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平成30年（2018年）４月１日

あきる野ルピア

ルピア塾情報

簡単ガラスフュージング
○日時 ４月９日・23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 ４月11日㈬・24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
ソープカービング体験講座
○日時 ４月12日㈭ 午前10時〜
正午
○定員 6人
○費用 1,500円
紙で作るバラのアクセサリー
『ロザフィ』
○日時 ４月26日㈭ 午前10時30
分〜午後０時30分
○定員 10人
○費用 3千円(材料費込み)
ティータイムレッスン
○日時 ４月26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）
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中央図書館（☎558−1108）

中央図書館増戸分室（☎596−0109）
本のテーマ展示
○テーマ 喫茶店からはじまる物語（一般向け）、石井
桃子のほん（児童向け）
○期間 ４月28日㈯まで
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ペタンク体験教室
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▽場所 秋川駅南口運動広場
▽講師 スポーツ推進委員
▽対象 市内在住・在勤・在学
の方
▽費用 無料
▽その他 当日、天候不良の場
合は、午前８時 分に決定し
ますので、市役所代表電話に
お問い合わせください。
▽申込み方法 当日会場で受け
付けます。運動のできる服装
でお越しください。
▽問合せ スポーツ推進課スポ
ーツ推進係︵直通５５８・１
２６２︶

ボランティアおはなし会（おはなしタ・ン・ト）
○日時 ４月11日㈬ 午後３時30分〜４時
わらべうたのじかん
○日時 ４月12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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貼付、志望の動機を記入︶、
資格がある場合は資格を証明
できるものの写しを直接窓口 めざせ健康あきる野
ふれあいウォーク
にお持ちください。
※提出書類は、返却しません。
４月からめざせ健康あきる野
▽申込み・応募・問合せ 子ど
︵第二次︶の開始に伴い、新
も政策課子ども政策係︵〒１
９７ー０８１４ 二宮３５０、 規事業を検討しています。４月
以降ふれあいウォークの実施を
直通５１８・７８５４︶
休止します。内容が確定次第、
広報でお知らせします。
▽問合せ 健康課健康づくり係
︵直通５５８・１１８３︶

東部図書館エル（☎550−5959）
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ペタンクは２チーム︵１チー
ムは２・３人︶に分かれて、小
さな目標に向けて金属製の球を
投げ合い、より近づけることを
競う球技です。
▽日時 ４月 日、５月 日、
６月 日、７月７日の土曜日
午前９時 分〜 時 分
※雨天の場合は中止

ボランティアおはなし会（絵本とおはなしの会）
○日時 ４月４日㈬ 午後３時〜３時30分
おはなし会
○日時 ４月８日㈰ 午前11時〜11時30分
ひよこのおはなし会
○日時 ４月９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
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ますので、ご希望に沿えない
場合があります。
●費用…無料
●申込み方法…５月２日㈬︵消
印有効︶までに郵送するか、
直接窓口にお持ちください。
※申込案内・申込書は、子ども
政策課、子ども家庭支援セン
ター、生活福祉課、五日市出
張所で配布しています。
※市ホームページからもダウン
ロードできます。
▽学 習 サ ポ ー タ ー ︵ 非 常 勤 職
員︶募集
●勤務日…６月２日〜平成
年
３月 日の土曜日︵全 回︶
●勤務時間…午後０時
分〜６
時 分︵実働６時間以内︶
●勤務場所…市役所か五日市地
域交流センター
●内容…学習指導の補助
●対象…教員経験者、教員免許
取得者、教員を目指す大学生
など
●賃金︵時給︶…１２００円
●募集人数…若干名
●選考方法…書類と面接
日㈬までに
履歴書︵上半身正面脱帽写真

４月の休館日
○中央図書館 毎週金曜日と17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
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●応募方法…４月

図書館からのお知らせ
図書館からのお知らせ

芽ぶき始めの雑木林に囲まれ
た菅生にて、小さな草花や生き
ものを探しながら、のんびり鯉
川沿いを歩きます。よちよち歩
きでも大歓迎。それぞれのお子
さんのペースを大切に、ゆっく
りお散歩しませんか。
○日時 ４月14日㈯ 午前10時
〜11時30分
○場所 菅生会館（菅生1338）
○対象 市内在住の子どもとそ
の保護者（未就学児向けの内
容です）
○定員 10組（申込み順）
○持ち物など 飲み物、おやつ、
雨具、長袖、長ズボン、帽子、
歩きやすい靴
○費用 １人50円（保険代含む）
○その他 終了後、昼食会をし

ます。おさん
ぽ会の感想や
子どもの様子
など、参加者
の皆さんでお
しゃべりしま
せんか（参加
できる方は弁
当をお持ちく
ださい）。
※雨天の場合は、内容を変更し
て開催します。
※詳しくは、市ホームページを
ご覧ください（ホームページ
のサイト内検索で「おさん
ぽ」と入力）。
○企画・運営 あきる野市環境
委員会森のようちえん部会
○申込み方法 ４月11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
環境政策係（☎５９５−１１
１０）

＊中 学 校 １ 年 生 … 数 学 、 英 語
︵午後５時〜６時 分︶
＊中 学 校 ２ 年 生 … 数 学 、 英 語
︵午後５時〜６時 分︶
※小学生は１授業 分、中学生
は１授業 分
●対象…市内在住の小学校５・
６年生と中学校１・２年生
●定員
＊市役所…各学年 人程度
＊五日市地域交流センター…各
学年 人程度
※定員を超えた場合は、申込書
の内容により参加者を決定し
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市の非常勤職員
︵図書館︶の募集

カウンター業務、フロアー業
務など
▽職種 図書館一般事務員
▽採用月日 ５月１日予定
▽勤務日 土曜日から木曜日ま
で︵月 日以内︶
▽勤務時間 午前９時 分〜午
後６時︵実働 時間︶
▽賃金︵時給︶ ９５８円︵土
曜・日曜日、祝日は１１９８
円︶
▽募集人員 １人
▽応募方法 ４月 日㈫までに、
履歴書を直接窓口にお持ちく
ださい。
▽応募・問合せ 中央図書館係
︵☎５５８･１１０８︶
10

10

小さな子どものための
おさんぽ会

☎５５０−４７００

あきる野市子どもの学習支援事業参加者・
学習サポーター募集

ぶんちん

申込み・問合せ

☎（042）558−1111（代）

市では、﹁授業がよく分から
ない﹂﹁家庭での勉強のやり方
が分からない﹂など、学習に不
安のある児童・生徒の基礎学力
の向上や家庭学習の習慣づけを
図り、将来に希望を持って就学
できるようにすることを目的に
﹁あきる野市子どもの学習支援
事業﹂を実施します。
▽学習支援事業の参加者募集
●期間…６月２日〜平成
年３
月 日の土曜日︵全 回︶
●場所…市役所か五日市地域交
流センター
●内容・時間
＊小 学 校 ５ 年 生 … 国 語 、 算 数
︵午後１時〜２時 分︶
＊小 学 校 ６ 年 生 … 国 語 、 算 数
︵午後３時〜４時 分︶

※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）。
プリザーブドフラワー「春のバード
ケージアレンジメント」
○日時 ４月４日㈬ 午後１時〜３
時
○定員 10人
○費用 3,900円
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 ４月４日・25日の水曜日
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
書くことが楽しくなる★子ども書の
教室
○日時 ４月８日・29日の日曜日
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）
○費用 各1,500円

あきる野市役所
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