＝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。

マ

ナ

ずれも17 : 15まで）です。ただし、土・
日曜日、祝日の場合はその前の平日に早
まります。
同 一の団 体または個 人による催しは、同
じ月の1日号・15日号の両号に掲載する
ことはできません。

カ

ニ

しゅうかつ

第43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」
7/12
（火）
10:30〜12:00 勤労福祉会
（飲み物代含む） 筆
館 36人 500円
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

※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。

基 本ステップとパーリーシェルを踊る
7/ 12〜8 / 9の毎 週 火 曜 日いずれも
（予定）
12:00〜13:00 草柳コミセン
初心者歓迎／各5人 各500円 飲
み物 ロゼラニフラ・平出☎080（654
6）
8417へ要問い合わせ。
ひ ら い で

ま い ゆ う

舞友会チャリティー舞踊発表会
7/10（日）10:00〜17:00
（予定） 保
健福祉センター 不要 同会・きしい
こず☎（268）1968。

ひきこもりが気になる方の食事会
作って食べて心地よいひとときを過ごす
7/10、8/21いずれも日曜日11:20〜
14:20 渋谷学習センター 各15人
各1,000円 エプロン、バンダナ、ハン
ドタオル、
マスク Eメールnagashima
fusako@yahoo.co.jpで料理サークル
（4665）
30
「太陽」
・長島へ 長島☎080
25。

大和子育てママ応援プロジェクト
いずれも 市内在住の女性（⑪は2歳未
満の子と母 親）／各 先 着8人 500円
（⑧は親子で2,500円） Eメール ina@
hoken119.co.jpでママプロ・伊奈へ
伊奈☎
（259）9066／①0歳からのおむ
（火）
10:00〜11:30
つなし育児▶ 7/12
青少年センター／②マネー講座▶
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ロンデダンスパーティー
ミ キ シ ン グ、 ト ラ イ ア ル、 リ ボ ン
7/12
（火）、8/4（木）
いずれも13:15〜
16:15 保健福祉センター 各700円
（茶菓子代込み） 不要 ロンデダンス
サークル・関根☎090（1806）
4821。

ムダなスマホ料金の削減セミナー
通信費を安くするノウハウ 7/13
（水）
10:00〜12:00 生涯学習センター
先着30人 500円 筆記用具、電話料
金明細書 電話で家計スリム化 FP 研究
（3494）4426へ。
所・鵜野☎080
う

の

健康ストレッチ体操
肩凝り・姿勢改善、体力作り 7/13・
27いずれも水曜日11:05〜11:50 林
間学習センター 各先着11人 各500
円 バスタオル、飲み物、動きやすい服
装 電話でバイレストレッチ体操・岡本
☎080
（3351）
9003へ。

全員参加少数トライアル、リボンあり
7/13
（水）
13:10〜16:00 保健福祉セ
ンター 80人 700円 不 要 同ク
ラブ・松下☎090（4091）
5285。

地域交流さわやかパーティー
社交ダンス、抽選会 7/14
（木）、8/6
（土）いずれも13:30〜16:15 保 健 福
祉センター 各500円 不要 さわや
かダンスクラブ・山口☎
（261）
0653。

ヨーガ体験会
初心者向け 7/14・28いずれも木曜日
15:40〜16:40 渋谷学習センター
初心者の女性／各3人 各500円 動
きやすい服 装 電 話で渋 谷ヨーガの
会・川尻☎080
（5527）
5363へ。

モナリザダンスパーティ
ミキシング、トライアルあり 7/15
（金）
、8/7
（日）
いずれも13:30〜16:15
勤労福祉会館 各500円 不要 モ
ナリザ・渡辺☎090
（9363）
5063。

フラダンス体験会
基本ステップと簡単な曲 7/15〜8/5
の毎週金曜日いずれも16:00〜17:00
勤労福祉会館 初心者歓迎／各5人
各500円 飲み物 電話でティアレ
フラ・平出☎080
（6546）
8417へ。

ボラ講PC相談塾
ア イ パ ッ ド

パソコンやi Padなど何でも相 談 ①
7/16・②23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
（水）
・②20（水）までにEメ
ど ①7/13
ール munenaga@mercury.dti.ne.jp
で大和市ボランティア講師の会・棟長
8987。
へ 棟長☎090（2664）

マンション管理組合の無料相談会
大規模修繕、組合運営 7/16
（土）15:
00〜17:00 大和市民活動センター
分譲マンション居住者／先着2組 管
理規約など Eメールmukai̲b198941
@yahoo.co.jpでNPOかながわ県央マ
ンション管理組合ネットワーク・向井へ
向井☎
（264）6054。

展示会用の菊作り
菊
（だるま、福助）
の育て方、審査規程
7/17
（日）
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。

赤い靴ダンスパーティ
ミキシング、トライアルあり 7/18
（祝）
、8/9
（火）
いずれも13:20〜16:20

「市民の掲示板」今後の掲載依頼締め切り▶8/15号：7/5
（火）
、9/1号：7/20
（水）
いずれも17:15まで。

保健福祉センター 各800円 不要
赤い靴・鈴木☎090
（3572）
1278。

OKバジ:ネパール震災実況報告
「復興に立ち向かう住民・子供達の姿」
7/19
（火）
13:30〜16:30 生涯学習セ
ンター 70人 500円 不要 NPO
法人いきいきフォーラム草の根支援・伊
藤☎（267）3007。

成年後見専門相談
弁護士による相談 7/20
（水）
13:00〜・
13:40〜・14:20〜
（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・
5634へ。
千澤☎（260）
ち

ざ

わ

鶴間シニア社交ダンスパーティー
オールダンスタイム、トライアルあり
7/20
（水）、8/5
（金）いずれも13:30
〜16:30 保健福祉センター 各500
円 不要 鶴間シニアダンスクラブ・
鈴木☎090（1211）
7276。
フ ァ ン タ イ ム

楽しくバスケ funtime
試 合をメーンにバスケを真 剣に楽しむ
7/20
（水）19:00〜21:00 大和スポ
ーツセンター 10歳〜18歳／先 着50
人 300円 室内シューズ、タオル、飲
み物 E メール trinity.bbs@icloud.
comでfuntime・あきへ あき☎080
（2007）
3260。

日本語教室「やまびこ」見学
日本語教室のようすを見学・体験 7/
21
（木）
18:50〜21:00 保健福祉センタ
ー 18歳以上／先着10人 筆記用具
電話で同教室・廣田☎
（264）
1666へ。
ひ

ろ

た

りんどう会ダンスパーティー
ミキシング、トライアルあり 7/22
（金）
13:30〜16:00 桜丘学習センター
200円 不要 同会・鈴木☎
（277）
0455。

第27回引地川かわくだり
①ごみ拾い、② 生き物との触れ合い
7/23
（土）①8:45御嶽橋
（福田7丁目）集
合・②10:15ふれあいの森ふれあい広場
集合。いずれも13:00まで 引地川
①小学4年生以上、②幼児以上 川に入
れるスニーカー、帽子、着替え 電話
で引地川かわくだり実行委員会・飯塚
☎090
（2527）
8438へ。

小学生卓球教室
7/23、8/20、9/24、10/22、11/5、
12/10、来年1/14、2/18、3/25いず
れも土曜日9:00〜12:00
（3/25は13:00
まで） 大和スポーツセンター 小学生

室内シューズ、着替え、飲み物 不要
大和市卓球協会・佐藤☎090
（3599）
2876。

はじめてのオカリナ入門講座

7/29
（金）
・30
（土）
、8/1
（月）
いずれも
（作品の大
10:00〜12:00 500円程度
きさによる） あれば書道道具／陶芸▶
（土）
タタラ技 法の菓 子 器 作り 7/ 30
13:00〜16:00 500円 エプロン、汚
を読む▶
れてもよいタオル／
「閑 吟集」
8/2
（火）
・3
（水）
いずれも10:00〜12:00
（木）
・5
／フィンランドの魅 力▶ 8/4
（金）
いずれも9:00〜10:30。
か ん ぎ ん

オカリナの吹き方、成 果 発 表 7/23
（土）
・24日
（日）10:00〜12:00
（全2回）
渋谷学習センター 小学生以上
（成人
歓迎）
／10人 あればオカリナ 7/15
（金）までに電 話でラ・コンテ オカリナ
の会・保田☎（267）
1648へ。

「第九」
を楽しむために!
ドイツオペラの権威山崎太郎氏の講演会
7/23
（土）
15:30〜17:00 渋谷学習セ
ンター 先着30人 1,000円 7/20
（水）
までにEメールinfo@yioa.netでや
まと国際オペラ協会事務局・長谷部へ
長谷部☎（272）1885。

ささやかなピアノコンサート
クラシックのピアノ演奏会 7/24
（日）
14:00〜16:00 保 健 福 祉センター
先着400人 不要 同コンサート実行
（274）
2473。
委員会・弓気田☎
ゆ

げ

トマトダンスパーティー
ミキシング、トライアル、パーティー
7/30
（土）
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。

熊本地震チャリティー歌声
熊本の児童に楽器を 7/31
（日）
13:30
〜16: 30 渋 谷 学 習センター 先 着
200人 1,000円 電話で音楽サーク
ル「う た ご え サ ロ ン や ま と」・ 名 取 ☎
080
（6636）
0729へ。

健康のページ

健康のページ

月の20日、15日号が発行前月の5日（い

ダンスクラブKMフリーパーティ

こ け

情報のページ

情報のページ

7/12
（火）
11:10〜12:00 渋谷学習セ
ンター
（木）
10:
ンター／③苔 玉作り▶ 7/14
30〜1
ゆらり大和
（中央6-12-4）
30〜11:30
／④マ
／④マクロビオティックとファスティン
掲載できるのは、開催日や申し込み期限
（金）
10:00〜12:00 maka
グ▶ 7/15
が発行日を含めて10日以上先のものに限
（福田2020マルコウビル2階）
／⑤
nani
ります。
プチ薬膳で体の中から美しく▶ 7/15
開催場所は原則市内公共施設とします。 （金）
10:30〜12:00 中央林間 茶茶茶
それ以外はお問い合わせください。
（中央林間4-28-5）
／⑥ファスティング
同 一 記 事の複 数の号への掲 載はできま
11:00〜12:
で体質改善▶ 7/21（木）
00 アークホテル大 和（中 央4 -1 -17）
せん。
（日）
／⑦子どもの歯の守り方▶ 7/24
スペースの都合などで、内容を一部修正・
10:00〜11:30 アークホテル大和／⑧
省略することがあります。
ハワイアンリボンレイ作り▶ 7/25
掲載依頼票は市役所広報広聴課窓口で
（月）
10:00〜12:00 makanani／⑨オ
配 布しているほか、市のホームページ
（火）
10:
リジナル缶バッジ作り▶ 7/26
（ http://www.city.yamato.lg.jp/web/
00〜12:00 makanani ／⑩浴衣着付
kouhou/kouhoushoshiki.html ）から
（木）
10:10〜11:50 勤
け教室▶ 7/28
ダウンロードもできます。
労 福 祉 会 館 浴 衣（500円で貸し出し
申し込みは直 接、ファクス
（261）4592
あり）
／⑪ママ & ベビーヨガ▶ 7/30
または市のホームページから同 課へ（電
（土）
11:00〜12:30 つきみ野学習セン
話での掲載依頼はできません）。
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。
掲載依頼の締め切りは、1日号が発行前々

市民の掲示板

市民の掲示板

市民 の 掲示板

「学べ〜る」
ボランティア募集

た

第234回大和正論の会勉強会
も と ひ ろ

元中央公論編集長・近藤大博氏講演
7/24（日）14:00〜16:30 生涯学習セ
（女性・学生は500円）
ンター 1,000円
不要 同会・渥美☎090（1607）
70
24。

シネマサークル映画特別鑑賞会
いずれも 7/25（月） 大 和 市 民 活 動
（水）
センター 市民／先着5人 7/20
までに電 話で同サークル・山 口 ☎090
（2343）
1937へ ／
「名 犬 ラ ッ シ ー 家
「クレオパトラ」▶
路」
▶ 10:00〜／
13:00〜。

夏休み学習教室。7月に事前説明会あり
8/1
（月）〜3
（水）
9:30〜12:30
（全3回）
保健福祉センター 高校生、大学生
（金）
までにEメール
／先着30人 7/15
info@ifc-yamato.comでやまと国際フ
レンドクラブ事務局・長谷部へ 長谷
部☎080
（5451）
0432。

ユニセフ・子どもサマースクール
夏 休みの宿 題などに世 界のことを学 習
8/6
（土）13:00〜15:00 生涯学習
（保護者も参
センター 小学4〜6年生
（木）
まで
加可）
／子ども先着60人 8/4
にEメール info@unicef-kanagawa.jp
で神 奈 川 県ユニセフ協 会・シュレスタ
8950。
へ シュレスタ☎045（334）

で

健康づくり親子deクッキング

詩吟体験講座

デコレーションずしやサラダなど
7/27（水）10:00〜14:00 保健福祉セ
ンター 小学生と保護者／先着20人
小学生200円、保護者300円 エプロ
ン、三角巾、ハンドタオル2枚 電話で
大和市食生活改善推進協議会・佐久間
☎（277）
4818へ。

健康増進につながる詩吟の体験 8/11
（祝）
・12
（金）
いずれも13 : 30〜16 : 30
生 涯 学 習センター 初 心 者／各30
（土）
までにファク
人 筆記用具 8/6
ス
（262）1200で詩 吟 連 盟・名 取へ
名取☎（同番号）。

大和東高校夏の公開講座

点字の基礎知識・技術の習得など 9/1
〜12/8の毎週木曜日
（9/22、11/3を
除く）
13:30〜15:30
（全13回） 保健福
祉センター 市内在住・在勤・在学者
／20人
（定 員を超えた場 合は抽 選）
1,500円 7/30
（土）
（消印）までにはが
きで〒242-0004鶴間1-31-7やまとボ
ランティアセンター内大和市点訳赤十
（274）
8997
字奉仕団・石井へ 石井☎
（19:00以降）
。

いずれも 県立大和東高校 7/11
（月）
（必 着）
までに往 復はがきに参 加 希 望の
教室名、住所、氏名、年齢、電話番号を、
返信面に住所、氏名を記載し、〒2420011深見1760大和東高校へ 同高校・
佐野☎
（264）
2693／実験・体験・大発
（木）
・29
（金）
いず
見▶理科実験 7/28
れも9:00〜12:00 小学5年生〜中学1
年 生／10人／筆で遊ぶ▶小作品を作る

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。

点訳ボランティア養成講座
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