●費用…無料
●持ち物など…飲み物、雨具、
筆記用具、歩きやすい服装・
靴など
▽ＩＴボランティアによる﹁パ
ソコンＱ＆Ａ講習﹂ ﹁エク
セル関数を使って会計報告書
を作りたい﹂﹁ワードで案内
状を作りたい﹂など、ＩＴボ
ランティアが個別にお答えし
ます。
●日時…９月
日㈬・ 日㈪
午後２時〜４時

ネットワーク
官公庁など
からのお知らせ
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

●場所…中央公民館
●対象…市内在住の方
●定員…５人程度︵申込み順︶
●費用…無料
●持ち物…ノートパソコン、メ
モ用紙

婚の女性など／持飲み物、タオ
ル、運動のできる服装、室内用
運動靴︵見学、体験歓迎︶／他
電話申込み／問あきる野市バ
レーボール連盟 崎本︵☎０９
０・８８００・８８０７︶

体育協会
第 回あきる野市総合
スポーツ祭ラジオ体操大会

（以下は広告枠です）

くの人々に伝えることを目的
に、市内の自然や文化財等を
結んだコースを歩きながら巡
り、特徴的な場所等での解説
を交え、季節を感じつつ楽し
みます。

●日時…
月４日㈮ 午前９時
〜午後 時 分
※雨天の場合は、 月 日㈮
●集合場所・時間…東秋留駅北
口 午前９時
●コ ー ス … 東 秋 留 駅 北 口 ︵ 集
合︶↓二宮神社↓お池とその
周辺↓玉泉寺↓廣済寺︵田中
丘隅回向墓︶↓小宮神社遥拝
所↓石神遺跡↓秋川ファーマ
ーズセンター︵解散︶ 全行
メー
程︵約５キロ ト
︶
ル
●対象…市内在住・在勤の方
人︵申込み順︶
●定員…

11

中央公民館からの
お知らせ

80

30

28

栗原美穂さん
（出典：ポーランド広報文
化センターホームページ）
●日時…９月
日㈯ 午後２時
〜４時︵１時 分開場︶
●場所…中央公民館
●講師…栗原美穂さん︵ピアニ
スト、ポーランド文化大使︶
●対 象 … 市 内 在 住 ・ 在 勤 、 在
学、関心のある方︵５歳以
上︶
●定員…
人︵申込み順︶
●費用…無料
●企画・運営…生涯学習コーデ
ィネーターの会 溝口︵☎５
５８・６７０８︶
▽市民解説員が案内する市内探
訪四季の秋①コース﹁田中丘
隅と寺社めぐり﹂〜ゆかりの
平沢を歩く〜の参加者募集
﹁市内探訪﹂は、市民解説員
が学習及び解説活動などを通
して習得した知識・技術を多

10

申込み・問合せ
☎５５９・１２２１

分〜︵１時開場︶
●場所…五日市地域交流センタ
ー
●講師…大橋菜都子さん︵東京
都美術館 学芸員 事業係︶
●対象…市内在住・在勤の方
●定員…１２０人︵申込み順︶
●費用…無料
●その他
＊共催…日本放送協会
＊講演会に出席された方には、
﹁コートールド美術館展﹂
︵９月 日㈫〜 月 日㈰東
京都美術館で開催︶の招待券
を１人１枚差し上げます。
▽市民企画講座﹁日本・ポーラ
ンド国交樹立１００周年記念
コンサート 〜音楽で巡る１
００年〜﹂ ピアノの詩人シ
ョパンの名曲をはじめ、日本
とポーランドの様々の時代・
ジャンルの音楽作品をお話と
ともにお届けします。音楽を
通じて両国の友好のあゆみ、
ポーランドという国をより身
近に感じていただくトークコ
ンサートです。
30

※９月２日㈪〜電話か直接
窓口で申し込んでください
▽﹁コートールド美術館展 魅
惑の印象派﹂関連文化講演会
イギリスが世界に誇るコート
ールド美術館から、マネ︽フ
ォリー＝ベルジェールのバ
ー︾、ルノワール︽桟敷席︾
など約 点の名作が来日しま
す。講演会では、美術史研究
などの成果を取り入れながら
学びます。

日㈮ 午後１時

12 26

●日時…９月

日９月 日㈰ ６時〜︵雨天中
止︶／場中央公民館東側駐車場
︵駐車場は５時 分開放︶／内
開会、みんなの体操、ラジオ体
操︵第１・第２︶、大人も子ど
もも、みんなで体操をしましょ
う！︵参加賞あり︶／講大橋孝
司さん︵東京都ラジオ体操連盟
１級指導士︶／他直接会場へ／
問ラジオ体操連盟 西井︵☎５
５９・１２５２︶

日 月５日・ 日・ 日・ 日、
月２日の土曜日
時〜 時
／場都立秋留台高等学校第２視
聴覚室／定 人︵抽選︶／費千
円／他９月２日㈪から 日㈮ま
でに、はがきに講座名、住所、
氏名︵ふりがな︶、電話番号を
記入し、送付／問都立秋留台高
等学校 和田 ︵〒１９７ー０８
１２ 平沢１５３ー４、☎５５
９・６８２１︶

10 19
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日・場○シルバー人材センタ
ー…９月 日㈬ ９時〜 時
○五日市ひろば…９月 日㈭
９時〜 時／費包丁１本３００
円︵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・１４
１４︶

10

都立秋留台高等学校
公開講座 英会話︵初級︶
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30
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体育協会
女性バレーボールチーム
メンバー募集

30

10

12

15

大きな庭木や生垣の緑
豊かな路地を抜け、畑の
間の野道を歩いて、手入
れの行き届いた美しい雑
木林を目指します。秋の
草花や木の実を探した
り、バッタを追いかけた
りしながら、子どものペ
ースで楽しみましょう。
○日時 ９月29日㈰ 午前10時〜11時30分
○場所 菅生交流会館（菅生582）
○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
○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（ハチの被害を避けるため、白っぽい服と
帽子をお勧めします）
○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）。
○申込み方法 ９月25日㈬までに電話で申し込んでください。
○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・問合せ 環境政策課環境政策係（☎595−1110）

24

10

７面につづく

11

14

内市内小中学校で活動する８チ
ームが募集中。﹁ちょっと運動
したい﹂﹁思いっきり汗を流し
たい﹂方は見学してください。
／日・場○毎週火曜日…屋城
小、五日市小 ○毎週金曜日…
西中、御堂中 ○毎週土曜日…
屋城小、御堂中、草花小、各
時〜 時 分／対 歳以上か既
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30
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小さな子どものためのおさんぽ会

児童虐待かもと思ったら１８９︵いちはやく︶番へ
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秋川キララホールでは、市内
の音楽家の演奏活動とその鑑賞
の機会を提供するために、秋川
キララホールでクラシックコン
サートを実施する市民団体への
支援をします。
※詳しくは、お問い合わせくだ
さい。
▽申 請 方 法 ９ 月 日 ㈮ ま で
に、窓口に配置してある申請
用紙で申し込んでください。
▽申請・問合せ 秋川キララホ
ール︵☎５５９・７５００︶
13

60

市内音楽家による
クラシック
コンサートの
実施団体を
支援します

（６）
令和元年（2019年）９月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

