あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

申込み・問合せ

☎５５０−４７００

しいたけ

椎茸のほだ木づくりと駒打ち体験
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五日市図書館（☎595−0236）
午後２時30分〜３

《図書館ホームページアドレス》
https：//www.library.akirun
o.tokyo.jp/index.asp
《携帯版アドレス》
携帯用
https://www.library.akirun
o.tokyo.jp/i/mblindex.html
《スマートフォン版アドレス》
https://www.library.akirun
o.tokyo.jp/a/index.aspを入力
するかコードを読み取ってア
スマート
クセスしてください。
フォン用

たすき

図書館ホームページにバナー広告を出して
みませんか
トップページのバナー広告を募集してい
ます。月単位で申し込みができます。詳し
くはホームページをご覧ください。

２６２︶

本のテーマ展示
○テーマ 江戸時代のはじまり（一般向
け）、チョコレート（児童向け）
○期間 ２月28日㈬まで
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第９回中学生
﹁東京駅伝﹂大会で市内

中央図書館増戸分室（☎596−0109）

総合グラウンド
テニスコートを
人工芝に改修します

ボランティアおはなし会（おはなしタ・ン
・ト）
○日時 ２月14日㈬ 午後３時30分〜４
時

おはなし会
○日時 ２月14日㈬
時

親子で体験
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つなぐ姿を会場で応援してくだ
さい。
▽日時 ２月４日㈰ 午前９時
分︵開会式︶
※荒天中止
▽場所 味の素スタジアム・都
立武蔵野の森公園特設周回コ
ース︵調布市西町３７６ー
３、京王線飛田給駅から徒歩
約５分︶
※公共交通機関をご利用くださ
い。
▽競技内容
●女子の部…午前
時スタート
メー
︶
︵ 区間 キロ ト
ル
●男子の部…午後１時スタート
メー
︶
︵ 区間 ・１９５キロ ト
ル
▽問合せ 指導室指導係︵直通
５５８・２４３１︶

みんなでかざろうじどうしつ
○日時 ２月３日㈯ 午後３時〜４時
○場所 ２階エルホール
○内容 小さな世界に雪が舞うスノードー
ムを作ろう
○対象 幼児〜小学生
○定員 20人（先着順）
わらべうたのじかん
○日時 ２月８日㈭ 午前11時〜11時30
分
○対象 ０歳から３歳までの子どもとその
保護者
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中学生が襷をつなぎます

東部図書館エル（☎550−5959）
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東京都教育委員会主催による
区市町村対抗の中学生駅伝大会
が開催されます。市からは中学
校２年生の選抜チーム︵男女１
チームずつ︶が参加します。あ
きる野市代表選手の活躍と襷を

おはなし会
○日時 ２月４日㈰ 午前11時〜11時30
分
ひよこのおはなし会
○日時 ２月12日㈪ 午前11時〜11時20
分
○対象 １歳から３歳までの子どもとその
保護者
ボランティアおはなし会（絵本とおはなし
の会）
○日時 ２月14日㈬ 午後３時〜３時30
分

25

総合グラウンドテニスコート
︵６面︶では、４月１日のオー
プンを目指して、人工芝生化工
事を行っています。
３月 日までテニスコートの
利用はできません。
※総合グラウンドテニスコート
の施設使用料が４月利用分か
ら変わります。
●市内団体︵１面２時間︶…１
３００円
●市外団体︵１面２時間︶３９
００円
▽問合せ スポーツ推進課スポ
ーツ推進係︵直通５５８・１

中央図書館（☎558−1108）
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※天候などで、内容を変更する
場合があります。
▽日時 ２月 日㈰ 午前 時
〜午後３時︵予備日２月 日
㈰︶
▽集合・解散場所 菅生若宮子
ども体験の森︵菅生８２１ー
１︶
※駐車場有り
▽講師 浅原俊宏さん︵ふるさ
との森づくりセンター︶、木
こりチームの皆さん
▽対象 小学生とその保護者
組︵申込み順︶
▽定員
▽持ち物など 飲み物、弁当、
軍手、作業をしやすい服装・
靴
▽費用 無料
▽主催 あきる野菅生の森づく
り協議会
▽申込み方法 ２月 日㈫まで
に電話で申し込んでください。
▽申込み・問合せ 環境政策課
環境の森推進係︵☎５９５・
１１２０︶

２月の休館日
○中央図書館 毎週金曜日と20日㈫
○東部図書館エル、五日市図書館、中央図
書館増戸分室 毎週月曜日と11日㈰
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市では、﹁あきる野菅生の森
づくり協議会﹂を設置して、産
学公が連携して郷土の恵みの森
づくりを進めています。
この取組の一環として、菅生
ほうが
若宮子ども体験の森で萌芽更新
のため伐採したコナラを使っ
て、椎茸のほだ木として﹁椎茸
のほだ木づくりと駒打ち体験﹂
を行います。ほだ木は、持ち帰
ることができます。

図書館からのお知らせ
図書館からのお知らせ
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具、手袋、双眼鏡︵貸出可︶
▽費用 無料︵集合場所までの
交通費などは自己負担︶
▽申込み方法 ２月 日㈭まで
に電話で申し込んでください。
※双眼鏡の貸し出しを希望する
方は、お知らせください。
▽申込み・問合せ 環境政策課
環境の森推進係︵☎５９５・
１１２０︶

※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）。
脳活性化教室
○日時 ２月７日㈬・18日㈰ 午前10時15分〜11時45分
○定員 各20人
○持ち物 飲み物
○費用 各1,000円
バレンタインアイシングクッキー
○日時 ２月11日㈰ 午後１時〜４時
○定員 ７人(親子参加可)
○持ち物 エプロン、手拭き
○費用 3,500円
簡単ガラスフュージング
○日時 ２月12日㈪・26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。
フラワーアレンジメント
○日時 ２月14日㈬・28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
子ども書の教室
○日時 ２月18日㈰ 午後２時15分〜３時45分
○対象 小学生
○定員 15人
○持ち物 書道用具(下敷き、文鎮、半紙、墨汁、筆)
○費用 1,500円
羊毛フェルトで小物作り
○日時 ２月20日㈫ 午後１時30分〜３時30分
○定員 ８人
○持ち物 タオル、はさみ
○費用 2,000円
紙で作るバラのアクセサリー「ロザフィ」
○日時 ２月22日㈭ 午前10時30分〜午後０時30分
○定員 10人
○費用 3,000円(材料費込)
ティータイムレッスン
○日時 ２月23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（お茶菓子付き）

森林レンジャーあきる野ツアー・
あきる野の河原で鳥獣観察

ルピア塾情報

（４）

冬鳥の楽園、秋川・多摩川の
河原で散策しながら動物を観察
しましょう！冬の秋川のアイド
ル﹁ミコアイサ﹂や河原のハン
ター﹁ニホンイタチ﹂、里山の
王者﹁オオタカ﹂などの観察会
です︵メインは鳥の観察︶。
▽日時 ２月 日㈰ 午前８時
集合、午後０時 分頃解散
※雨天の場合は、２月 日㈰
▽集合・解散場所 秋川グリー
ンスポーツ公園グリーン運動
広場入口︵切欠、第三水辺公
園沿い︶
▽駐車場 東秋留橋下の第三水
辺公園駐車場
▽解 説 パ ブ ロ ・ ア パ リ シ オ
︵森林レンジャーあきる野︶
▽対象 小学校４年生〜６年生
︵保護者１人の同行必須︶、
中学生、高校生
人︵申込み順︶
▽定員
▽持ち物 飲み物、防寒着、雨

あきる野ルピア
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