前10時〜午後５時（８日は午前
11時から、11日は午後４時まで）

※出品料は返還しません。
▽受付日時 平成 年２月９日
㈮〜 日㈰ 午前 時〜午後
３時
▽受付場所 中央公民館
▽審査員 吉岡正人さん︵埼玉
大学教授、二紀会委員︶、岡
部昌幸さん︵帝京大学教授、
群馬県立近代美術館館長︶
▽賞 最優秀賞、優秀賞、秀作
ほかに賞状と記念品を差し上
げます。
※賞は、一人一賞
▽審査結果 応募者全員に通知
します。
▽展示 入賞・入選作品
●期間…平成
年３月１日㈭〜
５日㈪
●場所…あきる野ルピア４階展
示室
▽その他
●会期中の作品は十分管理しま
すが、不慮の損害については
責任を負いません。
などで使用する場合がありま

●入賞・入選作品は市の発行物

高齢者げんき応援事業

キララエントランス
コンサート
秋川キララホールのエントラ
ンスロビーで、ランチタイムに
楽しめるミニコンサートです。
▽日時 ９月８日㈮ 午後０時
分〜０時 分
▽場所 秋川キララホールエン
トランスロビー
▽出演 ＳＬクインテット
▽曲目 ウエストサイドストー
リー、ジブリメドレーなど
▽費用 無料︵状況により入場
を制限することがあります︶
▽問 合 せ 秋 川 キ ラ ラ ホ ー ル
︵☎５５９・７５００︶

人︵申込

す。
●入賞作品の中から数点を特別
展示する場合があります。
●主催…第６回あきる野市絵画
展実行委員会、あきる野市教
育委員会
▽申込み・問合せ 中央公民館
︵☎５５９・１２２１︶
ー
み順︶

●定員…各センター
●費用…無料
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高齢者在宅サービスセンター
では、市内在住の 歳以上の方
を対象に次の事業を実施します。
※受付時間…平日午前９時〜午
後５時

さわ

▽日時 ９月 日㈮ 午後２時
〜４時︵１人 分︶
▽場所 市役所１階市民相談室
▽対象 市内在住のおおむね
歳以上の方とその家族
▽定員 ３人︵申込み順︶
▽申込み方法 ９月４日㈪午前
８時 分から電話で申し込ん
でください。
※毎月実施する市民相談でも相
談を受け付けます︵日程は毎
。
月 日発行の広報紙に掲載︶
▽申込み・問合せ 五日市はつ
らつセンター︵☎５６９・８
１０８︶

22

40

萩野センター
︵☎５５０・２７２２︶
五日市センター
︵☎５３３・０３３０︶

介護教室︵講演会︶
﹁認知症についての
お話し会﹂

人︵申込み順︶
▽定員
▽申込み方法 ９月４日㈪午前
８時 分から電話で申し込ん
でください。
▽申込み 高齢者はつらつセン
ター︵☎５５０・６１０１︶
▽問合せ 高齢者支援課高齢者
支援係

高齢者のための法律相談会
︵予約制︶
財産や遺言のことなどを専門
家に相談できます。家族からの
相談も受け付けます。

30

☎５５０−４７００
申込み・問合せ

▽日時 ９月 日㈬ 午後1時
分〜3時
▽場所 あきる野ルピア3階産
業情報研修室
▽内容 認知症について話した
いこと、聞きたいことなど話
し合ってみましょう。
▽講師 認知症家族の集いメン
バー
▽対象 市内在住・在勤の方

15

30

萩野センター
︵☎５５０・２７２２︶
開戸センター
︵☎５５０・２７５５︶
五日市センター
︵☎５３３・０３３０︶

▽ノルディックウォーキング
２本のポールで足腰に負担を
かけずに運動効果をあげるウ
ォーキングです。
●場所・期日
＊萩野センター…第２・第４火
曜日︵祝日を除く︶
＊五日市センター…毎週金曜日
︵祝日を除く︶
●時間…午前
時〜正午
●講師…あきる野市ノルディッ
ク・エクササイズ・ウォーキ
ング連盟
人︵申込み順︶
●定員…

ル別途３００円︶

●費用…各回５００円︵貸ポー

すい服装・靴

じぐちあんどん

二宮考古館特別展
ことばと絵の遊び箱・
地口行灯
〜二宮神社の祭りから〜

二宮神社に残されている地口
行灯について、神社の歴史や古
い祭りの写真などを合わせて紹
介します。
▽日時
月１日㈰まで 午前
時〜午後４時
※９月９日㈯は、午後９時まで
▽問合せ 二宮考古館︵☎５５
９・８４００︶

10

30

10

●持ち物など…飲み物、動きや

10

30

30

▽いきいき脳の健康教室﹁脳ら
ぼ﹂見学体験会 毎週各セン
ターで実施中の﹁脳らぼ﹂の
体験会です。読み書きや易し
い計算問題などで、脳の活性
化と若返りを図りましょう。
●場所・期日
＊萩野センター…９月 日㈭
＊開戸センター、五日市センタ
ー…９月 日㈬
時〜正午
●時間…午前

○日時 ９月13日㈬・26日㈫ 午後２時〜４時
○定員 各15人
○持ち物 花ばさみ、袋
○費用 各2700円
漢方の要素を取り入れたコスメ作り
ネイルオイルとボディミストを作ります。また
体質に合わせたセルフケア（養生）などをご紹介
します。
○日時 ９月17日㈰ 午後１時10分〜２時40分
○定員 ６人
○費用 ２千円
パソコン研究会〜Wordで見栄えの良い文書作成〜
案内状、表や図表、写真挿入などの文書作成を
します。（文書レイアウト、写真やイラスト入力
方法など）
○日時 ９月19日・26日の火曜日（全２回） 午
前９時15分〜11時30分
○定員 10人
○持ち物 パソコン(Windows7以降、Word)
○費用 各1500円
ティータイムレッスン（TEAマリアージュ）
〜ミントティーの楽しみ方〜
ミントを紅茶とブレンドし、美味しく楽しめる
アレンジティーをご紹介します。夏の暑さでバテ
た体を爽やかにケアしましょう。
○日時 ９月22日㈮ 午後１時〜２時30分
○対象 15歳以上
○定員 10人
○持ち物 筆記用具
○費用 ２千円（お茶菓子付き）
ステンドグラス「ワイヤーバラのパネル」
選んだガラスを組み合わせ、ワイヤーで作った
バラをアクセントにしたパネルを作ります。
○日時 ９月25日㈪ 午後１時10分〜３時30分
○定員 10人
○持ち物 軍手、エプロン、タオル
○費用 3500円

※詳しくは、ホームページ（http://akiruno-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）。
ハッピーイングリッシュ１日体験
ネイティブスピーカーによる幼児向け英語教室
を体験してみましょう。
○日時 ９月２日から毎週土曜日 午後２時〜３
時
○対象 ３歳〜５歳
○定員 各10人
○持ち物 筆記用具
○費用 各1500円
ハロウィン足形アート
コウモリの足形アートを作ります。
○日時 ９月８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
簡単ガラスフュージング
色とりどりのガラスを組み合わせて、アクセサ
リーや小物を作ります。
○日時 ９月11日㈪・25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。
ハーブクラフト〜ハーブの入ったアイピロー作り〜
ラベンダーなどを入れたリラックス効果のある
アイピローを作ります。
○日時 ９月12日㈫ 午後１時〜３時
○定員 ８人
○持ち物 生米50g
○費用 1300円
フラワーアレンジメント
生花のアレンジまたはシルクフラワーの多肉植
物の壁かけを作ります。
27
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ルピア塾情報
あきる野ルピア
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●講師…脳の健康教室サポータ
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第６回あきる野市
絵画展作品募集

○水墨画瑞雲会課題展
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第５回絵画展最優秀作品「夕映」

主催…水墨画瑞雲会
●

午
日時…９月８日㈮〜11日㈪
●

20

10

30

文化的で魅力あふれるまちづ
くりと地域の芸術・文化の振興
をめざした作品を募集します。
▽募集内容 秋川流域の風景、
風俗、行事、史跡、静物、人
物などをテーマに制作した洋
画︵油彩、水彩、アクリル、
パステル画︶作品
▽応募作品 １人２点以内︵オ
リジナルの未発表作品︶
▽応募規定
●大きさは、
号まで
●作品保護のため額装してくだ
さい︵額装の幅は、枠とマッ
メー
トを合わせて８センチ ト
以
ル
内︶。
●壁面に飾るための、つり金具
とひもを付けてください。
●額装…ガラス、アクリル板使
用不可︵水彩・パステル画は
アクリル板のみ可︶
▽応募方法 中央公民館で配布
する応募票と作品票に必要事
項を記入の上、出品料を添え
て作品をお持ちください。
▽出品料 ２千円︵１点︶、３
千円︵２点︶

９月の市民ギャラリー
（中央公民館）

☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成29年（2017年）９月１日
（５）

