携帯電話用
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分︵市内在住・在園の未就学
児とその家族︶
●午 後 の 部 … 午 後 ２ 時 〜 ３ 時
︵市内在住・在学の小学生と
その家族︶
※希 望 者 に は 、 午 後 の 部 終 了
後、太鼓のワークショップが
あります︵定員 人、小学生
限定、抽選︶。
▽場所 秋川キララホール
▽出演 太鼓と芝居のたまっ子
座
▽定員 各６７２人︵抽選︶
▽費用 無料
▽申込み方法 ８月４日㈮︵消
印有効︶までに、往復はがき
に︵１家族１枚︶郵便番号、
住所、電話番号、人数、氏名
︵参加者全員︶、年齢、希望
の部︵ワークショップ希望の
方は人数︶を記入の上、郵送
してください︵返信用表面に
も必ず返信先を記入︶。
▽申込み・問合せ 生涯学習推
進課生涯学習係︵〒１９７ー
０８１４ 二宮３５０︶

13

10

30

中央公民館
申込み・問合せ
〒１９７ー０８１４
二宮６８３
☎５５９・１２２１

会を立ち上げるための会議を、 ▽申込み方法 ７月 日㈪︵必
着︶までに、往復はがき︵１ ７月は
７月 日㈭午後７時 分から
中央公民館で開催しますの
枚につき１人︶に、郵便番号、 青少年の非行・被害防止
全国強調月間です
で、参加希望団体は必ず参加
住所、氏名、学年、電話番号
してください。
を記入の上、郵送してくださ
い︵返信用表面にも必ず返信
先を記入︶。
※兄弟姉妹は、１枚につき複数
人の申込み可

19

市民大学﹁天体の教室﹂
手づくりロケットを
飛ばそう！

29

30

23
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※７月３日㈪から申し込みを受
け付けます。

青少年の非行・被害防止のた
め、家庭をはじめ、学校、職
場、地域が一体となり、心のこ
もった指導と見守りを心掛けま
しょう。
▽問合せ 生涯学習推進課生涯
学習係

※小学４年生以下は保護者同伴
二宮考古館夏休み体験教室
▽定員 ① 人︵抽選︶、②各
第１弾
人︵抽選︶
▽費用 ① 円、②１００円
▽申込み方法 ７月 日㈭︵必
着︶までに往復はがきに講座
の番号を記入の上、郵便番号、
住所、氏名︵参加者全員︶、
年齢、電話番号を記入の上、
郵送してください︵返信用表
面にも必ず返信先を記入︶。
夏休みの自由研究におすすめ ※まが玉づくりは両日の申込み
の教室です。
はできません。
▽期日︵期間︶
※市 ホ ー ム ペ ー ジ の ﹁ 電 子 申
①アンギンづくり…７月 日㈭
請﹂から申し込みができます。
②ま が 玉 づ く り … ７ 月 日 ㈮
携帯電話・スマートフォンか
︵１回目︶、 日㈯︵２回目︶
ら申し込む方は、次のコード
▽時間 午後１時 分〜３時
をご利用ください。
分
▽場所 二宮考古館
▽内容
①アンギン︵縄文時代までさか
のぼる技法の編み物︶でコー
スターを作ります。
②古墳時代のアクセサリーを簡 ▽申込み・問合せ 二宮考古館
単に楽しみながら作ります。
︵〒１９７ー０８１４ 二宮
▽講師 文化財係職員
１１５１、☎５５９・８４０
▽対象 小学生以上
０︶

平成 年度あきる野市
﹁家庭の日﹂推進事業
親子鑑賞会
﹁太鼓ライブ 水の星から﹂
観覧希望者募集

29

いのちが息づく水の星・地球
を舞台に、さまざまな生き物や
自然とともに生きる人々の熱い
思いを和太鼓の響きにのせダイ
ナミックに表現します。海外で
も大好評のドラマチック和太
鼓、ユーモアたっぷりのパフォ
ーマンスで子どもから大人まで
楽しめる作品です。
▽期日 ９月３日㈰
▽時間・対象
●午前の部…午前
時〜 時

（以下は広告枠です）

スマートフォン用

35

ＩＴボランティアによる
﹁パソコンＱ＆Ａ﹂

11

12

30

45

フィルムケースを加工してロ
ケットを作ります。燃料は発泡
入浴剤と水を使い、ロケットを
飛ばす実験を行います。
▽日時 ７月 日㈫ 午前 時
〜 時 分
▽場所 中央公民館
▽講師 遠藤康弘さん︵南秋留
小学校主任教諭︶
▽対象 市内在住・在学の小学
生︵保護者同伴︶
人︵申込み順︶
▽定員
▽持ち物 筆記用具
▽費用 無料
▽申込み方法 電話か直接窓口
で申し込んでください。
23

30

青少年教室宇宙学校・
あきるの

▽日時 ７月 日㈪、 日㈬
市民ふれあい塾
午後２時〜４時
﹁元気が出る！
▽場所 中央公民館
整体応用講座﹂
▽内容 ＩＴボランティアがパ
〜ボランティア︑
ソコン操作などにお答えしま
介護︑スポーツで
す。申込み時に、質問内容を
役立つ整体〜
お話ください。
▽対象 市内在住の方
▽定員 約５人︵申込み順︶
▽日時 ７月 日㈰・ 日㈯、
８月５日㈯・ 日㈯・ 日㈯
▽持ち物 ノートパソコン
午前９時 分〜 時 分
▽費用 無料
▽申込み方法 電話か直接窓口 ▽場所 秋川ふれあいセンター
※７月 日のみ、あきる野ルピ
で申し込んでください。
ア
家庭教育講座
▽内容 体の仕組みや動かし方
親子で楽しむ﹁あんま釣り﹂ を学び、整体の施術を身につ
け、ボランティア、介護、ス
〜あきる野の
ポーツなどに役立てる。
伝統漁法を知ろう〜
▽講師 野口進さん︵あきる野
市生涯学習人材バンク登録
者、あんま・マッサージ・指
圧師・柔道整復師・整体師・
スポーツトレーナー︶
▽対象 市内在住・在勤の方
人︵抽選︶
▽定員
▽持ち物 バスタオル、ハンド
タオル
▽費用 ２５００円︵保険、資
料代含む︶
▽申込み方法 ７月 日㈬︵消
印有効︶までに往復はがき
︵１枚につき、２人まで︶に
﹁元気が出る！整体応用講
座﹂、郵便番号、住所、氏名
︵参加者全員︶、年齢、電話
番号を記入の上、郵送してく
ださい︵返信用表面にも必ず
返信先を記入︶。
▽申込み・問合せ 生涯学習推
進課生涯学習係︵〒１９７ー
０８１４ 二宮３５０、直通
５５８・２４３８︶
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▽日時 ７月 日㈯ 午前９時
〜正午︵小雨実施︶
※延期の場合… 日㈰
▽集 合 場 所 平 井 川 は る か 橋
︵草花公園︶ 午前９時︵厳
守︶
▽内容 川虫で伝統漁法あんま
釣りの体験をします。
▽講師 市民解説員
▽対象 市内在住の小学生とそ
の保護者
人︵申込み順︶
▽定員
▽費用 無料
▽持ち物など 飲み物、雨具、
筆記用具、軍手、タオル、着
替え、保険証︵コピー︶、虫
よけスプレー、虫刺され用の
メー
薬、あんま釣り用の約２ ト
の
ル
細竹竿︵持っている方︶、濡
れてもよい服装︵ビーチサン
ダル不可︶、帽子
▽申込み方法 電話か直接窓口
で申し込んでください。

20

27
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宇宙航空研究開発機構︵ＪＡ
ＸＡ︶の研究者が、親しみやす
い授業形式でそれぞれの研究分
野の説明や皆さんの疑問に答え
ます。
▽日時 ７月 日㈯ 午後１時
〜４時 分 ︵正午開場︶
▽場所 秋川ふれあいセンター
▽テーマ・講師
●技術が進めば小さくできるか
も？〜超小型ロケットの挑戦
〜［羽生宏人さん︵JAXA
宇宙科学研究所准教授・あき
る野実験施設長︶］
●宇宙へ行ったら何しよう！〜
宇宙探査とエネルギー〜［曽
根理嗣さん︵JAXA宇宙科
学研究所准教授︶］
▽対象 宇宙に興味のある小学
生、中学生
▽定員 ２４０人︵抽選︶
▽持ち物 筆記用具
▽費用 無料
▽共催 ＪＡＸＡ宇宙科学研究
所
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あきる野市民まつり
市民文化祭参加団体募集
▽展示の部
●場所・期日
＊五日市会場… 月 日㈯・
日㈰
＊秋川会場… 月４日㈯・５日
㈰
▽催し物の部
●場所・期日
＊秋川ふれあいセンター… 月
１日㈰・８日㈰・９日㈪、
月４日㈯・５日㈰・ 日㈯・
日㈰・ 日㈭・ 日㈯・
日㈰
＊秋川キララホール… 月 日
㈯・ 日㈰、 月３日㈮・５
日㈰
＊五日市地域交流センター…
月 日㈯・ 日㈰
＊五日市会館… 月 日㈯・
日㈰
＊中央公民館… 月４日㈯・５
日㈰
▽対象 市内で学習・文化活動
などの社会教育活動を行って
いる団体︵社会教育活動の成
果に関する展示や催し物︶
▽申込み方法 ７月 日㈮まで
に参加希望団体届出書︵中央
公民館で配布︶に記入の上、
申し込んでください。
※前年度参加団体には、届出書
を送付します。
※参加希望団体による運営委員
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平成29年（2017年）７月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

