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なんでも情報局
ア ン テ ナ

☆催し（ 子ども向け）

〇 モンテッソーリで遊ぼう

１０月２０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

先着３組

 三田保育園　井出☎７８ー８０２２

〇 鈴の音保育園「お芋掘り体験」

１０月２８日（金）　午前９時３０分～

１０時３０分（９時１５分集合）

※雨天時は１１月１日（火）に延期

園の近くの畑

未就園児の親子

 先着１０組（予約制）

 同保育園　岡本☎３１－７８４１

☆催し

〇青梅フォトカジェー展

１０月９日（日）まで　午前１１時～午

後５時

 青梅本町ギャラリー　ほか

 西多摩の写真文化を広めるイベント。

 同展実行委員会　奥村☎２３－６９６２

〇認知症紙芝居と予防ゲーム体験 

１０月５日（水）、１２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

先着１５人

 いきいきひだまりサロンの会　大西

☎０９０－８５１９－４３７０、

iki2hidamari@gmail.com

〇写真展

 １０月７日（金）～１２日（水）　午前

１０時～午後６時（１２日は５時まで）

 西友河辺店ボッパルトホール

 写流会　沖山☎２２－１９２０、

s-okiyama@rapid.ocn.ne.jp

〇秋の山野草展示会
 １０月８日（土）～９日（日）　午前

１０時～午後４時

澤乃井ガーデンギャラリー

 みたけ山草会　佐々木☎０８０－

２０２６－６３７３

〇認知症予防「 げんき教室 」

１０月１０日（祝）　午後２時～３時３０分

福祉センター

 認知症に関心のある方

 持ち物等…飲み物、軽い運動のでき

る服装

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

〇認知症家族の会

１０月１４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

〇青梅いけばな展～はじまり～

１０月１５日（土）～１６日（日）　午

前１０時～午後５時（１６日は４時まで）

ネッツたまぐーセンター

 青梅いけばな同好会　塩野☎３１－

８５０９

〇絵本好きさん集まれ！絵本のむしの会

 １０月１６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 家族会による精神保健福祉相談会
１０月１９日（水）　午後１時～４時

 障がい者サポートセンター

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 奥多摩青梅の秘境を歩く　大塚山境

界尾根

１０月２２日（土）　午前８時３０分～午

後３時※雨天時は２３日（日）に延期

市民（健脚者向け）

 御嶽駅～大塚山境界尾根～日の出山

～高嶺北尾～御嶽駅

１，０００円

先着１０人

森林インストラクター青梅会　小太

刀☎２２－７５７１（午後６時～１

０時）、 kodachi@t-net.ne.jp

〇２５日は講談の日
１０月２５日（火）　午後３時～３時３０分

 ネッツたまぐーセンター

 江戸の人々の生命を守るため兄弟は

大事業に挑む「玉川上水物語」

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。

 菊地玉雲講談の会　菊

地☎２１ー２８５０

〇 和紙ちぎり絵展
１０月２８日（金）～１１

月２日（水）午前１０時

～４時（２日は３時まで）

 西友河辺店　ボッパル

トホール

 和紙ちぎり教室　小川

☎０９０－９３２２ー

５６６３

〇 飼い主のいない猫の

ための里親会

 毎月第１・３土曜日　

午後１時～３時

 ＪＡ西東京直売センター西側駐車場

 おうめ猫の会　森本☎０９０ー４

７４２ー８４１０

☆会員募集

〇現代英語　

 月曜日（第３月曜日を除く）　午後７

時３０分～９時

 河辺市民センター

 事前の準備ができる英語の中・上級

者（教室では原則として日本語禁止）

 知識人向けの米国のニュース週刊誌

ＴＩＭＥを教材にします。

月額４，０００円

 現代英語　加勢川☎０９０ー３２

１３ー１５３２

〇水彩画

 第１・３火曜日　午後１時～５時

 河辺市民センター

 ２０歳以上

月額５００円

 あけびの会　庄司☎２１ー７２６１

〇卓球
水、木曜日　午後１時～３時

 天ケ瀬体育館

 １回２００円、その他費用あり（約５００円）

 指導者あり※初心者歓迎

 ライブリー　飯田☎２２－９８４７

☆スポーツ協会☎２２－０８２７

〇アーチェリー初心者講習会　

 １０月１５日～１１月１２日の土曜

日　午後１時から

 住友金属鉱山アリーナ青梅

小学５年生以上

 ２，０００円

先着６人

 １０月８日までに青梅市アーチェリー協

会　本田☎０８０－５４６５－４２７５

〇健康ボウリング教室（ 入門編 ）

月曜日コース…１０月２４日～１１月２８

日の月曜日　①午前９時３０分～午後

０時３０分②午後１時３０分～４時３０

分、火曜日コース…１０月２５日～１１

月２９日の火曜日　③午後１時３０分～

４時３０分④午後７時～８時３０分

西東京レーン

 ４，０００円（ゲーム代、貸し靴代、

教材代、保険代含む）

 市ボウリング連盟☎０９０－３００６－０

３００、 nishitokyo-lane@i-hachi.co.jp

〇ジュニアオープンテニス大会　

 ☆Ａ・Ｂクラス…１１月５日（土）　午

前９時受付※予備日１１月１９日（土）

☆Ｃクラス…１１月１２日（土）　午

前９時受付※予備日１１月２６日（土）

 市民球技場テニスコート

都内在住・在学の小・中学生

 各回先着１６人※Ａクラスはグリーン

ボール、Ｂ・Ｃクラスは標準球を使用

※Ｃクラスは重複エントリー可

 １クラス２，０００円

 １０月２３日までに必要事項（参加希

望クラス・氏
ふ り が な

名・生年月日・性別・保

護者氏名・住所・電話番号・所属団体）

広告

を記入の上、市テニス協会メール Om

eJuniorOpen@gmail.com へ

※申し込みは必ず保護者が行うこと

☆その他

〇小曾木スポレクフェスタ

 １０月９日（日）　午前９時３０分～

午後１時

第七小学校、小曾木市民センター

 小曾木スポレクフェスタ実行委員会

事務局　秋山☎７４－５３３２

〇 西多摩医師会「 市民健康講座 」
１０月１５日（土）　午後２時～４時

（１時３０分開場）

 イオンモール日の出

 「医師への上手なかかり方」、「新型コ

ロナウイルス感染症にかかったら？」

西多摩医師会☎２３ー２１７１、 ishi-

kai@nishitama-med.or.jp

〇秋の家畜ふれあいデー

 １０月２２日（土）　午前９時３０分

～午後３時

 （公財）都農林水産振興財団青梅庁舎

 牛とのふれあいやバターづくりなどの

体験を通じて、畜産をもっと知ろう！

 同財団　会田☎３１－２１７１

ボランティア・市民活動センター

☎２３－７１６３　 ２３－７１６５

郵送…〒198-0042東青梅１－１７７－３

〇パソボラカフェ

１０月８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

先着６人

 青梅ボランティア・市民活動センターへ

〇子ども向けプログラミング

１０月９日（日）　午前９時５０分～

午後０時１０分

福祉センター

小・中学生

先着６人

 CoderDojo 青梅　鳥居塚☎０９０－

４１７８－１３５２、２次元コードへ

〇 ふれあい大掃除サービス利用者 ・ 協

力員募集

１１月１４日（月）～３０日（水）

 ☆利用者…要介護認定を受けている

６５歳以上のひとり暮らしまたは高

齢者世帯の方☆協力員…高校生以上・

期間中２日以上協力可能で、１１月

４日（月）　午後２時からの説明会に

出席できる方（謝礼あり）

 利用料１，５００円

 １０月２０日までに青梅ボランティ

ア・市民活動センターへ

〇傾聴ボランティア養成講座

１１月１０日、２４日、１２月１日、８日、

２２日の木曜日　午後１時３０分～４時

 福祉センター

 ５，０００円

先着２０人

 青梅ボランティア・市民活動センターへ

 0/ 付　公文エルアイエル　広報おうめ

カラー　2号広告（H69×W74）訂 

入稿日8/00

 文 書 写 先生 検 索

 12 -41 -297

 室開設説明会（時間は10：30～12：30）

  10/ 5（水）15：00～
  10/13（木）14：00～
  10/14（金）11：00～

  10/17（月）11：00～
  10/21（金）14：00～

 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

〒 00-0005  東京都千代田区丸の内 -6-   丸の内センタービル 8F
 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

 当日ご都合の悪い方はお気軽にお問い合わせください。オンラインも対応しています。

※25歳 6 歳（女性）の方にお願いしています。

■  立川 10/7（金）TTM立川ホール 立川南口MHビル 5階 会議室（立川市錦町2-1-33）

■  渋谷 10/4（火）・31（月）渋谷ヒカリエ 11階 ヒカリエ カンファレンスルームＡ
※渋谷会場の時間は10：00～12：00

■  東京 10/7（金）・17（月）・25（火）丸の内センタービル 18階 会議室

 記日程で
オンライン説明会を
開催します。 （約1時間）


