
． . 広報おうめ フィーチャーフォンＰＣ・スマホ

友達登録は
こちらから

なんでも情報局アンテナ

（１１）４ ６ １

なんでも情報局
ア ン テ ナ

☆催し（子ども向け）

〇 ジュニア卓球教室
 ６月３日～２４日、７月８日～２９

日の金曜日　午後５時～７時１５分

 東青梅市民センター

小学生

 卓球マシーンを使ってボールを打ちま

す。持ち物…上履き、水筒、タオル

※貸ラケットあり

先着５人

４回３，０００円、１回１，０００円

 プラムジュニア卓球クラブ　久保☎

２２ー５５８３へ

〇 モンテッソーリで遊ぼう
 ６月１６日（木）　午前１０時～

１１時

ネッツたまぐーセンター

未就園児の親子

 モンテッソーリの環境に触れ遊びま

せんか？

先着３組

 三田保育園　井出☎７８ー８０２２

へ

☆催し

〇認知症家族の会
６月１０日（金）　正午～午後３時

西多摩医師会館

 認知症の方を介護する家族

情報交換

先着４５人

４００円

 認知症家族の会青梅ネット　原島☎

３１－１５５１

〇 ふれあい剣道体験会
 ６月１１日（土）　午後２時～３時

一中格技室

 年中以上

 礼儀作法や素振りなど剣道の基本※

動きやすい服装でお越しください

 青梅錬心館　田村☎０９０ー１５５

６－７７２７

〇認知症予防「 げんき教室」
 ６月１３日（月）　午後２時～３時

３０分

福祉センター

 認知症に関心のある方

先着２０人

３００円

 三多摩健康友の会青梅奥多摩支部　

荒尾☎３１－７５２９

〇梅雨の薬膳料理
 ６月１５日（水）　午前１０時～午

後１時

河辺市民センター

 １８歳以上

 身近な食材で薬膳料理をつくってみ

ませんか。

先着１２人

２，０００円

枸
く こ

杞の実くらぶ　豊田☎０９０－

６０１６－１９９７へ

〇紙芝居
 ６月１９日（日）　午後２時～３時

ネッツたまぐーセンター

 大人でも子どもでも楽しめます。

 先着１０人

 紙芝居サークル「繭」　石川☎０９

０ー７１９６ー６３１２、 keiko.

rose.7196@docomo.ne.jp

〇 大正琴体験教室～みんなで楽しく弾
いてみよう
 ６月２１日（火）、２６日（日）　午

前１０時～正午

 ネッツたまぐーセンター

 持ち物…筆記用具

 中之島流琴実里会　白井☎０９０ー

４３７６ー１１７９へ

〇「 認知症予防 」 ひだまりサロン
 ６月２４日（金）、２９日（水）　午

前１０時～正午

福祉センター

認知症予防に関心のある方

 軽い運動と脳トレゲームで交流しな

がら楽しく予防を実践しています。

先着１５人

１回８００円（茶菓子付き）

 いきいきひだまりサロンの会　大西

☎０９０－８５１９－４３７０、

iki2hidamari@gmail.com

〇ストレス対処　ポプリセミナー
 ６月２５日（土）　正午～午後２時

 沢井市民センター

市民

５００円（材料代）

 ポプリを作成し、ストレス対処の技

法を学びます。

先着１０人

 こころと体のケア・せせらぎ　高野

☎７６ー０１４１（午前１１時～午

後２時）へ

掲載記事について
※ 内容の確認などは、直接各団体へお願いします。

…日時、 …会場、 …対象、 …内容、 …定員、 …費用、 …申し込み、 …問い合わせ　　※対象 ・ 費用 ・ 申し込みが記載のないものはどなたでも ・ 無料 ・ 直接会場へ

広告

 /1付　公文エルアイエル　広報おうめ

カラー　2号広告（H 9×W74）

入稿日0/00

 文 書 写 先生 検 索

 25歳 60歳（女性）の方に
　お願いしています
 オンラインも対応して
　います。

0120-410-297

 室開設説明会（時間は10：30～12：30）

オンライン説明会
（約1時間）

  6/ 9（木）15：30～
  6/20（月）14：00～
  6/28（火）11：00～

 EBサイトまたは
フリーダイヤルでの
事前予約が必要です

■  立川 6/22（水） TTM立川ホール 立川南口MHビル 5階 会議室

■  新宿 6/16（木）レアルセミナールーム Zenken Plaza   7F 大会議室

■  八王子 6/14（火） 京王プラザホテル八王子 4Ｆ あおい

■  国分寺 6/17（金） 富士ビル 3階 貸しホール

〒100-0005  東京都千代田区丸の内1- -1  丸の内センタービル18F
 式会社 公文エルアイエル

 文書写は全国 0万人の方が
学ぶ書写団体です

※国分寺会場のみ10：00～12：00

〇２５日は講談の日　
 ６月２５日（土）　午

後３時～３時３０分

 ネッツたまぐーセ

ンター

 宮本武蔵―地の巻

―十七歳黎明期

 菊地玉雲講談の会　

菊地☎２１ー２８

５０

絵本好きさん集まれ
絵本のむしの会

６月２６日（日）　午

後１時３０分～３時

 ネッツたまぐーセ

ンター

 赤ちゃん、幼児、小学生以上向けの

本の紹介

先着２５人

 図書館ボランティア絵本研究会　若

穂井☎０７０ー８９９０ー１９８０

☆会員募集

〇マジック
 第１・３火曜日　午後１時３０分～

３時３０分

ネッツたまぐーセンター

 月額２，５００円（別途材料代）

 講師…浅井精治氏、見学可

 マジックグループ青梅　築地☎０９

０ー８５１０ー５６９７、 atsukiji@

t-net.ne.jp

〇ベビーリトミックサークル
 第４火曜日　午前１０時～１０時

４０分

ネッツたまぐーセンター

 生後２か月～３歳程度

 １回１，５００円

 ベビーリトミック　瀬戸☎０９０ー

６４９１ー５２６２

〇健康体操
 火曜日　午後１時～３時

 小曾木市民センター

５０歳以上

 専任講師のもとでストレッチ、輪投

げなどで体力作り

先着１０人

月額５００円

 小曽木健康体操クラブ　中島☎２

２ー５６７１

〇水泳
 水曜日　午前１１時～午後１時

羽村市スイミングプール

１８歳以上

 初心者、経験者歓迎

５人

月額３，０００円、年会費１，０００円

 ワイワイいるかクラブ　八木☎０７０

－３５４８－５６０１（午後６時～９時）

〇囲碁
 木曜日　午後１時～５時

新町市民センター

２５人

半年額１千円

初心者歓迎

新町囲碁サークル　大石☎０８０ー

４１４８ー７２０８

〇和太鼓　
 月、木曜日　午後７時３０分～９時

３０分

 ネッツたまぐーセンター　ほか

 ７歳～４５歳くらい

 初心者・経験者歓迎、体験可。

 １０人

大人３，０００円、高校生以下２，５

００円

 和太鼓灯
ビ ー ト

音　宇津木☎０９０ー２６

２６ー４５５３

〇 水泳
 金曜日　午前１１時～午後１時

 羽村市スイミングセンター

１８歳以上

 月額３,０００円、年会費１,０００円

 初心者歓迎、体験あり

 ワイワイフライデークラブ　井川☎

０９０ー２５４５－２９９１

〇囲碁
 土曜日　午後１時～５時

 ネッツたまぐーセンター

小・中学生

 日本棋院青梅支部　山内☎７４ー

４７６４

☆スポーツ協会☎２２－０８２７

〇第５５回青梅市陸上競技選手権大
会　選手募集
 ８月１３日（土）～１４日（日）　

午前９時～午後５時

都立秋留台公園陸上競技場

中学生、高校生、一般、壮年

 詳細は青梅陸協ホームぺージ http

://ome-aaa.jp// 参照

 先着６００人

中学生６００円、高校生８００円、

一般・壮年１，５００円

 ６月１３日～１７日に m-sano@om

e-aaa.jp へ

☆その他

〇 ６月５日から１１日は危険物安全週間
「 危険物　しっかりまもろう　使い方」
 ガソリンを携行缶で購入する場合は本

人確認が必要であり、消防法令の基準

に適合した容器で購入してください。

セルフスタンドでは、利用客がみずか

らガソリンを容器に入れることはでき

ません。

青梅消防署予防課危険物係☎２２－

０１１９

ボランティアセンターから

☎２３－７１６３　FAX２３－７１６５

郵送…〒198-0042東青梅１－１７７－３

〇おもちゃの病院おうめ
 ６月４日～２５日の土曜日　午後１

時～４時

福祉センター

 おもちゃの無料修理※お預かりして

修理・直らない場合あり

〇パソボラカフェ
 ６月１１日（土）、２５日（土）　午後

１時～３時３０分

福祉センター

中高年で初心者、障がいのある方

 パソコン・タブレット何でも相談、

インターネットの使い方等

※ 教わりたい方は申し込み時にその内

容をお伝えください。

先着５人

 青梅ボランティア・市民活動セン

ターへ申し込み

〇子ども向けプログラミング
 ６月１２日（日）　午前９時５０分

～午後０時１０分

福祉センター

小・中学生

 プログラミングを遊びながら学ぶ活

動です。初心者・未経験者大歓迎です。

先着６人

 CoderDojo 青梅ホームページ（上

記２次元コード）または鳥居塚☎

０９０－４１７８－１３５２へ
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