17

瀬戸岡神明保育園（瀬戸岡 446）

3

楓ヶ原公園（引田 510 付近）

18

武蔵五日市駅（舘谷台 16）

4

西秋留小学校正門西（上代継 292）

19

武蔵増戸駅（伊奈 873-2）

5

いきいきセンター（雨間 1946-2）

20

山田会館（山田 883）

6

鳥居場会館（雨間 999-2）

21

五日市ファインプラザ（伊奈 859-3）

7

小川会館（小川 638-1）

22

増戸会館（伊奈 1157-5）

8

秋川農協東秋留支店前（二宮 2305）

23

五日市図書館（五日市 368）

9

東秋留駅（野辺 455-1）

24

五日市郷土館（五日市 920-1）

10

中央公民館（二宮 683）

25

小和田会館（小和田 180-2）

11

草花台会館（草花 1327-1）

26

留原会館（留原 155）

12

折立団地入口（草花 1851 付近）

27

下舘谷自治会館（舘谷 75）

13

秋川農協多西支店前（草花 3076）

28

戸倉会館（戸倉 133）

14

御堂会館（草花 3482-16）

29

小宮会館（乙津 1997）

15

菅生下会館（菅生 1064）

30

福寿公園（草花 3688）

高齢者のための
法律相談会
︵予約制︶

武蔵引田駅（引田 16）

品類を入れないでください。
▽設置場所 表のとおり
※詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。
▽問合せ 市長公室

2

▽その他 当日は検温、マスク
着用をお願いします。
▽申込み方法 ３月２日㈫午前
９時から電話で申し込んでく
ださい。
▽申込み・問合せ 五日市はつ
らつセンター（☎５６９・８
１０８）

の具を使って絵を描きましょ
う。
日時…毎月第２・第４金曜日 市民ポストは
午後１時 分～３時（祝日を 市への文書や要望に
除く）
ご利用ください
講師…中村清作さん
定員… 人（申込み順）
持ち物…道具の貸出しあり
市では、市民の皆さんと行政
費用…１回千円
を つ な ぐ た め、 市 内 か 所 に
「市民ポスト」を設置していま
す。
萩野センター
︵☎５５０・２７２２︶ ※西秋留小学校正門前の市民ポ
ストに使用済みマスクが投入
されていました。市民ポスト
には、ごみ、個人情報、貴重

尾崎会館（菅生 267）

材を使って脳の活性化と若返
りを図る「脳トレ教室」を体
験しましょう。
期日
＊開戸センター…３月 日㈬
＊萩野センター…３月 日㈭
＊五日市センター…３月 日㈬
時間…午前 時～ 時 分
講師…センター職員
定員…各センター 人（申込
み順）
費用…無料
その他…脳トレ教室は４月か
ら９月まで、月２回、各セン
ターで実施する予定です。

アクリル絵

開戸センター
︵☎５５０・２７５５︶
▽アクリル画教室

▽なぞり絵 下絵をなぞって絵
手紙風なタッチの作品を作り
ます。
日時…毎月第２火曜日 午後
１ 時 分 ～ ３ 時（ 祝 日 を 除
く）
講師…萩野センター職員
定員…５人（申込み順）
持ち物…筆ペン
費用…１回８００円（材料費
込み）

16

高齢者げんき応援事業
開戸センター︵☎５５０・
２７５５︶
︑萩野センター
︵☎５５０・２７２２︶
︑
五日市センター︵☎５３
３・０３３０︶
▽脳トレ教室見学体験会 音読
や簡単な計算などの脳トレ教
申込み方法…電話か直接窓口
で申し込んでください。

五日市図書館
︵☎５９５・０２３６︶

ストレッチ教室
参加者募集
骨盤をメインに行うストレッ
チ コ ー ス で す。 骨 盤 の ゆ が み
（ねじれや曲り）を改善して脚
やお腹周りをスッキリさせま
しょう。
▽日時 毎週月曜日 午前９時
分～ 時５分
▽場所 五日市ファインプラザ
武道場
▽講師 五十嵐ユミ子さん
▽対象
歳以上の方
▽費用 １回５００円（初回無
料体験、別途年会費あり）
▽申込み方法 メールか電話で
申し込んでください。
▽申込み・問合せ 五日市クラ
ブ（☎０８０・２３９２・１
２ １ ２、✉ info@itsukaichicl

秋川駅（油平 49）

30

10

）
ub.com

（以下は広告枠です）

財産や遺言のことなど、専門
家に相談できます。家族からの
相談も受け付けます。
▽日時 ３月 日㈮ 午後２時
～４時（１組 分）
▽場所 五 日 市 地 域 交 流 セ ン
ター 階第３会議室
▽対象 市内在住のおおむね
歳以上の方とその家族
▽定員 ３人（申込み順）

図書館からのお知らせ
東部図書館エル
︵☎５５０・５９５９︶

▽おはなし会
日時…３月 日㈬ 午後２時
分～３時
▽ひよこのおはなし会
日時…３月 日㈯ 午前 時
～ 時 分
対象…１歳から３歳までの子
どもとその保護者
▽絵本原画展 市内在住の絵本
作家福田岩緒さんの「マラソ
ンじいさん」の原画を展示し
ます。
期間…３月 日㈯～ 日㈰
（休館日を除く）
場所…２階視聴覚室
11

30

1

30 17

21

40

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

表

11 10

11

▽本のテーマ展示 図書館ス
タッフのおすすめ本（一般向
け ）、 た ま ご の ほ ん（ 児 童 向
け）を展示します。
期間…３月２日㈫～ 日㈬

15

10

10

増戸分室
︵☎５９６・０１０９︶

30

30

10

16

11

14

14

13

13
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31

20

45 14
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26

３月の休館日

10

11

2
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▽中央図書館 毎週金曜日と
▽絵本原画展 市内在住の絵本
日㈫
作家福田岩緒さんの「マラソ
▽東部図書館エル︑五日市図書
ンじいさん」の原画を展示し
館︑中央図書館増戸分室 毎
ます。
週月曜日と 日㈯
期間…３月５日㈮～ 日㈭
場所…東部図書館エル２階
中央図書館
ギャラリー
︵☎５５８・１１０８︶
▽図書館の本が泣いています
▽絵本の読み聞かせボランティ
汚されたり、切り取られた本
ア講座﹁やってみよう！絵本
を展示します。
の読み聞かせ︵初心者向け︶
﹂
日時…３月６日㈯～ 日㈰
読み聞かせの仕方、絵本の選
場所…東部図書館エル１階
び方、読み聞かせに使える小 ▽ み ん な で か ざ ろ う じ ど う し
道具の紹介などを行います。
つ﹁フラワーバスケットをつ
日時…３月 日㈰ 午前 時
くろう﹂ くだものネットと
分～ 時 分
うす紙で花のかざりを作りま
対象…ボランティアで、学校
す。
や図書館などで読み聞かせを
日時…３月６日㈯から 日㈰
始めようと思っている方、始
までの開館時間中いつでも自
めたばかりで同様の講座を受
由に作ることができます（材
講したことがない方
料が無くなり次第終了）。
定員… 人（申込み順）
対象…幼児～小学生
45

（6）
令和３年（2021 年）３月１日
☎（042）558−1111 ㈹
あきる野市役所

