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☆催し

〇 はじめてのフラダンス
①６月２１日、７月５日、１２日の

火曜日　午前１０時～１０時４０分、

②７月1日、８日、１５日の金曜日

午後７時～７時４０分

住友金属鉱山アリーナ青梅

２０～７０代の女性

子連れ歓迎

１回１，０００円

 プアエナＯｍｅ　瀬戸☎０９０－６

４９１ー５２６２、２次元コードから

〇 書道 ・ ペン習字 ・ 筆ペン体験教室
 ６月２２日（水）、２９日（水）午

後３時～５時

 東青梅市民センター

成人

講師…西野景瑤氏

１回３００円

 書道クラブ　石井☎２４－７２７１

へ

〇 レクダンスの集い＆４０周年記念大会
 ６月２６日（日）　午前１０時～午

後４時

梅郷市民センター

 ヒット曲や懐メロで気軽に踊れるダ

ンスです。

先着３０人

６００円（資料代）

 レクダンス８２　児玉☎０８０ー

６７９８－０６７９、２次元コード

から

〇うたごえ喫茶ねがい
 ６月２６日（日）　午後１時～４時

ネッツたまぐーセンター

 みなさんと楽しく歌いましょう。

 先着５０人

７００円（障がい者５００円）

 １８日の午前８時～午後９時に青梅

音楽を愛する９条の会　たいら☎

０９０－１１２３－１９３４へ

〇 家計レッスン～暮らしが変わる家計簿～
 ６月３０日（木）　午後１時３０分

～２時３０分

 ネッツたまぐーセンター

 持ち物…筆記用具、電卓

先着５人

５００円（資料代）

 多摩友の会青梅方面　☎３１－７７

２８（午後６時～８時）へ

〇飼い主のいない猫のための里親会
７月２日（土）　午後１時～３時

市役所正面玄関前

市民

飼い主のいない猫を大切に飼ってい

ただける飼い主を探しています。

おうめ猫の会　影山☎３１－５６００

〇第２回里山おおにたの写真を撮ろう
７月３日（日）　午前１０時～正午

大荷田膳椀倉

自然の写真撮影に興味のある方

東京里山で春夏秋冬の写真撮影、今

回は万場坂切通しのコケとむかし道

の撮影

先着２０人

青梅長淵丘陵大荷田の自然を守る会　

並木☎２４－０６０１、 kf040079-

9742@tbt.t-com.ne.jpへ

〇青木　純カンツォーネ名曲コンサート
７月２３日（土）　午後２時～５時

ネッツたまぐーセンター

カンツォーネの第一人者青木　純が

歌う明るさと哀愁の歌の数々をお聞

きください。

先着１００人

３，０００円

ドウーエ　渡辺☎０８０－１１１０－

５８７４、 kxzog07635@yahoo.co.jpへ

☆会員募集

〇英語学習
第１・３木曜日　午前１０時～１１

時３０分

大門市民センター

実際に使える英語を楽しく勉強しま

す。

 月額２，０００円

 ＣＨＡＴ　竹内☎０９０－９６４５－

５０５２、 yosh5252@yahoo.co.jpへ

〇英会話
第１・３木曜日　午後１時～２時３０分

大門市民センター

講師…林　千秋氏

月額２，０００円

 メトロノーム　秋田☎２４－８６７５へ

〇囲碁
 金曜日　午後１時～５時

 今井市民センター

初心者歓迎

１回５０円

 今井囲碁の会　大石☎０８０－４１

４８ー７２０８へ

〇 写真
土曜日（月１回）　午後１時～３時

 新町市民センター

市民

 月額７５０円

 青梅フォトクラブ　石井☎０９０－

８８００－４１５９、 Jn1xrr_1215@

yahoo.co.jpへ

☆その他

〇シッティングバレーボール教室
７月３日、９月１１日、１１月６日、

１２月４日の日曜日　午後１時３０

分～３時３０分

 青峰学園体育館※当日ＪＲ河辺駅よ

り送迎バス有（要予約）

小学生以上

 全員が座った姿勢で行うバレーボール

 各日程の３日前までに東京都スポー

ツ文化事業団☎０３ー６８０４ー

５６３６（月～金曜日　午前９時～

午後９時、土・日曜日、祝日　午前

９時～午後５時）へ

〇都市計画の案の縦覧

対象計画案…住宅市街地の開発整備

の方針、計画案の縦覧期間…６月２３

日まで。詳細はホームペー

ジ（２次元コード）から

縦覧、意見書の提出…都都市整備局

都市計画課☎０３ー５３８８ー３２２５、

開発整備の方針…都住宅政策本部企
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画経理課☎０３ー５３２０ー４９３８

〇青梅消防署主催 ・ 普通救命講習
普通救命講習…６月２４日、８月１９日、

１０月１４日、１２月２日、１月２７日、

３月３日の金曜日　午前９時～正午　

普通救命再講習…９月１６日、１０月

２８日、２月３日の金曜日　午前９時

～１１時２０分

青梅消防署３階防災教室

 新規…１, ５００円、再講習…１，

３００円（期限内の救命技能認定証

を当日持参してください）

 青梅消防署救急係☎２２ー０１１９

へ

〇 ４０周年記念講演会「７ヵ国語で話そ
う」（ オンライン）
７月１６日（土）　午後２時～４時

多様な言葉の環境があれば誰でも多

言語が自然に話せる可能性について

話します。※市教育委員会後援

２次元コードから

（一財）言語交流研究所ヒッ

ポファミリークラブ　舩津

☎０９０－４５２３－０２９３

〇 マイクロプラスチックストーリー上映会
とリバークリーン

７月１８日（祝）　午前９時３０分

～午後３時

シネマネコ、釜の淵公園

ごみ問題に関心のある方

環境問題がテーマの映画を鑑賞後、

皆で多摩川の河原をキレイにしよう。

先着３０人

子ども２，５００円、大人３，５００円

（映画観賞券、弁当、保険料等）

シネマ×アクション実行委員会　加

勢川☎０９０－３２１３－

１５３２または２次元コー

ドから

〇 第２３８回東京都都市計画審議会傍
聴者募集

９月２日（金）　午後１時３０分から

東京都庁内会議室

　※ 付議案件は都市整備局ホームペー

ジ（２次元コード）また

は同局都市計画課☎０３

－５３８８－３２２５へ

個人のプライバシーに関わる案件等

があるときは会議が一部非公開とな

ります。

１５人（抽選）

　※ 抽選は８月１９日に都庁会議室で

公開実施

８月１０日（消印）までに往復ハガキに

住所、氏名、電話番号、傍聴希望の

旨を記入し、〒１６３－８００１東京都

都市整備局都市づくり政策部都市計

画課計画監理担当へ（申し込みは１人

１通）

〇ＴＡＭＡ市民塾塾生募集

１０月～令和５年３月（６か月コー

ス）

多摩交流センター

「日本刀入門」、「韓国語を学んで韓

国の文化を親しむ」など全１７講座

４，２００円～８，４００円

７月８日（消印）までにはがきで

〒１８３－００５６府中市寿町１－

５－１府中駅北第２庁舎６階多摩交

流センター内「ＴＡＭＡ市民塾」へ

同塾☎０４２－３３５－０１１１

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

〇夏！体験ボランティア２０２２中止
　新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため中止します。

〇 視覚障害者のためのスマホ、 パソコ
ン教室

 ７月９日（土）、２７日（水）　午後１

時～３時３０分

福祉センター

視覚に障がいのある方

 ＪＲ東青梅駅に迎え可。画面が見え

なくても便利にスマートフォン、パ

ソコン活用。見学可

先着５人

ボランティア・市民活動センターへ

〇上級手話講習会
７月１日～令和５年３月１７日の金

曜日（全３０回）　午前９時３０分

～１１時３０分

福祉センター

中級手話講習会修了者、手話中級程

度の技術をお持ちの方

　※市内在住・在学者優先

講師…手話通訳士　吉永典子氏

先着２０人

７月…４，０００円、８～３月…２，

０００円／月

市社会福祉協議会☎２２－１２３３へ

〇Ｚｏｏｍ使い方講座
基本編…７月６日（水）・７日（木）、

ステップアップ編…７月１５日（金）

☆いずれも　午前１０時～１１時

福祉センター

市内在住者

ステップアップ編は便利な機能の使

い方等を学びます。

ボランティア・市民活動センターへ

〇青梅の森を歩こう！
７月９日（土）　午前９時～正午

風の子・太陽の子広場集合

散策を通して青梅の森の地形や植生

を学ぶ。

先着１０人

ボランティア・市民活動センターへ

〇森林保全ボランティア募集
第３日曜日（雨天時は第４日曜日）　

午前９時３０分～午後３時

ＪＲ東青梅駅北口スーパーマルフジ

前集合

市民

都指定の勝沼城跡歴史環境保全地域

で下草刈等の森林保全活動を実施。

先着１０人程度

月額１００円

勝沼城跡みどりの会　田中☎０８０

－７９８５－８３７２、 rikuo,juri@

gmail.comへ


