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生年月日をお持ちください。
▽サラ先生の英会話
●日時…４月
日までの毎週火
曜日 午前 時〜 時
●定員…各
人
●持ち物…ノート、筆記用具
●費用…各1500円
▽フラワーアレンジメント
●日時…４月７日㈫・
日㈬
午後２時〜４時
●定員…各
人
●持ち物…花バサミ、袋
●費用…各２９００円
▽ママのリフレッシュ体操
●日時…４月９日㈭・
日㈭
午前 時 分〜 時 分
●定員…各
人
●持 ち 物 な ど … 飲 み 物 、 タ オ
ル、動きやすい服装
●費用…各５００円
●その他…お子様連れ歓迎
▽ガラスフュージング
日㈪ 午後１時

〜３時

●日時…４月

●定員…８人

●費用…２千円

（以下は広告枠です）

森っこサンちゃんクラブ
﹁春を感じる染めもの体験﹂

30

小さな子どものためのおさんぽ会

●定員…各
人
●持ち物…ヨガマットかバスタ
あきる野ルピア情報
オル
申込み・問合せ
●費用…各千円
☎５５０・４７００
▽ロシア語入門講座︵文法︶
●日時…４月１日㈬・３日㈮・
日㈬・ 日㈮ 午後７時〜
８時
●定員…各
人
●持ち物…筆記用具
●費用…１回１５００円
●その他…文法習得講座、音読
講座もあります。詳しくは、
お問い合わせください。
▽幼児向け英語教室ハッピーイ
ングリッシュ
●日時…４月
日までの毎週土
曜日 午後２時〜３時
※詳しくは、ホームページ︵
ht
︶
●定員…各
人
tp://akiruno-rupia.jp/
●費用…各１５００円
をご覧ください。
※電話か窓口で申し込んでくだ ▽姓名判断実践講座
●日時…４月５日㈰・
日㈰
さい︵午前 時〜午後６時受
付︶。
午後１時〜３時
●定員…各
人
▽いきいき健康ヨガ
●日時…４月１日・
日・ 日
●費用…各千円
●その他…占ってみたい名前と
の水曜日 午前 時〜 時
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ロードできます。
▽主催 小宮ふるさと自然体験
学校
▽申込み方法 ４月 日㈫まで
に電話で申し込んだ後、申込
書に必要事項を記入の上、送
付するか直接小宮ふるさと自
然体験学校にお持ちください。
▽申込み・問合せ 小宮ふるさ
と自然体験学校［〒１９０ー
０１７４ 乙津１９８４、☎
５９６・０４１４︵午前９
時〜午後５時、月曜日を除
く︶］
10
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回︶
※天候などで変更あり
▽活動場所 市内の森︵現地集
合・解散︶
▽対象 市内在住の小学校４・
５年生
人︵１年間活動でき
▽定員
ること︶
※定員を超えた場合は選考し、
５月２日㈯までに結果を通知
します。
▽費用 ２千円︵１年間の保険
代︶
▽応 募 方 法 ４ 月 日 ㈭ ︵ 必
着︶までに、応募用紙に必要
事項を記入の上、送付するか
直接窓口にお持ちください。
応募用紙は、学校を通じて配
布しています。
※市 ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン
ロードできます。
▽応募・問合せ 環境政策課環
境の森推進係︵〒１９０ー０
１６４ 五日市４１１、☎５
９５・１１２０︶
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枝を煮込んだり、絹を豆乳で下
処理するなど、しっかり染めも
のに向き合います。
▽日時 ４月 日㈯・ 日㈰
午前 時〜午後３時︵宿泊な
し︶
▽場所 小宮ふるさと自然体験
学校
▽対象 市内在住の小学校４年
生から中学生まで︵両日参加
できる方︶
人︵申込み順︶
▽定員
▽費用 無料
▽チラシ兼申込書配置場所 小
宮ふるさと自然体験学校、環
境政策課︵五日市出張所︶、
生活環境課、中央図書館、東
部図書館エル、五日市図書館
※市 ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン

28

新型コロナウイルス感染症の感染を防止するため︑イベントなどを中止・変更する場合があります

15

※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）。
〇申込み方法 ４月22日㈬ま
でに電話で申し込んでくださ
い。
〇企画・運営 あきる野市環境
委員会森のようちえん部会
〇申込み・問合せ 環境政策課
環境政策係（☎５９５−１１
１０）
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期森の子コレンジャー募集
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今年で 年目を迎える森の子
コレンジャーは、森林レンジ
ャーあきる野とともに、四季を
通して郷土の自然に学び﹁あき
る野の自然と文化を守り引き継
いでいく自然愛や郷土愛を持
つ﹂ことを目指して活動してい
ます。活動内容は、自然の調
査、地図を持って登山、自然の
ための整備活動など森での活動
が中心ですが、室内学習も行い
ます。﹁自然について学びた
い！自然を守りたい！﹂という
思いを持った子どもたちを募集
します。
▽日時 ５月 日㈰、６月７日
㈰、７月５日㈰、９月６日㈰、
９月 日㈯、 月 日㈰、
月６日㈰、令和３年１月 日
㈰、２月 日㈫、３月 日㈰
午前９時 分〜午後４時︵全
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芽ぶき始めの雑木林に囲まれ
た菅生で、小さな草花や虫など
の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
よち歩きも大歓迎。お子さん一
人ひとりのペースを大切にしな
がら、大人も一緒に楽しみまし
ょう。
○日時 ４月26日㈰ 午前10
時〜正午
○場所 菅生会館（菅生１３３
８）
○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（保険代を
含む）
〇その他 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）。
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冬に剪定したサクラの枝から
春を感じる色を煮出して絹や和
紙を染める体験です。２日間、
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令和２年（2020年）４月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

