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営業時間変更

※持ち込み楽器は、アコーステ ▽料 金 ︵ ２ 時 間 ︶ ２ ０ ０ 円
ィックなものに限ります。
︵大人︶、１００円︵子ど
※発表会などの公開目的や営利
も︶、市内在住 歳以上の方
は１００円︵要申請︶
目的の利用はできません。
▽申込み方法 電話か直接窓口 ▽その他
●更衣室ロッカー利用料は、
で申し込んでください。
円︵返却式︶です。
▽申込み・問合せ 秋川キララ
ホール
︵☎５５９・７５００︶ ●小学校２年生以下は、 歳以
上の付き添いが必要︵付き添
い１人につき２人まで、付き
市民プール情報
添いの方も必ず水着着用︶
▽問合せ スポーツ推進課スポ
ーツ推進係

屋内プール

16

あきる野商工会
﹁夏休み親子工場見学会﹂

ー９︶
▽内容 自動車、機械、電力関
連のアルミニウム部品製造工
程見学
▽対象 市内在住の小学校５年
生・６年生とその保護者
組 人︵抽選︶
▽定員
▽費用 無料
▽申込み方法 ７月 日㈰︵消
印有効︶までに、はがきに郵
便番号、住所、氏名 、学年、
年齢、保護者氏名、当日連絡
できる電話番号を記入の上、
郵送してください。
▽その他 決定者には７月 日
㈫頃に発送します。
▽申込み・問合せ あきる野商
工会工業部会事務局係︵〒１
９７ー０８０４ 秋川１ー８
あきる野ルピア３階、☎５５
９・４５１１︶
23

第 回あきる野市民
チャリティゴルフ大会
参加者募集

市民のひろば
直通５５８・１２６９

掲載に関する問合せ
市長公室

員

募

集

日日時︵時間は 時間表示︶／
場場所／活活動内容／講講師／
入入会金／会会費／費費用／他
その他／問問合せ

会

有里カラオケサークル
日隔週火曜・木曜・金曜・土曜
時〜／場あきる野ルピア
日
３階他／活ちょっと気軽にレッ
スンを受けて歌上手になろう。
／入２千円／会月３千円／問
本☎０９０・４７１３・９４０
１

K英
zクラブ

／場東部図書館エル／活本の
読み聞かせの研修・実践とお
はなしの語り方／会年１５０
０円／問橋☎５５９・０７６
４

講 演 会 な ど

秋川フォトクラブ写真展

日７月５日㈬〜９日㈰︵５日
は 時から、９日は 時まで︶
／場あきる野ルピア４階展示
室／費無料／他約 点展示／
問秋川フォトクラブ 小林☎
５５９・１９７５

16

日７月５日・ 日・ 日の水
時 分〜／場上舘谷
曜日
自治会館／講日本吟道学院教
授／費無料／他詩吟に興味の
ある方ご参加ください。／問
五日市詩吟愛好会 栗原☎５
９６・０１４９

詩吟愛好会吟友の集い

70

時〜／場秋
日７月 日㈮
川体育館／講天野成子さん
︵師範︶／費無料／他護身武
術合気道基本技の体験会／問
あきる野市合気道連盟 澤﨑
☎０９０・４７３１・８０９
４

合気道基本技無料体験講習会

19

65

10

▽日時 ８月３日㈭ 午前 時
〜正午
▽場所 ㈱双葉︵二宮東３ー６

12

30

▽日時 ９月 日㈯まで 午前
９時〜午後９時︵最終遊泳は
８時 分まで︶
▽休館日 ７・８月の毎月第２
火曜日、８月７日㈪〜９日㈬

屋外プール
７月 日㈯オープン
▽日時 ７月 日㈯〜９月３日
㈰ 午前９時〜午後６時
※プレオープン…７月８日㈯・
９日㈰
※７月 日㈪〜 日㈮は休場

13

スタインウェイを
弾きませんか

60

▽日時 ７月 日㈬・ 日㈭、
８月１日㈫〜３日㈭ 午前９
時〜 時、午前 時〜 時、
午前 時〜正午、午後１時〜
３時、午後３時〜５時、午後
６時〜８時
▽場所 秋川キララホール
▽内容 反響板を組んだ大きな
ホールでスタインウェイ︵２
台︶を自由に演奏し、響きの
良さを体感します。
▽対象 小学生以上のピアノ経
験者︵グループ参加可︶
▽定員 各日各回１組︵申込み
順︶
▽費用
●午前の部…２千円︵１区分
分︶
●午後の部…４千円︵１区分１
２０分︶
▽その他 ピアノ独奏・連弾、
ピアノ以外の楽器との合奏や
声楽の伴奏も可能です。

時

分〜

日毎月第１・第３水曜日 初級
時〜、中級以上 時 分〜／
場中央公民館／活６月から新た
にハワイ出身の先生を迎えて英
会話をしています。両クラス若
干名募集／会月２千円︵公民館
使用料含む︶／問越地☎０９０
・６９３６・２４５９

絵本とおはなしの会
日毎月第１金曜日

民チャリティゴルフ大会実行
委員会事務局［あきる野市社
会福祉協議会秋川事務所︵☎
５９５・９０３３︶、五日市
事務所︵☎５９５・０８１
８︶、土曜・日曜日、祝日を
除く］

ミドル・シニア向け
再就職支援セミナー
〜効果的な再就職活動を
するために〜

▽定員
人︵予約制︶
▽申込み方法 電話か直接窓口
で申し込んでください。
▽申込み・問合せ ハローワー
ク青梅職業相談コーナー︵☎
０４２８・ ・９１６３︶

自衛官等募集案内と
採用説明会

26

（以下は広告枠です）

13

▽志願票受付期間
●航空学生・一般曹候補生…９
月８日㈮まで
●自衛官候補生…通年
▽採用説明会︵ 歳〜 歳︶
●７月
日㈭ 正午…立川グラ
ンドホテル
●８月８日㈫
正午…立川合同
庁舎
▽問合せ 自衛隊福生募集案内
所︵☎５５１・４７２５︶

18

ネット
ワーク

24

▽日時 ７月７日㈮ 午前 時
〜正午︵セミナー︶、午後１
時 分開始︵面接会︶
▽場所 市役所別館第１会議室
▽講師 ハローワーク青梅就職
支援ナビゲーター
▽対象 ハローワークで求職申
込しているおおむね 歳以上
の方

19

24

10

10

ゴルフを通して障がい者、高
齢者などへの社会福祉事業に貢
献していただくことを目的とし
たチャリティゴルフ大会です。
▽期日 ９月 日㈫
▽場所 立川国際カントリー倶
楽部
▽定員 合計 組︵２８０人、
申込み順︶
●奥多摩コース︵キャディ付︶
… 組︵１６０人︶
●草花コース︵セルフ︶…
組
︵１２０人︶
▽対象 チャリティゴルフの趣
旨に賛同していただける方
▽費用︵昼食付き︶
●奥多摩コース…１万１８００
円
●草花コース…９６００円
※参加費︵３千円︶、消費税、
ゴルフ場利用税が別途掛かり
ます。
※立川国際カントリー倶楽部メ
ンバーの方もゲストの方も同
額となります。
▽申込み方法 ７月３日㈪から
申込書に参加費を添えて、で
きるだけ４人１組で申し込ん
でください。
▽申込み・問合せ あきる野市
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官公庁
などからの
お知らせ
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姓名判断学習講座
○日時 ７月13日㈭〜毎週木曜日（全
12回の予定） 午後２時〜４時
○定員 10人
○持ち物 筆記用具
○費用 １回1500円
ティータイムレッスン〜ハニーＴＥＡ
フロート〜
○日時 ７月14日㈮ 午後１時〜２時
30分
○定員 10人
○持ち物 筆記用具
○費用 ２千円（お茶菓子付き）
ラベンダーの化粧水をつくろう！
○日時 ７月18日㈫ 午後１時30分〜
３時
○定員 ８人
○費用 1500円
漢方の要素を取り入れたコスメづくり
○日時 ７月28日㈮ 午後１時30分〜
３時
○定員 ４人
○費用 ２千円
アイシングクッキーワークショップ
○日時 ７月27日、８月３日の木曜日
午後１時〜４時
○定員 各７人
○持ち物 エプロン、手拭き用タオル
○費用 各3500円（材料費込み、飲み
物、お菓子付き）
※親子での参加の場合、子ども１人に
つき500円
初めてのステンドグラス
○日時 ７月31日㈪ 午後１時10分〜
３時30分
○定員 10人
○持ち物 軍手、エプロン
○費用 3500円
※詳しくは、ホームページ（http://akir
uno-rupia.jp/）をご覧ください。
※電 話 か 窓 口 で 申 し 込 ん で く だ さ い
（午前10時〜午後６時）。
童謡付きスキンシップ＆足形アート
○日時 ７月７日㈮ 午前10時15分〜
正午
○対象 生後２か月以上の乳幼児とそ
の親
○定員 ８組
○費用 800円
○その他 汚れてもよい服装
ハッピーイングリッシュ１日体験
○日時 ７月１日・15日の土曜日 午
後２時〜３時
○対象 ３歳〜５歳
○定員 10人
○持ち物 筆記用具
○費用 1500円
簡単ガラスフュージング
○日時 ７月10日・24日の月曜日 午
後１時〜３時
○定員 各８人
○費用 各２千円
○その他 完成まで１週間かかります。
フラワーアレンジメント
○日時 ７月12日・26日の水曜日 午
後２時〜４時
○内容
・12日…生花アレンジ
・26日…生花アレンジかソープフラワ
ー壁掛け
○定員 各15人
○持ち物 花ばさみ、袋
○費用 2700円（生花アレンジ）、
2300円（ソープフラワー壁掛け）
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申込み・問合せ
☎５５０−４７００

ルピア塾情報
あきる野ルピア

☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成29年（2017年）７月１日
（９）

