＝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。

ファクス、はがき、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。

体と心を柔 軟にする 1/11
（木）11:30
〜12:45 林間学習センター 先着10
人 1,000円 フェイスタオル、飲み物。
動きやすい服装で 電話で美★ヨガ・川
満☎090
（8346）
7821へ。

モナリザダンスパーティ
ミキシング、トライアル、お茶、お菓子
①1/11
（木）
・②29
（月）
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・
平子☎090
（7009）
8029。

1/16
（火）
13:15〜16:20 保健福祉
センター 100人 800円 不 要 オ
ンディーヌ・三橋☎080
（3018）
2454。

手づくり絵本体験
絵と文を作り製本 1/16
（火）
13：30〜
15：30 文化創造拠点シリウス6階生涯
学習センター 成人／先着3人 500円
1/15
（月）
までに電 話で楽しい絵 本づ
（7240）
5283へ。
くりの会・中田☎090
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楷書、行書、草書、かな、隷書など
1/28
（日）
13:30〜15:30 文化創造拠
点シリウス6階生涯学習センター 成人
の初心者歓迎／先着5人 200円 筆記
用 具 電 話でボランティア講 師の会・
（4842）
9565へ。
昆野☎090
こ

ん

の

歌の会
「もみじ」
が贈る心の歌

大和市ボランティア講師の会

9:00〜16:00 大和スポーツセンター
市内在住の女性 1,300円 昼食
1/15
（月）
までにファクス042
（812）
9827
で大和市レディースバドミントン連盟・丸
（同番号）
。
野へ 丸野☎

あなたの声でボランティア
録音奉仕入門講座 2/2〜3/23の毎週
金曜日19:00〜21:00
（全8回） 保健福祉
センター 20歳以上の市内在住・在勤者
／20人
（定員を超えた場合は抽選） 500
（月）
（消印）
までに
円 筆記用具 1/15
往復はがきで〒242-0004鶴間1-31-7や
まとボランティアセンター録音奉仕会こ
（264）
3280。
だま・島元へ 島元☎

生バンドで懐かしい歌を歌う 1/28
いずれも 文化創造拠点シリウス6階生 （日）
14:00〜16:00 林間学習センター
50人 1,100円 飲み物 不要 同
涯学習センター／ PC 相談塾▶パソコン
会・佐川☎080
（5957）
9951。
やタブレットなど何でも相談 1/20・27
いずれも土曜日13：30〜15：30 各先着
シネマサークル特別映画鑑賞会
4人 1時間600円 パソコン、タブレッ
（2664） いずれも 1/29
（月） 大和市民活動セ
トなど 電話で同会・棟永☎090
胎教レッスン心を通わす幸せ母子
（土）まで
8987へ／体験展示発表会▶会員の作品
ンター 市民／各5人 1/27
（日）
10：00〜16：00
に電話で同サークル・山口☎090
（2343） 胎教、マタニティヨガ、イメトレ 2/9
展示と体験 1/28
不要 同会・宗柳☎090
（8110）
7663。
10:00〜11:00 文化創造拠点シリ
1937へ／
「黒いオルフェ」▶ 10:00〜 （金）
／
「スティング」▶ 13:00〜。
ウス3階マルチスペース 妊娠5か月以
プラチナ倶楽部太極拳体験講習
上の妊婦／先着5人 1,000円 バスタ
新しい年に太 極 拳を始める 1/21
（日） 大人の韓国語・英会話入門講座
（月）
までに電話で七 田チャイ
オル 2/5
外国人講師と①韓国語・②英語基礎会話
（259）
5478へ。
11:00〜12:30 文化創造拠点シリウス
ルドアカデミー・茂木☎
1/30〜3/20の毎週火曜日①18:00〜
6階 生 涯 学 習センター 30代〜80代／
大和おやこ劇場第271回例会
19:00・②19:30〜20:30
（いずれも全8
先着30人 飲み物、タオル。運動のでき
東京芸術座・劇「チャレンジド」 2/11
る 服 装 で 電 話 で 同 倶 楽 部・ 星 野 ☎
回） 文化創造拠点シリウス6階生涯学
（264）
9401へ。
習センター 各先着15人 各5,000円 （祝）
19:00〜21:00 文化創造拠点シリ
筆記用具 電話で国際文化交流協会・
ウス内芸術文化ホール
（メインホール）
初吟会
小学4年生以上
（中学生以下は保護者同
前田☎090
（6489）
2803へ。
詩吟の発表会 1/21
（日）
11：10〜15：10
伴） 入会金200円、月会費1,400円
バドミントン新春お楽しみ団体戦
林間学習センター 中学生以上／15
2/9
（金）
までに電話で大和南部おやこ劇
個 人 申し込みによる団 体 戦 2/2
（金） 場・杉本☎090
（木）
までに電話で
人 1,500円 1/18
（6116）
0389へ。
（208）
2554へ。
紫岳会大和・越光☎
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マ

毛筆の相談と総合案内

フキラウソングを踊る 1/20、2/10い
ずれも土曜日13:30〜15:00 文化創造
（保
拠 点シリウス3階スタジオ 小 学 生
護者の参加も可）
／各先着10人 各500
円 動きやすい服装、飲み物、タオル
電話でフラブリーズ・森☎090
（1259）
2682へ。

だ

ぎ

く

ママのためのアロマ講座
メディカルアロマの使い方 1/22
（月）
13：10〜14：50・15：10〜16：50 いずれ
も文化創造拠点シリウス3階マルチスペー
ス 子ども同伴可／各先着10人 各200
円 E メール bst̲kana@yahoo.co.jpで
（1818）
6637。
長坂へ 長坂☎090

地域交流りんどう会ダンスP
ミキシング、トライアルあり 1/26
（金）
13:40〜15:30 勤労福祉会館 200円
不要 同会・高木☎090
（9245）
1482。

フォーク＆素敵な歌の会
愛唱歌、叙情歌、フォークソングを歌う
1/26
（金）
18:00〜20:40 渋谷学習
センター 先着60人 500円 飲み物
不要 音楽クラブ・名取☎080
（6636）
0729。

大和正論の会 １月映画観賞会
「南京の真実」
CH 桜／水島総監督 1/28
（日）
13:30〜16:30 文化創造拠点シリ
ウス3階マルチスペース 先着100人
電話で同会・清水☎080
（3466）
5092へ。

選挙の際はぜひ投票へ

☎ (260）
5542 選挙管理委員会事務局

昨年10月に執行された衆議院選挙の市内の投票率は約49㌫と低く、特に20代の投
票率は約30㌫と、他の年代と比べて最も低いものでした。政治に携わる代表を選
ぶ選挙は、皆さんの意見を国政・県政・市政に反映させる大切な手段です。また政
治も、少子高齢化やSNSの普及により急激に変化する社会の中で、皆さんの力を必
要としています。若い世代の皆さんも、選挙の際には大切な一票を行使し、若者の
声をしっかりと政治に届けましょう。

広報やまとに掲載する広告を随時募集
しています︒詳しくは市のホームペー
ジをごらんください︒
広報広聴課☎︵ ２６０︶５３１４︒

初釜を体験
いずれも 市内在住の女性
（子ども同伴
茶道体験 1/17
（水）
9:30〜12:00 勤
可、⑥は生後3〜7か月の子と母親、⑨は
労福祉会館 10人 500円 白い靴下
2歳までの子と母親、⑩は1歳3か月まで
ムダなスマホ料金の削除セミナー
ショートメール090
（2554）5179で
の子と母 親）／各 先 着8人
（⑦は3人）
500円
（②は1,500円、④は1,000円、⑤
通信費 を 安 く す る ノ ウ ハ ウ を 伝 授
（同番号）
。
表千家茶道・末廣へ 末廣☎
1/12
（金）
11:10〜13:00 文化創造拠
は無料、⑦は2,000円、⑧は1,500円）
無料体験3B体操in上草柳
E メール ina@hoken119.co.jpでママプ
点シリウス6階生涯学習センター 家計
（259）
9066／①デ
若さを保ち生活習慣病を予防 ①1/17
ロ・伊奈へ 伊奈☎
のスリム化を目指す人／15人 500円
（木）
筆記用具、携帯電話料金明細書 電話 （水）
トックスプログラム講座▶ 1/11
13:00〜14:30・②24
（水）
15:30〜
9：30〜10：30 文化創造拠点シリウス
で家計スリム化 FP 研究所・鵜野☎080
16:30 ①大和スポーツセンター、②上
６階生涯学習センター／②リボンで作る （3494）
草柳コミセン
（予定） ①成人女性、②中
4426へ。
（金）
・24
（水）
いず
高年女性／各5人 飲み物、室内シュー
チャーム講座▶ 1/12
大和市ダンススポーツ協会
（福田
れも10：00〜12：00 makanani
ズ。動きやすい服装で 電話で3B 体操・
ミニパーティ、ミキシング、トライアル
2020マルコウビル2階）／③揉 まない
木下☎090
（8641）
7707へ。
1/12
（金）
13:30〜16:00 保健福祉
10秒リンパケア▶ 1/12、2/9いずれ
成年後見専門相談
も金曜 日10：30〜12：00 ぷらっと高
センター 100人 500円 不要 同
弁護 士による成 年 後 見の相談 1/17
座渋谷 バスタオル、飲み物／④はじめ
会・田中☎
（261）
1856。
（月）
ての茶道体験＆タロット▶ 1/15
（水）
13:30〜・14:10〜・14:50〜
（各回
東儀流篳篥の無料体験
9：00〜11：00 文化創造拠点シリウス
30分以内） いずれも保健福祉センター
雅楽の主 旋 律 楽 器・ひちりきの体 験
各先着1組 電話で大和市社会福祉協
６階生 涯 学 習センター 正座しやすい
1/13
（土）
15:40〜17:30 渋谷学習セ
服装・白靴下で／⑤未来のお金を考える
議会・石川☎
（260）
5634へ。
（火）
10：30〜11：30 渋谷学
ンター 初心者／先着5人 筆記用具、
▶ 1/16
SSJDダンスパーティ
習センター ／⑥ベビーマッサージと産
手鏡 E メール sakaigawagakuso@
（火）
10：30〜12：00
①フリーパーティ、②3＆1 ①1/17・
gmail.comで境川楽所・松永へ 松永☎
後ヨガ▶ 1/16
ぷらっと高座渋谷 バスタオル、フェイ
080
（4937）
9144。
②24・31いずれも水曜日13:30〜16:30
①保健福祉センター、②文化創造拠点シ
スタオル、飲み物／⑦アロマワックスバ
（木）
・30
（火）
、2/8
（木） YWO ウィンターコンサート
リウス3階マルチスペース ①500円、
ー製作▶ 1/18
吹奏楽演奏会 1/14
（日）
14：00〜16：
いずれも13：00〜15：00 makanani
②3,000円 ヒ ー ル カ バ ー 電 話 で
／⑧ハーバリウムワークショップ▶
00 文化創造拠点シリウス内芸術文化
SSJD・山崎☎090
（1738）
2540へ。
1/19
（金）10：30〜12：00 ぷらっと高
ホール
（メインホール） 先着500人 整
地域交流さわやかパーティー
座渋谷／⑨ママ＆ベビーヨガ▶ 1/21
理券
（当日11：30から同ホール前で配布・
ミキシング、トライアル、抽選会、茶菓
（日）
11：00〜12：30 文化創造拠点シ
1人1枚まで） ユース・ウィンド・オー
1/18
（木）
13:30〜16:15 保健福祉
リウス6階生涯学習センター ヨガマッ
ケストラ・秋山☎
（274）
6935
（19：00以
トまたは大きめのタオル、飲み物。動き
センター 500円 不 要 さわやかダ
降）
。
ンスクラブ・山口☎
（261）
0653。
やすい服装で／⑩子育てママのおしゃべ
フレンズダンスパーティー
（火）
10：30〜12：00 ぷ
り会▶ 1/23
第52回ワンコイン終活セミナー
限定＆一般トライアル、リボン、抽選会
らっと高座渋谷／⑪九星学・子育て編▶
1/26
（金）
10：30〜12：00 ぷらっと
1/15
（月）
13:20〜16:20 保健福祉
散骨
（海 洋 葬・樹 木 葬）について学ぶ
1/19
（金）
10:30〜12:00 勤労福祉会
高座渋谷。
センター 700円 ダンスシューズ 不
（2449）
4952。 館 35人 500円
（飲み物代含む） 筆
要 フレンズ・山田☎090
若者のための個別相談会
記用具 電話で葬祭 FP 事務所・清水頭
Story Time
就労しようとする若者を支援 1/11・
☎
（276）
7986へ。
25、2/8い ず れ も 木 曜 日10：00〜17：
英語絵本の読み聞かせと英語の手遊び歌
屋根・外壁塗り替えセミナー
1/16
（火）
10:30〜11:00 渋谷学習
00 文化創造拠点シリウス6階生涯学
塗り替え施工のノウハウを説明 1/20
習センター 15歳〜39歳の無職の人／
センター 乳幼児と保護者／先着15組
不要 Story Time・川村☎
（264）
5683。 （土）
各先着6人 筆記用具 電話で県央地域
10:00〜12:00 勤労福祉会館 20
（一社）
市民講座運営委員会・
若者 サ ポ ー ト ス テ ー シ ョ ン・ 廣 瀬 ☎
人 電話で
オンディーヌ・ダンスパーティー
（689）
419へ。
臼井☎0120
（297）
3067へ。
トライアル、景品抽選会、アテンダント

キッズフラダンス体験教室

情報のページ

情報のページ

大和子育てママ応援プロジェクト

ヨガでリラックス＆ストレス解消！

健康のページ

健康のページ

市民 掲示板
の

大和市は自主財源を確保するため、
「広報やまと」
に広告を掲載しています。

11

広報

2018.1.1

「市民の掲示板」今後の掲載依頼締め切り▶2/15号：1/5（金）
、3/1号：1/19（金）
いずれも17:15まで。

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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