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☆催し（子供向け）

〇 ジュニア卓球教室
 ９月２日～１０月２８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

 持ち物…室内用運動靴、タオル、水

筒※貸ラケット有

先着５人

１回１，０００円、月額３，０００円（４回）

 プラムジュニア卓球クラブ　久保☎

２２ー５５８３

〇 親子ふれあい広場「 つくし組　」
 ①９月１５日（木）②２４日（土）　

午前１０時～１１時３０分

①わかぐさ公園②青梅幼稚園

未就園児と保護者※０歳児も参加可

ころころあそび＆お誕生会

 青梅幼稚園　横山☎３１－

０３７３、２次元コード

〇はあとの幸せ呼ぶベビーマッサージ
 ９月２６日（月）　午前１０時３０

分～正午

古民家ちがせ（千ヶ瀬町２－２３０）

生後３か月～６か月の子どもと保護者

先着６組

５００円（オイル代）

 （特非）青梅ファミリーサポート

はあと事務局☎０９０－４６２１-

５２２０、 haat.family@gmail.com

〇マタニティ講座
 ９月２７日（火）　午前１０時～１１時

三田保育園

 マタニティの方、乳幼児の

保護者

 大切な命が育つ場所を一緒に考えよう

先着３組

 三田保育園　井出☎７８－８０２２、

２次元コード

☆催し

〇 大門アートサークル展
 ９月６日（火）まで　午前１０時～

午後５時※１日は１時から、６日は

３時まで

中央図書館

 同サークル　松井☎２２－９６７６

〇認知症家族の会
９月９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 絵画展
 ９月１３日（火）～１８日（日）　午

前９時～午後６時※１３日は１時か

ら、１８日は４時まで

中央図書館

 かたつむり　田中☎３１－１３３６

〇 カラオケ歌謡イベント
 ９月１１日（日）　正午～午後４時

ネッツたまぐーセンター

 健康カラオケ教室　吉村☎０９０－

１５３９－７３５９

〇 家族会による精神保健福祉相談会
 ９月１５日（木）　午後１時～４時

 福祉センター

 精神障がいや心の問題の相談。

先着５人

 青梅精神保健福祉家族会ほっとスマイ

ル　遠藤☎０８０ー５１９２ー２２７０

〇 フォト大多摩写真展
 ９月１６日（金）～２１日（水）　午前

１０時～午後６時※２１日は５時まで

西友河辺店ボッパルトホール

 同会　富澤☎０９０－３２０７－

４５４８

〇秋の山野草展示会
 ９月１７日（土）～１８日（日）　午

前９時～午後４時

青梅信用金庫ギャラリー

 多摩山野草クラブ　會川☎０９０－

２３３５－０１２５

〇紙芝居
 ９月１８日（日）　午後１時３０分～

２時３０分

ネッツたまぐーセンター

 紙芝居サークル「繭
まゆ

」　石川☎０９０

－７１９６－６３１２、 keiko.

rose.7196@docomo.ne.jp

〇青梅プロムナードコンサート
９月１９日（祝）　午後２時～４時

 ネッツたまぐーセンター

中国の演奏者による二胡と楊琴の調べ。

先着１００人

２，５００円

 青梅プロムナードコンサート　遠藤

☎２４－７０８８、 en7088art@tbz.

t-com.ne.jp

〇 25 日は講談の日
９月２５日（日）　午後３時～３時

３０分

ネッツたまぐーセンター

 平家の最後、壇ノ浦「耳なし芳一」

 菊地玉雲講談の会　菊地☎２１ー

２８５０

〇「 認知症予防　」 ひだまりサロン
 ９月１９日（月）、２６日（月）　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

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、 ik

i2hidamari@gmail.com

☆会員募集

〇大人の書道
 月曜日　午前９時４０分～１１時

４０分※第３月曜日除く

河辺市民センター

 漢字仮名ペン字実用書。基礎から好き

な教材を都合に合わせて。遅刻早退可。

 １回１，０００円

 ゼブラ　森田☎２２ー０９８７、

kkumi@mbi.nifty.com

〇将棋
火・木曜日　午後１時～５時

ネッツたまぐーセンター

 １日１００円

 ネッツたまぐー将棋会　坂本☎２７

－２６５１

〇写真クラブ
 第３水曜日　午前１０時～１１時３０分

東青梅・成木市民センター

先着３人

半年額９００円

 写流会　久保田☎７４－５４８２、２

次元コード

〇囲碁
 金曜日　午後１時～５時

東青梅市民センター

月額５００円

 コスミ会　青山☎０９０－９９６３

－５６５９

〇軽ハイキングと話し合いで体と心の健康
 ハイキング…第２・４日曜日　午前

９時３０分から、話し合い…第３土

曜日　午後１時から

住友金属鉱山アリーナ青梅

 年額１，０００円※交通費、お茶代等

は別途

 軽ハイキングと話し合いの会　矢田

部☎２４－９３８２

スポーツ協会だより

水曜を除く月～木曜日…午前１０時～

午後４時、金曜日…午後１時～４時、

土曜日…午前１０時～正午（水・日曜

日、祝日定休）

〇ジュニアゴルフ教室
 １０月２日～１６日の土・日曜日　午

後１時～２時

 オソキゴルフセンター

市内在住の小学生～高校生

 持ち物…運動のできる服、クラブ、グ

ローブ（お持ちの方）

各日先着６人

 オソキゴルフセンター☎７４－６３７０

〇ソフトテニス大会
☆第４４回青梅ママさん・第１８回シ

ニア男子６０

 １０月６日（木）　午前９時

※予備日１０月１３日（木）

市民球技場

 青梅ママさん…市内在住・在勤の既

婚女性、または３０歳以上の女性

　シニア男子６０…市内在住・在勤の

　６０歳以上の男性

 ダブルス団体戦（青梅ママさん）、ダ

ブルス個人戦（シニア男子６０）

１人４００円

 ９月１４日までに青梅ママさん役員

大室☎２４－０５０７、市ソフトテ

ニス連盟ホームページから

☆ 第５９回青梅オープン・会長杯

 １０月２３日（日）　午前９時１０分

開始（８時４５分集合）

※予備日１１月６日（日）

市民球技場、友田リクリエーション

広場、青梅スタジアム

 ソフトテニス愛好者

 種目（男女共）…１部、４５、シニ

ア６０、市民の部

※ 申し込みが４チーム未満の場合は、希

望により他の部に繰り込み

１ペア２，０００円

 １０月４日までにスポーツ協会事務

局☎２２－０８２７、市ソフトテニ

ス連盟ホームページから

☆いずれも

 同連盟　渡邉☎０９０－２４３５－

４８５２

☆その他

〇青梅市観光 PR 看板制作プロジェクト
 ９月３０日（金）まで

 クラウドファンディング、看板デザ

イン募集中！一緒に看板

を作りましょう！詳細は

２次元コードを確認

 （一社）青梅青年会議所　芳野☎２３

－０１１１、２次元コード

ボランティア・市民活動センターから

☎２３－７１６３　 ２３－７１６５

郵送…〒198-0042東青梅１－１７７－３

〇お～ちゃんフェスタ２０２２
　９月に開催を予定していまし

たが、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため中止となりました。

〇一緒に日本語を勉強しませんか
 ９月７日（水）～２８日（水）　午後７

時３０分～９時

福祉センター

外国人

 初級から上級まで

 青梅ボランティア・市民活動センター

〇パソボラカフェ
 ９月１０日（土）　午後１時～３時

３０分

福祉センター

中高年で初心者の方

 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６人

 青梅ボランティア・市民活動セン

ター

〇子ども向けプログラミング
 ９月１１日（日）　午前９時５０分

～午後０時１０分

福祉センター

小・中学生

 プログラム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　鳥居塚☎０９０－

４１７８－１３５２、２次元コード

〇青梅の森 ・ ひさかきの会
 第２日曜日、第４金曜日　午前９時

～正午

青梅の森

市内在住の１８歳以上の方

 青梅の森保全のため、動力工具を使

用せずヒサカキの除去を行う。

 年額１，０００円

 同会　佐藤☎０９０－５４４０－

７８３８
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