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石油系溶剤を含まないインキを使用
古紙パルプ配合率 70％再生紙を使用

ＯｍｅＢｌｕｅ（青梅ブルー）は、青梅に住み、働き、

活動するすべての方が、それぞれの立場の自由な発想

で参加可能な地域プロモーションの取り組みです。

ＩｎｓｔａｇｒａｍＦａｃｅｂｏｏｋ スポーツ・観光・文化

１１月の日曜納付窓口

日時　２８日（日）　午前９時～午後４時

問い合わせ　収納課収納管理係

１１月の納期限（１１月３０日）

▽国民健康保険税…５期 ▽後期高齢者医療保

険料…５期 ▽介護保険料…５期

中 央 図 書 館 ☎ ２ ２ － ６ ５ ４ ３

次号の発行は１２月１日です

（１２）３ １１ １５

市役所・市主催事業等へお出かけの際は、マスクの着用、体温の測定、手指の消毒、

ボールペンのご持参にご協力ください。体調がすぐれない場合は、ご遠慮ください。

２０人

おはなし会　日時＝１１月２７日（土）　午前１１

時～１１時１５分 ▽会場＝おはなしの部屋 ▽対象

＝４歳児以上 ▽内容＝昔話などのおはなしの語り、

絵本の読み聞かせ ▽定員＝先着８人 ▽協力＝図書

館ボランティア

ちっちゃいこのおはなし会　日時＝１１月２８日

（日）　午前１１時～１１時１５分 ▽会場＝おはな

しの部屋 ▽対象＝３か月（首がすわってから）～４

歳児と保護者 ▽内容＝絵本の読み聞かせや手遊び、

わらべうた等 ▽定員＝先着８人

☆いずれも…費用無料、直接会場へ

中央図書館３階展示　「人生会議」してみませんか

１１月３０日（いい看取り・看取られ）は「人生会

議の日」です。人生会議（ＡＣＰ：アドバンス・ケ

ア・プランニング）とは、命に関わる大きな病気や

ケガによるもしものときのために、あなたが望む医

療やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケ

アチームと繰り返し話し合い、共有する取り組みで

す。図書館では人生会議に役立つ資料を展示します。

心に余裕のある時に、じっくりと考える時間を持ち、

あなたの考えを大切な人に伝えてみませんか？ ▽

会期＝１２月１９日（日）まで※第３月・火曜日は

休館 ▽会場＝３階展示コーナー※開館期間中は展

示資料の閲覧・貸出可

中央図書館３階特設展示　今さら聞けないキホン

の「キ」　知っているようで、実はよく分かってい

ないあんなことやこんなこと。おうち時間が増えた

今、もう一度基本を知るのによい機会です。今さら

聞けないことや基本が分かる本を集めました。興味

のあることを基本から学んでみませんか？ ▽会期

＝１１月１７日（水）～令和４年１月１６日（日）

※第３月・火曜日は休館 ▽会場＝３階特設展示コー

ナー※開館期間中は展示資料の閲覧・貸出可

今井図書館おはなし会　日時＝１１月２０日（土）　

午前１１時～１１時１５分 ▽会場＝今井市民セン

ター和室 ▽対象＝４歳児以上 ▽内容＝昔話などの

おはなしの語りや絵本の読み聞かせ ▽定員＝先着

１２人 ▽協力＝図書館ボランティア

青梅図書館おはなし会　日時＝１１月２１日（日）　

午前１１時～１１時１５分 ▽会場＝青梅図書館お

はなしの部屋 ▽内容＝昔話などのおはなしの語り

や絵本の読み聞かせ ▽定員＝先着１０人 ▽協力＝

図書館ボランティア「青梅おはなしの会」

絵本のべんきょう会　日時＝１１月２６日（金）　

午前１０時～１１時３０分 ▽会場＝多目的室 ▽対

象＝学校等で子どもたちの前で読み聞かせ、おはな

し会の活動をしている方、する予定がある方 ▽内

容＝４月～９月に出版された絵本の紹介とそれに関

わるおはなし ▽講師＝伊藤美枝子氏 ▽定員＝先着

　新型コロナウイルス感染症のため延期となった第５５回記念青梅マ

ラソン大会の代替イベントとして、オンラインマラソンを行います。

　オンラインマラソンとは、参加者がスマートフォンのアプリなどを

利用して走行距離とタイムを測定し、マラソンに参加します。自宅周

辺など自由に走るコースを選べ、大会開催期間中、いつでも参加でき

ます。

開催期間　令和４年２月１１日（祝）～２８日（月）

部門・定員（先着・予約制）３０キロの部、１０キロの部、５キロペ

アの部・計３,０００人

※コースを自由に設定し、ＧＰＳで記録計測、１回でも複数回に分け

ても参加種目の距離を走りきれば完走となります。

参加資格 国内在住者で、３０キロの部と１０キロの部は高校生以上、

５キロペアの部は小学生以上（ペアの１人が計測できるようにする

こと）

第３０回
青梅宿アートフェスティバル２０２１
　かつて宿場町としてにぎわった青梅宿エリアにて、アートフェスティバルを開催します。各ステー

ジでのパフォーマンスや作品展など、多彩な音楽やアートと出会える特別な２日間になります。各

催事の内容や時間については変更となる場合があります。最新情報は青梅ごこちホームページ H P htt

ps://omegocoti.com/からご確認ください。

日時　１１月２０日（土）、２１日（日）　午前１０時～午後４時

会場　ＪＲ青梅駅周辺～ＪＲ東青梅駅周辺の青梅宿４商店街

問 い合わせ　青梅宿アートフェスティバル実行委員会☎０９０－１９１５－４１８２、市商工観光課

参加受付中！

 ttps://www.o me-marat on.jp/

2021年10月25日（月）～ 先着順
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青梅マラソン代替イベント

 加して賞品ＧＥＴ！
エントリー者全員が対象

ランナー募集

 0    月11日 金］~ 8日 月］開催

種目は 0km、10km、ペア5km

１００名 0 3年 月19日（日）
開催予定

第５５回記念
青梅マラソン
大会無料
出走権

3名

ＴＯＫＹＯ Ｘ
豚 しゃぶ肉 
８００ｇ

50名

写真はイメージです

第４7回
札幌マラソン
出走権 
ハーフの部

（参加費無料、 
２０２ 年１０月 日（日）
開催予定 交通費、
宿泊費は自己負担）

参加賞はホットマン製タオル豪華賞品合計３００名以上

かわなべ鶏卵農場　　　　　　　　　　　　　　　
卵・バームクーヘンセット

大会ロゴ入り
青梅せんべい

大会概要
〈大会名〉　青梅ロードレース 0  バーチャル 
〈期　日〉　２０２ 年２月11日（金）～ 8日（月） 
〈コース〉　自由設定（TATTAで記録計測ができる場所） 
〈種　目〉　３０キロの部、１０キロの部、５キロペアの部

※期間内に参加種目の距離を走行すること。

１回で走行しても複数回の累計走行でも良い。

５キロペアの部は代表１名だけが計測をする。 

〈定　員〉　３０キロの部・１０キロの部
５キロペアの部　計3,0００人

〈参加資格〉　日本国内在住者
３０キロの部・１０キロの部　高校生以上
５キロペアの部　小学生以上
ランニングアプリTATTAがダウンロード
可能であること。

〈参加費〉　２,５００円 ※エントリー手数料は別途必要

※定員に達し次第、締め切りとさせていただきます。
※大会の詳しい内容については公式サイトをご覧いただくか、
大会事務局までお問い合わせください。

エントリーは
青梅マラソン公式ＨＰへ

エントリー特典 ： エントリー者に第55回記念青梅マラソン大会出走権（有償）を付与します！！

（トレーニングアプリ ＴＡＴＴＡを使用）
期間内に当該距離を走れば完走

※ 参加にはランニングアプリＴＡＴＴＡのダウンロードが必要です。

参加費　２，５００円

※エントリー手数料が別途必要です。

その他　エントリー方法等の詳細は、青梅マラソン大会公式ホームページ H P

https://www.ohme-marathon.jp をご覧ください ▽参加賞（タオル）を贈呈、

デジタル完走証を発行します ▽スペシャル動画の限定配信 ▽エントリーした

方に第５５回記念青梅マラソン大会出場権（有償）を贈呈します ▽抽選でト

 ttps://www.o me-marat on.jp/

2021年10月25日（月）～ 先着順

 0名

 00名

2名
＜プーマ＞
ディヴィエイトニトロ
ランニング シューズ

5名
＜プーマ＞
オックスバックパック

青梅マラソン代替イベント

 加して賞品ＧＥＴ！
エントリー者全員が対象

ランナー募集

 0    月11日 金］~ 8日 月］開催

種目は 0km、10km、ペア5km

１００名 0 3年 月19日（日）
開催予定

第５５回記念
青梅マラソン
大会無料
出走権

3名

ＴＯＫＹＯ Ｘ
豚 しゃぶ肉 
８００ｇ

50名

写真はイメージです

第４7回
札幌マラソン
出走権 
ハーフの部

（参加費無料、 
２０２ 年１０月 日（日）
開催予定 交通費、
宿泊費は自己負担）

参加賞はホットマン製タオル豪華賞品合計３００名以上

かわなべ鶏卵農場　　　　　　　　　　　　　　　
卵・バームクーヘンセット

大会ロゴ入り
青梅せんべい

大会概要
〈大会名〉　青梅ロードレース 0  バーチャル 
〈期　日〉　２０２ 年２月11日（金）～ 8日（月） 
〈コース〉　自由設定（TATTAで記録計測ができる場所） 
〈種　目〉　３０キロの部、１０キロの部、５キロペアの部

※期間内に参加種目の距離を走行すること。

１回で走行しても複数回の累計走行でも良い。

５キロペアの部は代表１名だけが計測をする。 

〈定　員〉　３０キロの部・１０キロの部
５キロペアの部　計3,0００人

〈参加資格〉　日本国内在住者
３０キロの部・１０キロの部　高校生以上
５キロペアの部　小学生以上
ランニングアプリTATTAがダウンロード
可能であること。

〈参加費〉　２,５００円 ※エントリー手数料は別途必要

※定員に達し次第、締め切りとさせていただきます。
※大会の詳しい内容については公式サイトをご覧いただくか、
大会事務局までお問い合わせください。
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期間内に当該距離を走れば完走

トウキョウＸしゃぶしゃぶ肉イメージトウキョウＸしゃぶしゃぶ肉イメージ

ウキョウＸしゃぶしゃぶ肉

８００ｇ、青梅特産品セット、

協賛社からの賞品を贈呈しま

す。

※内容は変更となる場合があり

ます。

問い合わせ　スポーツ推進課
△ 青梅マラソン公式
ホームページ


