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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 新型コロナウイルス関連スポーツ・観光・文化

次号の発行は４月１５日です

（１２）４ ４ １

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。

中 央 図 書 館 ☎ ２ ２ － ６ ５ ４ ３

☆いずれも…費用無料、直接会場へ

ひとりじめおはなし会　日時＝４月３日（日）、

１７日（日）　①午前１１時～１１時１５分②１１

時２０分～１１時３５分③１１時４０分～１１時

５５分 ▽会場＝おはなしの部屋 ▽対象＝３か月～

未就学児と保護者 ▽内容＝絵本の読み聞かせ、手

遊び ▽定員＝先着１組

おはなし会「絵本の森」　日時＝４月９日（土）　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、紙芝居等 ▽定

員＝先着８人 ▽協力＝図書館ボランティア「お

はなしの会ころりん」

おはなしにちようピーナッツ　日時＝４月１０日

（日）　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

今井図書館おはなし会　日時＝４月１６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、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

梅郷図書館おはなし会 日時＝４月２日（土）　

午前１１時～１１時１５分 ▽会場＝梅郷市民セ

ンター多目的室 ▽対象＝２歳児以上と保護者 ▽

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１２人 ▽協力＝図書館ボラン

ティア「おはなしの会ころりん」

感染症対策の徹底を

マスク　　　 換気　　　　手洗い

みんなのおはなし会　日時＝４月９日（土）　午前

１０時３０分～１１時１５分 ▽会場＝長淵市民セ

ンター ▽対象＝幼児～小学生（保護者同伴） ▽内

容＝絵本の読み聞かせ ▽講師＝髙野悠子氏 ▽定員

＝先着７組（予約制）※１組３人まで ▽費用無料

▽協力＝「ねぇ、本よんで！！」の会 ▽申し込み

＝２日から電話で

長淵市民センター☎２２－３２４９
「こどもの読書週間」展示～青梅こどもミニとしょ

かん～　４月２３日は「子ども読書の日」、４月２３

日～５月１２日は「こどもの読書週間」です。今年

の標語である「ひとみキラキラ　本にドキドキ」す

るような、ステキな出会いを探しに来てください ▽

期間＝５月１５日（日）まで ▽会場＝中央図書館３

階特設展示コーナー ▽その他＝関連行事「どのシ

リーズの本がすき？こども投票やりまーす！」※期

間＝４月１１日（月）～５月１５日（日） ▽会場＝中

央図書館３階児童コーナー

４月の木曜夜間窓口

　毎週木曜日は、午後８時まで窓口業務の一部を

延長して実施しています。

開設日　７日、１４日、２１日、２８日

対象課・問い合わせ　市民課、保険年金課、介護

保険課、高齢者支援課、障がい者福祉課、子育

て推進課、収納課、市民税課、資産税課

４月の日曜納付窓口

日時　２４日（日）　午前９時～午後４時

問い合わせ　収納課収納管理係

春季展示「生誕１３０年　吉川英治の初期作品」

　今年は、吉川英治が生誕１３０年を迎えます。本展示では、作

家としてデビューするまでの経緯、また‟吉川英治”の名前で執

筆した最初の作品となる「剣
けんなんじょなん

難女難」（大正１５年刊行）をはじめ、

「鳴
な る と ひ ち ょ う

門秘帖」や「神
しんしゅうてんまきょう

州天馬侠」など当時多くの読者を魅了した初期

作品を中心に紹介します。

日程　４月９日（土）～６月２６日（日）

時 間　午前１０時～午後５時（入館は４時

３０分まで）

会場　青梅市吉川英治記念館展示室

※休館日は毎週月曜日

観 覧料　大人５００（４００）円

　小・中学生２００（１５０）円

※カッコ内は２０人以上の団体料金です。

※年間パスポートも販売しています。

※ 障害者手帳をお持ちの方と付き添いの方１人は無料（障害者手帳

を提示）

※市内の小・中学生は土・日曜日、祝日は無料

※ 会期中、青梅市立美術館は特別展開催中のため、共通観覧券は利

用できません。

問い合わせ　青梅市吉川英治記念館☎７４－９４７７

青梅市吉川英治記念館×

住友金属鉱山アリーナ青梅連携事業

　青梅市ウォーキングマッ

プ梅郷コース（約６．３㎞）

を体育館スタッフが体操・

ウォーキングのレクチャー

を、記念館のスタッフが市内の見どころや記念館

の案内をしながら巡ります。

日 時　４月２０日（水）　午前９時１０分ＪＲ日

向和田駅改札外集合～正午頃同解散

※天候不良の場合２７日（水）に順延

対象　市内在住・在勤者

定員　先着２０人（予約制）

費 用　７００円（記念館入館料・ミニお菓子＆お

茶セット・保険料込み、当日集金）

服 装・持ち物　ウォーキングのできる服装・飲み

物

申 し込み　１日の午前１０時から電話☎７４－

９４７７で青梅市吉川英治記念館（月曜日を除

く午前１０時～午後５時）へ

　「住民税非課税世帯等に対する臨時

特例給付金」のうち、基準日 (令和３

年１２月１０日 )において市内に住民

票があり、世帯全員の令和３年度分の

住民税均等割が非課税である世帯の方

（ただし、住民税が課税されている者

の扶養親族のみで構成される世帯を除

く）には、令和４年１月下旬以降に「青

梅市住民税非課税世帯等に対する臨時

特別給付金確認書」を送付しています。

　確認書が送付された方の提出期限

は、４月３０日（消印）までです。確

認書の提出がお済みでない方は早めに

提出（郵送）してください。

　詳細は、広報おうめ１月１５日号８

面、３月１日号８面または市ホーム

ページ（記事ＩＤ…５３８８５）をご

覧ください。

問 い合わせ　新型コロナウイルス感染

症対策給付金担当

　どこに相談したらいいのか分

からない等の女性からの相談に

対して、各種相談窓口をご案内

します。女性の方で相談先が分

からない場合は、まずお電話く

ださい。詳細は市ホームページ

（記事ＩＤ…５６５２３）をご

覧ください。

住民税非課税世帯等に対する

臨時特別給付金の申請はお済みですか
女性相談案内窓口を

開設しました

受付窓口

市民活動推進課市民活動推進係

受 付日時　祝日を除く月～金曜

日　午前９時～正午、午後１

時～午後５時

電話番号☎２２－１１１１

（内線２３２５）

ウォーキングＤＥ青梅市内見どころ巡り

あそびにおいでよ

　文化団体連盟加盟団体や

市内で活動する文化団体の

見学・体験イベントです。

何か新しいことを始めてみ

たい方あそびにおいでよ！

詳細　下表参照

費用無料

問い合わせ　社会教育課

日
時

１６日（土）
午後１時～４時
１７日（日）
午前１０時～午後４時

会
場

ネッツたまぐーセンター
多目的ホール
３階研修室

参
加
団
体

民謡、合唱、フラダンス、
日舞、囲碁、将棋、俳句、
短歌、音楽、ダンス等を
行う団体

春のおさらい会と
体験会

△「神州天馬侠」絵はがき

リ バ ウ ン ド 警 戒 期 間 中！

新型コロナウイルスワクチン接種
問い合わせ　新型コロナウイルスワクチン接種担当

０１２０－８４０－０８５（青梅市コールセンター）

初めて接種する方へ

ワクチン接種について
　ワクチン接種は任意です。特に小児接種は、保護者の意思に基づい

て接種を行うか判断してください。保護者の同意なく接種が行われる

ことはありません。

　追加接種（３回目）の集団接種予約状況は、徐々に余裕が出ていま

す。接種を希望する方は、この機会に予約するとスムーズに接種でき

ます。

　小児（５歳～１１歳）および１２歳以上の初回接種（１・２回目）は、

年齢に応じて下表のとおり行います。初回接種で使用するワクチンは

ファイザー社製です。

　対象のお子さんには接種券を発送済みで、これから５歳になるお子

さんの接種券は、誕生日頃に発送します。

※ １１歳のうちに１回目の小児用ワクチン接種を受けて、２回目の接

種前に１２歳の誕生日を迎えた場合は、２回目も小児用ワクチンを

接種します。

年齢 ワクチン種別 接種方法

５～７歳
小児用

市内医療機関での個別接種

８～１１歳 原則集団接種

１２歳以上 １２歳以上用 市内医療機関での個別接種
※ 新町クリニックで接種する場合Ｗｅｂ予約可


