あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

平成29年（2017年）12月１日
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▽市民企画講座﹁日本国憲法を
知る！感じる！語り合う！﹂
５回連続講座︵第２回︶ け
んぽうの絵本﹁あなたこそた
からもの﹂の著者を迎え、本
のおはなしとかわいいお花の
ぬり絵ワークショップや原画
展を開催します。
●日時…
月 日㈰ 午後１時
分〜３時 分
●場所…中央公民館
●テーマ・講師…あなたこそた
からもの・垂石眞子さん︵絵
本作家︶
●対象…市内在住の幼児から小
学生低学年までと保護者・関
心のある方
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●定員…

方︶

人︵申込み順︶

年企画の

●持 ち 物 … 色 鉛 筆 ︵ お 持 ち の

会・あきる野

●企画･運営…憲法

で申し込んでください。

●申込み方法…電話か直接窓口

70

40

▽市民大学伝統文化講座﹁楽し
いお正月〜自分で作ろう！し
め飾り〜﹂ しめ飾り作りを
通して、日本の伝統・文化を
学びます。
●日時…
月 日㈪ 午後１時
分〜３時 分
●場所…中央公民館
●講師…山下成一さん︵東秋留
小学校米づくり指導員︶
●対象…市内在住・在勤の方
●定員…
人︵申込み順︶
せんてい
●持ち物…花ばさみか剪定ばさ
きづち
み、軍手、マスク、木槌︵お
持ちの方︶、帽子か手拭い

●費用…無料

●その他…汚れてもよい服装
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●申込み方法…電話か直接窓口
で申し込んでください。
▽ＩＴボランティアによる﹁パ
ソコンＱ＆Ａ﹂ ＩＴボラン
ティアがパソコン操作などお
答えします。申込み時に、質
問内容をお話ください。
●日時…
月 日㈪・ 日㈬
午後２時〜４時
●場所…中央公民館
●対象…市内在住の方
●定員…５人︵申込み順︶
●持ち物…ノートパソコン
●費用…無料
●申込み方法…電話で申し込ん
でください︵両日申込み不
可︶。
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「あきる野空中遊泳」配信中！！
あきる野フィルムコミッションがドロー
ンを使用して撮影した市
内の映像（YouTube）
をスマートフォンなどか
らご覧いただけます。
※通信にかかる費用は利
用者のご負担になりま
す。

あきる野ルピア

ルピア塾情報

※詳しくは、ホームページ（http://akiruno-ru
pia.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）。
フラワーアレンジメント
６日は季節の生花のアレンジかしめ縄リー
ス、27日はお正月アレンジを作ります。
○日時 12月６日・27日の水曜日 午後２時
〜４時
○定員 各15人
○持ち物 花ばさみ、袋
○費用 各2,700円（生花、正月用アレンジ小）、
1,700円（しめ縄リース）、3,800円（正月用
アレンジ大）
足形アートでカレンダー作り
スキンシップの後、足形を取ってカレンダー
を作ります。
○日時 12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
姓名学講座
名前と生年月日から運勢を占う方法を学びま
す（月２回で３か月連続講座）。
○日時 12月10日・24日の日曜日 午後２時
〜４時
○定員 10人
○持ち物 筆記用具
○費用 １回1,500円
ひょうたんランプを作ろう（３回講座）
ひょうたんに好きなデザインを描いてオリジ
ナルひょうたんランプを作ります。
○日時 12月11日・18日・25日の月曜日 午
後１時15分〜３時15分
○定員 ５人
○持ち物 エプロン
○費用 １回2,000円（材料費4,000円）
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
サリーやオーナメントを作ります。
○日時 12月11日・25日の月曜日 午後１時
〜３時
○定員 各８人
○費用 各2,000円
○その他 完成まで１週間かかります。
クリスマス曲を弾こう！キッズキーボードクラ
ス体験会
キーボードの集団レッスンです。気軽に始めら
れます。
（以下は広告枠です）
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申込み・問合せ

秋川キララホール
エントランスコンサート
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▽日時
月 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 菊地まゆ子さん︵ピア
ノ︶、菊田茂伸さん︵ベー
ス︶
▽曲目 クリスマスソング、映
画音楽など
▽観覧方法 自由入場︵無料︶
※状況で入場制限する場合があ
ります。
▽問 合 せ 秋 川 キ ラ ラ ホ ー ル
︵☎５５９・７５００︶
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申込み・問合せ
☎５５９・１２２１

13

中央公民館
からのお知らせ

▽青少年教室﹁生地から簡単！
ピザ作り﹂ 自分で生地を作
り、自由に具材を並べて、オ
リジナルピザを作ります。
●日時…
月 日㈯ 午前 時
〜正午
●場所…中央公民館
●講師…鈴木恵美さん
●対象…市内在住・在学の小学
生、中学生︵小学校３年生以
下は保護者同伴︶
●定員…
人︵申込み順︶
●持ち物…エプロン、三角巾、
マスク、タオル
●費用…５００円︵材料費︶
※ 月 日㈬までにお持ちくだ
さい。
●申込み方法…
月 日㈬まで
に電話か直接窓口で申し込ん
でください。
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☎５５０−４７００

○日時 12月12日・26日の火曜日 午後５時
〜６時
○対象 年長児〜小学校３年生
○定員 各５人
○費用 500円(体験料、一人一回限り)
※通常1,500円
ティータイムレッスン〜謹賀新年２０１８〜
栗の甘露煮を使い、華やかなアレンジティー
を作ります。
○日時 12月15日㈮ 午後１時〜２時30分
○定員 10人
○持ち物 筆記用具
○費用 2,000円
脳活性化教室
認知症の理解と関わりを学びながら介護予防
のための脳活性化プログラムを行います。
○日時 12月17日㈰ 午前10時15分〜11時45
分
○定員 20人
○持ち物 飲み物
○費用 1,000円
今から花粉・カゼに負けないカラダ作り
漢方の要素を取り入れたボディオイルを作り
ます。
○日時 12月17日㈰ 午後１時10分〜２時40
分
○定員 ６人
○費用 2,000円
クリスマスツリーアイシングクッキー
クッキーを積み上げてクリスマスツリーを作
ります（高さ約10.5㎝）
○日時 12月17日㈰ 午後１時〜３時30分
○定員 ８人
○持ち物 エプロン、手拭き用タオル
○費用 3,800円（ツリーのみ）、4,500円（ツ
リーとオーナメントクッキ―）
初めてのソープカービング
タイの伝統工芸カービングを体験してみませ
んか。
○日時 12月19日㈫ 午前10時〜正午
○定員 ５人
○費用 1,500円
ベリーダンス入門
ベリーダンスには肩こり・腰痛予防、代謝ア
ップ、女子力アップなど、さまざまな効果があ
ります。異国情緒あふれる音楽に合わせ、優雅
に楽しく踊ります。
○日時 12月22日㈮ 午前11時〜午後１時
○費用 2,000円
○その他 動きやすい服装・靴

