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☆会員募集

〇観世流謡と仕舞
木曜日（月３回）　午後１時～５時

河辺市民センター

初心者歓迎

月額６，０００円

 青梅謡曲会　小川☎３１－１６５３

へ

〇オーケストラ
土曜日（月２回）　午後５時～９時

３０分

 ネッツたまぐーセンター

 プロの指導あり。見学可

 年額３，０００円

 シンフォニエッタ青梅　小林☎０９

０－７１７８－４１１５、２次元コード

〇七宝焼
 第２土曜日、第４日曜日　午後１時

～４時

 河辺市民センター

アクセサリー、小物作り。見学歓迎

年額３，０００円

 サークル虹　松本☎０９０ー９１４

０ー３６００へ

☆その他

〇山の日記念ウォーク
 ８月１１日（祝）　午前８時４５分～

午後１時

 住江町運動広場集合

 青梅丘陵と昭和レトロの青梅宿を歩

く

 ５００円（保険・資料代）

 （特非）東京都ウォーキング協会☎

０３－３２９５－６２６２

〇 令和４年秋季大学通信教育合同入学
説明会

 ８月２０日（土）　午前１１時～午後

４時

 新宿エルタワー３０階　サンスカイ

ルーム（都新宿区西新宿１－６－１）

 各大学、大学院、短期大学別の相談

コーナー

（公財）私立大学通信教育協会☎０

３ー３８１８ー３８７０へ

〇自然いっぱいの成木で遊ぼう !
 ８月２５日（木）　午前１０時～１１

時３０分

成木市民センター

 ３歳児以下と保護者（兄弟同伴の参

加可）

 水遊び道具の制作と遊び、持ち物…

上履き

先着１０組

 ２０日までに☎７８－０７６２、 sk

inship@kodomomirai-ome.com で（ 特

非）青梅こども未来へ

〇 介護職員初任者研修（ 通学 ） 受講
生募集
 ９月１日～１０月２２日の月、木、土

曜日（計２０日間）　午前９時～午後

５時

※ １０月９日～１６日のうち４日間の

実習あり

 ケア・センターやわらぎ研修センター

（立川市錦町２－６－２３小川ビル２

階）

 １０，０００円（テキスト代含む）

先着１８人

 ８月２５日正午までに、本人確認書類

のコピーを持参し、（特非）ケア・セ

ンターやわらぎへ

 同法人☎０４２－５２３－３５５２

〇草木染め体験～森の彩りの身にまとう～

 ９月１４日（水）　午前１０時～午後

４時

 二俣尾・武蔵野市民の森「自然体験館」

 森の散策やシルクスカーフの草木染

め、昼食持参

 ４，０００円～７，０００円（保険代、

スカーフ代含む）

１０人（抽選）

 ８月２５日までに、参加者の氏
ふりがな

名、住

所、電話番号をエンジョイ・フォレ

スト女性林研事務局 ０４２－５９７

－１５２０へ

 同事務局☎０４２ー５９７－２８８

１（土・日曜日、祝日を除く午前９

時～午後５時）

〇中学校卒業程度認定試験
 １０月２０日（木）

 東京都教職員研修センター（文京区

本郷１―３―３）

 中学校卒業程度の学力があるかどう

かを認定するために国が行う試験

 願書受付期間…９月２日まで

 都教育庁地域教育支援部義務教育課

小中学校担当☎０３－５３２０－

６７５２

〇都民対象講演会
 １０月２６日（水）　午後２時３０分

～４時３０分

 なかのＺＥＲＯ小ホール（都中野区

中野２－９－７）

都内在住者

 長野五輪銅メダリスト岡崎朋美氏に

よる講演。参加者に粗品プレゼント

５００人（抽選）

 ２次元コードから

  ( 公財 ) 東京税務協会

☎０３－３２２８－７９９８

〇青梅プロムナード実行委員
 年２回のコンサート開催への企画・立

案・実行。２ヶ月に一度の会合あり

若干人

 青梅プロムナードコンサート　遠藤

☎２４－７０８８、 en7088art@tbz

.t-com.ne.jp へ

〇 ハローワーク青梅～急がば学べ ・ 職
業訓練のご案内～
  スキルアップで就職力アップを目指

しませんか？事務・IT、介護など多

彩なコース設定

 ハローワーク青梅　☎２８－８８０

８

〇八王子都税事務所から
☆ 個人事業税第１期分の納期限は８月

３１日

  納付する際は非対面式のキャッシュ

レス納税（スマートフォン決済アプ

リ・クレジットカード等による納付）

の活用をお願いします。所得税・個

人事業税の申告期限が延長された影

響等により納税通知書が９月以降に

届いた場合は、記載された納期限ま

でに納付してください。

※ 省エネ設備の取得に係る減免の申請

も受け付けています。

※ 新型コロナウイルス感染症の影響に

より納税が困難な方には、申請によ

り最長１年間納税が猶予される制度

があります。

☆ 災害等により甚大な被害を受けた方

に対して都税を減免する制度

 災害等により甚大な被害を受けた方

に対して、一度課税された税金のう

ち、納期限前のものを被災の程度等に

よって減免（軽減または免除）する

制度があります。（納税を猶予する制

度もあります）対象は、不動産取得

税、個人事業税などです。原則として、

納期限（不動産取得税を除く。）まで

に納税者本人からの申請が必要です。

被災の事実を証明する書類を添えて

都税事務所へ申請してください。

☆ ゼロエミ住宅の新築に対する不動産

取得税を減免します。

 太陽光発電システムの設置、一定の要

件を満たす新築の東京ゼロエミ住宅

 減免を受けるには申請が必要です。

☆ いずれも…詳細は都主税局 https:/

/www.tax.metro.tokyo.lg.jp/、同事

務所☎０４２－６４４－１１１１

ボランティアセンターから
☎２３－７１６３ ２３－７１６５

郵送…〒 198-0042 東青梅１－１７７－

３

〇 おもちゃの病院おうめ
 ８月６日～２７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

〇ほほえみ体操
８月８日（月）　午前１０時～１１時

福祉センター

 市内特養施設の高齢者とオンライン

で体操

先着３０人

 ボランティア・市民活動センターへ

〇パソボラカフェ
 ８月１３日（土）　午後１時～３時

３０分

福祉センター

中高年で初心者

 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６人

ボランティア・市民活動センターへ

〇青梅ボランティア活動助成金
助成金…１団体５万円以内（４団体）

　 研修会の開催、器具・機材の購入、福

祉教育・啓発活動の実施。

※１０月上旬に助成予定

 ８月２２日（必着）までに申請書（ホー

ムページよりダウンロード可）に必

要事項を記入し、ボランティア・市

民活動センターへ

なんでも情報局
ア ン テ ナ

☆催し（子ども向け）

〇 プール開放
８月５日（金）　午前１０時～１１時

三田保育園

未就園児親子

 水遊びをして楽しく過ごしましょう。

 先着３組

 三田保育園　井出☎７８－８０２２

〇 親子でフラダンス♪
 ８月２５日 ( 木）　午後４時２０分～

４時５０分

新町市民センター

２歳～小学３年生の親子

 親子で一緒に初めてのフラダンス

１，０００円

 先着８人

 子どもフラダンス　瀬戸☎０９０－

６４９１－５２６２、２次元コード

☆催し

〇認知症家族の会
８月１２日（金）　正午～午後３時

福祉センター

 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　河村☎

２２－２７４５

〇絵本好きさん集まれ！絵本のむしの会
 ８月１４日（日）　午後１時３０分～

３時

 中央図書館

 赤ちゃん、幼児、小学生以上向けの

本の紹介

先着３０人

 図書館ボランティア絵本研究会　若

穂井☎０９０ー６５０３ー４７８２

〇平和と納涼のつどい
８月１４日（日）　午後２時～５時

 福祉センター

 戦後７７年今思うこと、参加者から

の発言、紙芝居、朗読、歌声　ほか

３００円（資料代）

 同実行委員会　浜崎☎３１ー０２

９８

〇２５日は講談の日　
 ８月２５日（木）　午後３時～３時

３０分

 ネッツたまぐーセンター

 宮本武蔵三「火の巻」、鎖
くさりがま

鎌の達人、

宍
し し ど ば い け ん

戸梅軒現る

 菊地玉雲講談の会　菊地☎２１ー２

８５０

〇 講演会「 都立高校の入試が変わる 」
 ８月２７日（土）　午後２時～４時

福祉センター

 講師…西田昭司氏。１１月に初めて

実施予定のスピーキングテスト導入

について

先着６０人

３００円（資料代）

※高校生以下無料

青梅子ども子育て懇談会　杉山☎０
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