生涯学習人材バンクを
ご利用ください

してほしい！﹂などご相談くだ
さい。
▽利用方法 登録者名簿から希
望する登録者を探し、紹介申
請書に記入の上、直接窓口に
提出してください。
※登録者名簿と紹介申請書は生
涯学習係と市ホームページで
閲覧できます。
▽申込み・問合せ 生涯学習推
進課生涯学習係︵直通５５８
・２４３８︶

市民のひろば
掲載に関する問合せ
市長公室
直通５５８・１２６９

募

集

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

員

遠藤☎５５９・５５３２

太極拳健康サークル
時〜 時／場
日毎週月曜日
前田児童館／活認知症予防や転
倒防止に効果があります。学童
使用時はお休み。／費無料／問
舩木☎５５８・２８８１

講 演 会 な ど

背中・腰

会
トリム体操あじさいクラブ

日５月 日・ 日の金曜日
時〜 時 分／場五日市ファイ
ンプラザ体育館／講平沼真由美
さん／費無料／他身体を気持ち
良く動かして整えましょう／問

カンフーフィットネス
無料体験
伸ばしましょう

時〜 時／場
日毎週土曜日
秋川体育館／活健康寿命を延ば
す体操です。いつまでも元気で
いい人生を送りましょう。／入
５００円／会月１５００円／問

太極拳社カンフーフィットネス
部 倉田☎５３３・０８８６

作って吹こう日本の横笛
日５月 日・ 日の水曜日
時 分〜 時 分／場中央公民
館第１工作室／費２００円︵材
料費︶／他篠笛を水道の塩ビ管
を代用して作り、日本の歌を吹
く／問作って吹こう日本の横笛
木村☎５５８・８３０２

初夏の合唱講座開催
楽しい歌︑懐かしい歌を
ご一緒に

日５月 日㈮
時 分〜 時
分／場中央公民館３階集会室
／講川村敬一さん、大杉祥子さ
ん︵ピアノ︶／費無料／他曲目
は﹁夏の思い出﹂﹁シュワ・ジ

ュ・ベチカ﹂／問コーロ・エ
レガンテ 大谷☎５５０・５
８５２

民俗舞踊と篠笛のつどい

時〜／場秋
日５月 日㈰
川キララホール／費無料／問
西多摩民俗舞踊の会 茅根☎
５９５・１２６５

初心者囲碁教室

日６月２日〜７月１日の毎
時〜 時
週土曜・日曜日
︵全 回︶／場中央公民館／
講関博司さん︵秋川囲碁連盟
会員︶／費５００円︵資料
代︶／他市内在住・在勤・在
学の初めて囲碁を始める初心
者が対象／問秋川囲碁連盟
田中☎５５９・０４７８

13

時︵ 日は 時から、 日は
どなたでも参加可︵申込み不要︶
時まで︶／場あきる野ルピア
／費無料／問都立秋留台公園サ
ービスセンター︵☎５５９・６ ４階展示室／問ＮＨＫ学園あき
る野オープンスクール︵☎５５
９１０︶
０・４７７７︶

日６月４日㈪ ９時〜 時／場
都立あきる野学園／締５月 日
㈭まで／他都立あきる野学園ホ
ームページの申込書に記入の
上、ファックスで申し込んでく
ださい。／問都立あきる野学園
学校公開担当︵☎５５８・０２
２２、 ５５８・００７４︶

都立あきる野学園
第１回学校公開のご案内

13

してください。／講山田豊吉さ
ん︵ＮＰＯ法人ホールファミリ
ーケア協会事務局長︶／対市内
在住・在勤の方／定 人︵申込
み順︶／費無料／他電話で申し
込んでください。／問社会福祉
協議会︵☎５９５・９０３３︶

よかもん市に
お出かけください

s.geocities.jp/akirunoten 〜 時 先着各 人、参加費各
３００円︶／問都立秋留台公園
サービスセンター︵☎５５９・
６９１０︶

︶、受付は、当日会場で／
nis/
問テニス連盟 西村︵☎０９
０・９３３０・２５５７︶

都立秋留台公園イベント
情報︵ローズフェスタ︶

いつまでも自分らしく
生きる〜語り合おう
西多摩での暮らし〜

15 17

生涯学習人材バンクは、市に
登録されている専門的知識や技
能、学習経験などをお持ちの個
人や団体の方が、学校や地域の
団体・サークルなどへ支援を行
う制度です。様々な分野の登録
者の中から、自分たちの活動に
あった講師などを探してみまし
ょう。﹁イベントに協力、出演

凡例…日日時︵時間は 時間表
示︶／場場所／内内容／講講師
／対対象／定定員／持持ち物／
費費用／締締切り／他その他／
主主催・共催／申申込み方法／
問申込み・問合せ

シルバー人材センター
刃物研ぎ

都立秋留台公園イベント
情報︵２０１８みんな
あつまれ！あそび屋台
﹁市﹂︶

30 30

時〜 時／場
日６月２日㈯
福生市民会館２階小ホール／
内・第１部［西多摩で生活され
ている障がい︵認知症・精神障
害・高次脳機能障害︶がある３
人の方々とそのご家族からのメ
ッセージ］、・第２部︵長谷川
幹先生と第１部ご出演の方々と
のディスカッション﹁西多摩で
障がいとともに生活する﹂︶／
対市民、医療・介護・福祉関係
の方／費無料／問東京海道病院
医療福祉相談室︵☎０４２８・
・０１１１、平日９時から
時まで︶

時〜

21

日６月 日㈯、９月 日㈮ ９
時〜 時 分／場都立八王子盲
学校︵八王子市台町３ー ー ︶
／他授業公開、個別相談、体験
コーナー、教材・教具展示な
ど。当日参加可能です。／問都
立八王子盲学校︵☎０４２・６
２３・３２７８︶

都立八王子盲学校
学校公開のご案内

31

22

日５月 日㈯・ 日㈰
時〜
時／場秋留野広場／内春の
﹁手づくりよかもん市﹂を開催
します。多数の出店者が皆さん
との出会いを楽しみに作品作り
に励みました。今回も東日本大
震災復興支援の東北の特産品販
売を行います。／問手づくりよ
かもん市運営委員会︵☎５５
９・７３８９︶

23

ＮＨＫ学園
あきる野オープンスクール
﹁植物画入門﹂講座作品展
日㈪

12

19

体育協会あきる野市民
硬式テニス大会参加者募集

12

20

日㈭〜

14

時〜 時 分
日５月 日㈰
︵雨天中止︶／場芝生広場／内
﹁昔遊び﹂﹁科学あそび﹂﹁人
形づくり﹂﹁落書きコーナー﹂
﹁バンド演奏﹂など／費無料／
問都立秋留台公園サービスセン
ター︵☎５５９・６９１０︶

10

30

日５月

50

都立秋留台公園イベント
情報︵ユニバーサル
スポーツ祭 Special
︶
時〜 時︵雨
日６月９日㈯
天時は 日㈰︶／場都立秋留台
公園陸上競技場／内﹁パラスポ
ーツ﹂体験、﹁ユニバーサルス
ポーツ﹂体験、バリアブレイク
スポーツ、ブラインドサッカー
日本代表選手によるデモンスト
レーション、紹介展示など／対

27
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FAX
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（以下は広告枠です）
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日５月 日㈬ ９時〜 時／場
熊野神社︵小川６３９︶／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︶

日５月 日㈯〜 日㈰︵小雨実
施︶／場都立秋留台公園バラ園
前／内・ジャズコンサート︵５
時 分〜、
月 日㈯・ 日㈰
時 分〜 ※各 分︶、・公
園職員によるバラ園みどころガ
イド︵５月 日㈪〜 日㈮
時〜 時 分︶、・バラ園管理
者によるガイドツアー︵５月
日㈯・ 日㈯
時 分〜、
時 分〜 ※各 分︶、・バラ
の園芸教室［︵５月 日㈯・
日㈰︶①初級編︵これからのお
手入れ入門＆生花でコサージュ
作り… 時 分〜 時 分 参
加費１００円︶、②中級編︵詳
しく分かるこれからのお手入れ
… 時 分〜 時 分 参加費
無料︶］、・バラの花びらを使
ったポプリ作り・ミニリース作
時
り︵５月 日㈰・ 日㈰
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日６ 月 日 ㈰ ８ 時 分 集 合
︵予備日は 日㈰︶／場総合グ
ラウンドテニスコート／内・男
子ダブルス︵ 組︶、・女子ダ
ブルス︵８組︶、・エンジョイ
ダブルス［試合初心者向け︵８
組程度︶
］
／対市内在住・在勤・
在学の方、テニス連盟会員／
費・男女各ダブルス︵１人千円、
中学生以下は５００円︶、・エ
ンジョイダブルス︵１人５００
円︶／他詳しくは、テニス連盟
ホームページ︵ http://sport
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30
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11

30
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ボランティア入門講座
﹁傾聴の基礎を学ぶ講演会﹂
参加者募集
時〜 時／場
日６月 日㈬
秋川ふれあいセンター２階会議
室／内ボランティア活動の多く
は人と人とのコミュニケーショ
ンが土台になっています。そこ
で大切なことは﹁傾聴﹂という
技術です。あまりなじみのない
言葉かも知れませんが、この機
会に﹁傾聴﹂の基礎を学んで、
ボランティア活動のきっかけに
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官公庁
などからの
お知らせ
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☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成30年（2018年）５月15日
（７）

