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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。

ネットワーク
官公庁などからのお知らせ
日日時／場場所／内内容／講講
師／対対象／講講師／定定員／
申申込み／費費用／持持ち物／
他その他／主主催／問申込み・
問合せ

市立小中学校
ＰＴＡ連合会主催の献血

店︵駐車場︶ 午前 時〜正午、
午後１時 分〜４時／対 歳〜
歳の健康な方︵ 歳以上の方
は 歳から 歳までの間に献血
経験がある方︶／主あきる野市
立小中学校ＰＴＡ連合会／問東
京都赤十字血液センター事業課
︵☎５２９・０４０５︶

交通事故など第三者から受けたけがや病気は︑加入の健康保険へ届出しましょう！
●共催…日本放送協会
※出席された方に国立科学博物
館で開催される﹁人体ー神秘
への挑戦ー﹂︵３月 日㈫〜
６月 日㈰︶の招待券を１人
１枚差し上げます。
▽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に
ついてお答えします。
日㈬・ 日㈪
午後２時〜４時
●日時…３月

●場所…中央公民館
●対象…市内在住の方

日・場・３月 日㈰ 秋留野広
場︵あきる野ルピア前︶・３月
日㈰ ＪＡあきがわ五日市支
時 分〜／場中央公民館
日
／講︵公社︶日本吟道学院講師
／費無料／他心うきうき明るい
会です。連絡ください。／問秋
川健康長寿吟詠会 大森☎０９
０・７９４９・２０７２

梅花香るお寺で坐禅と梅花
吟詠を体験してみませんか？

10

国語、算数を教科書に沿って
補習、指導します。
日４月以降の毎週火曜・金曜日
／対・時・新３年・４年生…午
後３時 分〜４時 分・新５年
・６年生…午後４時〜６時の間
の１時間／場︵公社︶あきる野
市シルバー人材センター︵平沢
ー１︶講教員経験者／定各学
年 人︵申込み順︶／費月４千
円︵２教科︶※別途教材費が必
要／他電話で申し込んでくださ
い。／問︵公社︶あきる野市シ
ルバー人材センター︵☎５５８
・１４１４︶

小学生の補習教室生徒募集
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日・場・３月 日㈫ 午前９時
〜午後３時 あきる野市シルバ
ー人材センター︵平沢 ー１︶
・３月 日㈬ 午前９時〜午後
２時 五日市ひろば︵五日市１
１０ー１︶／費包丁１本３００
円から︵何本でも可、荒天中
止︶／問︵公社︶あきる野市シ
ルバー人材センター︵☎５５８
・１４１４︶

シルバー人材センター
刃物研ぎ
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●定員…５人︵申込み順︶
●持ち物…ノートパソコン
●費用…無料

ません。

●その他…両日の申込みはでき

市民のひろば
掲載に関する問合せ
市長公室
直通５５８・１２６９
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

15

30

中央公民館

として尊重されるものであり
●場所…中央公民館音楽室
﹁この国に生まれてよかった、 ●内容…歌唱とヴァイオリン、
この時代に生きてよかった﹂
ピアノで、懐かしい唱歌や童
と思える社会の実現に向け
謡、有名なオペラを美しい言
﹃障がいのある人もない人も
葉と歌声で演奏します。
おぼろづきよ
か
●曲目…ふるさと、朧月夜、落
平等に﹄の障害者権利条約と
らまつ
葉松、アヴェ・マリアなど
基本的人権の尊重を原理とす
●出演…村木裕佳さん︵ソプラ
る憲法を考えてみましょう。
●日時…３月
日㈯ 午後２時
ノ︶、平尾優紀子︵ソプラ
〜４時
ノ︶さん、佐々木まどかさん
●場所…中央公民館
︵ピアノ︶、木村糸織さん
●講師…藤井克徳さん［ＮＰＯ
︵ヴァイオリン︶
●対象…市内在住・在勤・在学
法人日本障害者協議会︵Ｊ
の方︵５歳以上の子ども可︶
Ｄ︶代表︶、きょうされん専
●定員…
人︵申込み順︶
務理事︶］
●対象…市内在住・在勤・在学
●費用…無料
●企画・運営…生涯学習コーデ
の方、関心のある方
ィネーターの会
※手話通訳あり
●定員…
人︵申込み順︶
▽特別展﹁人体ー神秘への挑戦
●費用…３００円︵資料代︶
ー﹂関連文化講演会 講演会
●企画・運営…憲法
年企画の
では、人体研究の歴史と、最
会・あきる野
先端技術の研究でどのように
※申込みは、ファックス︵５５
変わりつつあるかを学びます。
●日時…３月
日㈫ 午後１時
９・１２２７︶でも受け付け
分︵１時開場︶
ます。
●場所…中央公民館
▽市民企画講座﹁ヴァイオリン
●講師…山田格さん︵国立科学
とピアノの演奏で、童謡や唱
博物館名誉研究員︶
歌・世界の名曲を若手ソリス
●対象…市内在住・在勤の方
トの歌声で楽しみまショー﹂
日㈰ 午後２時
●定員…１２０人︵申込み順︶
●費用…無料
︵１時 分開場︶
●日時…３月

時〜 時／場
日３月 日㈯
徳雲院︵乙津５１１︶／講加藤
太巖さん／費無料／他百花の魁
を愛で吟禅一如の体験会／問あ
きる野吟道会 岡部☎５５９・
００４３

フェティス ピアノ
４手連弾と弦楽四重奏
日３月 日㈬
時 分〜／場
まほろばホール／講小田裕之さ
ん／費２千円︵学生は千円︶／
他この日しか聴けない珍曲を！
／問みゅーじっく・ぷらん♪
大場☎０９０・７４２６・２５
６６

子どもの願いにこたえる
子どものための教育を！
日４月１日㈰
時〜 時／場
あきる野ルピア３階産業情報研
修室／講糀谷陽子さん︵中学校
教員︶／費無料／他新学習指導
要領で子どもと学校は？／問あ
きる野教科書ネット 矢澤☎５
５９・５０９０
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申込み・問合せ
☎５５９・１２２１

▽家庭教育学級﹁子どものほめ
しか
方・叱り方〜子どもとのつき
合い方をみんなで一緒に考え
よう〜﹂ 子どものほめ方・
叱り方など、日ごろの不安・
心配なことについて話し合い
ます。
●日時…３月
日㈯ 午後１時
分〜３時
●場所…中央公民館
●講 師 … 遠 藤 隆 一 さ ん ［ ︵ 一
社︶親学推進協会親学アドバ
イザー］
●対象…市内在住・在勤の２歳
から就学前までの子どもがい
る保護者、関心のある方︵子
ども同伴可︶
●定員…
人︵申込み順︶
●費用…無料
▽市民企画講座﹁日本国憲法を
知る！感じる！語り合う！﹂
第５回︵最終回︶﹁すべての
個人が尊重される﹂〜障がい
者をしめ出す社会は弱くもろ
い〜 障がいのあるなしにか
かわらず、すべて国民は個人

講 演 会 な ど
第２回牛沼ふれあいサロン
つるし雛展
時〜 時
日３月４日㈰まで
／場牛沼会館／費無料／他着物
の生地から作ったつるし雛を展
示します。／問牛沼ふれあいサ
ロン 志村☎５５８・５４７３

第

回三多摩写真連合
ルピアの会写真展

日の土曜

ハローワーク青梅 若年者
合同就職面接会 青梅

日３月９日㈮ 午後１時 分〜
４時︵１時〜３時受付︶／場青
梅市福祉センター／対おおむね
歳以下の方／持複数枚の履歴
書︵複数企業直接面接可︶、筆
記用具／他参加企業 社予定、
詳しくはハローワーク青梅のホ
ームページをご覧ください。／
問ハローワーク青梅職業相談コ
ーナー︵☎０４２８・ ・９１
６３︶

（以下は広告枠です）
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日３月 日㈯〜 日㈰
時〜
時／場あきる野ルピア４階展
示場／費無料／他前後期入れ替
えで約３００点展示／問三多摩
写真連合ルピアの会 ヤマネ
︵来住野︶☎５６９・８６９１

日・
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健康長寿吟詠体験会
仲間と楽しく元気になろう
日３月３日・
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※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）。
イスに座ってできるストレ
ッチや楽しい脳トレの認知
症予防教室
○日時 ３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 各千円
フラワーアレンジメント
○日時 ３月７日・28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
書くことが楽しくなる★子
ども書の教室
○日時 ３月10日・17日の
土曜日 午後２時15分〜
３時45分
○対象 小学生
○定員 各15人
○持ち物 書道用具（下敷
き、文鎮、半紙、墨汁、
筆)
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10

10

24

17
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○費用 各1,500円
簡単ガラスフュージング
○日時 ３月12日・26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。
プラ板で足形チャーム作り
○日時 ３月13日㈫ 午前
10時15分〜正午
○対象 生後２カ月以上の
乳幼児とその親
○定員 ８組
○持ち物など 汚れてもよい
服装
○費用 800円
ティータイムレッスン
○日時 ３月16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)
姓名判断入門（４月より新
スタート）
○日時 ４月１日・15日の
日曜日 午後２時〜４時
○定員 各10人
○持ち物 筆記用具
○費用 各1,500円
ぶんちん
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申込み・問合せ ☎５５０−４７００

あきる野ルピア ルピア塾情報

☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成30年（2018年）３月１日
（７）

