同伴
（保 護 者1人が同 伴できる未 就 学 児は3
人まで）
／先着200人 3歳〜小学生は
500円、中学生以上は1,500円 6/10
（金）
までにEメール oyakopiano@yaho
o.co.jpでおやこで楽しむピアノコンサー
ト企画委員会・山口へ 山口☎（262）
3476。

おやこ劇場例会人形劇団クラルテ
「せつなきおもひぞしる」 6/ 12
（日）
16:15〜17:15・19:15〜20:15 生涯
（中学生
学習センター 小学4年生以上
以下は保護者同伴） 入会金200円、月
（金）
までに大和北
会費1,400円 6/10
部おやこ劇場・羽染☎（276）
1395へ。

デジカメを持って歩こう会
相模原公園を散策 6/15
（水）
9:15〜13:
00
（雨天中止） 中央林間駅集合 市内
在住者／10人 デジタルカメラ 6/10
（金）
までに電話でつきみ野フォトクラブ・
（2909）
0339へ。
出来☎090
で

健康のページ

健康のページ

スクエアステップ貯筋運動体験会

ボラ講PC相談塾

「お絵かきせんべい」
体験▶ 5/17
（火）
14:00〜15:00・21
（土）
11:00〜12:00
保険診療所大和店（福田2026）
／②
（木）
ファスティングで体質改善▶ 5/26
（中
11:00〜12:00 アークホテル大和
央4-1-17）
／③子育てママでもできるプ
（金）
10:30〜11:45
チ起業▶ 5/27
エステティックサロン シルフィアピー
カーブー
（中央4-1-24-4階）
／④ママ＆
（日）
11：00〜12：
ベビーヨガ▶ 5/29
30 つきみ野 学 習センター ヨガマ
ットまたはバスタオル、飲み物。動きや
すい服装で。

情報のページ

掲載できるのは、開催日や申し込み期限
ります。
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／各10人 飲み物、浴衣または動きや
／各1
すい服
電話でおどりのわ・八木☎
すい服装
（261
（261）
4106へ。

市民の掲示板

市民の掲示板

市民 の 掲示板

き

じいじ・ばあばの幼児食・離乳食
子どもの食事を理解する
（試食あり）
6/19（日）10:30〜12:00 渋谷学習セ
ンター 孫がいるまたは生まれる予 定
の人／先着20人 800円 筆記用具
ファクス
（262）
7781で栄 養サポートや
（同番号）
。
まと・飯塚へ 飯塚☎

爆笑劇場パート13
林家たい平氏や若手芸人による落語
6/21
（火）
17:30〜21:00
（予定） 生涯
学習センター 600人 2,500円 電
話で大和中央シティライオンズクラブ・
菊地☎（263）5555へ。

打楽器体験とグランドピアノ、創作絵本

「くるま座懇談会」参加グループを募集
☎（260）5124

広報広聴課

市民の皆さんと市長が、少人数でざっくばらんに話をする「くるま座懇談会」の
参加グループを募集します。市政について、皆さんが日頃から考えていること
をお聞かせください。いただいたご意見・ご提案を、施策や事業に生かしてい
きます／テーマ▶市政に関して提案したい内容（市以外が実施している事業な
どは受け付けできない場合があります） 申し込み
後、希望日時を基に相談のうえ決定（懇談は約1時
間） 申込者が準備（できない場合は応相談） 市
内在住・在勤・在学者から成る8人程度のグループ
（政治、宗教、営利などを目的としたグループを除
く） 申込書に必要事項を記載し、直接持参または
郵送で〒242-8601市役所広報広聴課へ。ファクス
（261）
4592も可。申込書は同課で配布するほか、
市のホームページからダウンロードもできます。

問い合わせは各課のホームページ
「組織の紹介」
からも受け付けています。
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