公共施設からのお知らせ
９月の施設休館日

◦市民サービスセンター 毎週月火（16
日 祝・23日 祝 除 く）､18日 水・19日 木・
25日水・26日木
問 ☎981・8111
（駅前サービスセンター）
◦中央公民館 17日火・18日水
○図書室：毎週月（16日 祝・23日 祝 除
く）､17日火・18日水・24日火・25日水
○東部地区公民館 17日火
◦総合体育館 17日火
◦屋内温水プール 17日火
◦児童館ワンダーランド 毎週月（16日
祝・23日 祝 除 く）
､17日 火 〜 19日 木・
24日火・25日水
◦おあしす ４日水・18日水
◦市立図書館 毎週水､５日木・19日木
◦視聴覚ライブラリー 毎週月（16日
祝・23日 祝 除 く）
､10日 火・17日 火・
24日火・25日水・27日金

集合）〜午後４時30分（吉川駅解散）
場 高尾山
（東京都八王子市）
対・定 一般
（市内在住・在勤）
・先着22人
費 2,810円
（電車賃､ケーブルカー料金）
持 弁当､飲み物､雨具､タオルなど
申 ９月10日火から25日水までに費
用を添えて直接､中央公民館へ。

◦ハッピーハロウィン！・パーティー！
日 10月19日土午前９時30分〜正午
場・費 中央公民館調理室・500円
内 ココアクッキーとカード作り
対・定 市内小学生〜中学生・20人
（抽選）
申 ９月18日水から30日月までに電
話または直接､中央公民館へ。
◦えほんのひろば（絵本の読み聞かせ）
日 毎週土午後３時30分〜４時
対・費 幼児〜小学生・無料
※読み聞かせボランティア募集中！

◦サンサンランド（太陽の黒点観測）
日 毎週日午後１時〜１時30分
◦月例碁石並べ大会（小・中学生）
日 ９月23日 祝 午後１時30分〜２時30分
◦アニメランド
日 毎週日 祝 午後１時30分〜
◦スポーツランド（バスケットボールなど）
日・対 毎週日午後３時30分〜４時30
分・小学生以上

おあしす・市立図書館

☎984・1888、 983・5500

◦①ピラティス②シェイプアップ教室
③はじめてベリーダンス
日・対・定 ①９月毎週木
（26日除く）②
10月毎週木③10月毎週金午前10時15
分〜 11時15分・16歳以上・各先着30人
場・費・申 おあしす多目的ホール・１回
500円・電話または直接､おあしすへ。
おはなし会（市立図書館内おはなし室）
児童館
☎981・6811、 983・1865
◦おはなしの国たんぽぽ（１歳〜４歳）
中央公民館
☎981・1231、 983・1864
◦プラネタリウム（①一般②幼児番組） 日 ９月12日木午前11時〜
◦中央公民館草取り
◦英語おはなし会（０歳〜小学生）
①「秋の星空と宇宙人っているの？」
日 ９月21日土午前８時〜
日 ９月14日土午前11時〜
（１時間程 ②「星の子ポルと森のどうぶつたち」
日 ①毎週土日 祝 午後３時〜３時50分､ ◦赤ちゃんおはなし会
度）※雨天時は28日土に順延
（３カ月〜１歳）
対・持 中央公民館各利用団体から２〜 毎週日午前11時〜 11時50分②９月16 日 ９月20日金午前11時〜
日 祝・23日 祝 午前11時〜 11時30分
３人・軍手､かま､ビニール袋
◦おはなしの国ひまわり（４歳〜小学生）
対・費 ３歳以上
（未就学児は保護者同 日 ９月28日土午後３時〜
◦初歩から楽しむ！韓国語
日・場 10月26日 土 午 前10時 〜 午 後 伴）
・市内無料､市外200円
◦図書館ツアースペシャル「この指と
１時・中央公民館調理室､202研修室 ◦市民天体観望会（中秋の名月を観望） 〜まれ！」
内 韓国料理作り､初歩の韓国語を学ぶ 日 ９月21日土午後７時〜８時
日 ９月21日土午前10時〜正午
対 小学生以上
講師 市内在住の金連喜さん
（中学生以下は保護者 場・対・定 おあしすミーティングルー
対 一般
同伴）※雨､雲天時は中止
ム４､市立図書館・一般・先着20人
（市内在住､在勤）
定・費 先着25人・500円
申 電話または直接､市立図書館へ。
◦ペーパーランド（紙工作）
持 エプロン､三角巾､ふきん､筆記用具 日・対 ９月７日土・21日土午後２時〜 ◦ライブラリーおはなし会
申 ９月20日金から10月10日木まで 3時30分・小学生以上
日・対・問 ９月18日水午前11時〜・未就
に費用を添えて直接､中央公民館へ。 ◦ガラクタランド
学児とその保護者・視聴覚ライブラリ
（楽しい工作）
◦からだスッキリ！健康教室（①料理 日・対 ９月14日土・28日土午後２時 −☎981・8113､ 981・8114
〜３時30分・小学生以上
◦読書サロン｢お茶を飲みながら｣
編②運動編）
日・対 ①10月24日木午前10時〜午後 ◦わくわくらんど
（ふれあい遊びなど） 宮本 輝『錦繍』
１時②10月24日木・31日木午後１時 日・対 毎週土午後１時30分〜２時・就 日 ９月28日土午後２時〜４時
対・定 一般・先着10人
30分〜３時30分（全２回）
・一般（市内 学前の子どもと保護者
在住､在勤）
◦あそぼうタイム（スポーツ＆レクリエ 場・申・問 電話または直接､視聴覚ライ
場・費 ①中央公民館調理室②中央公 ーションなど）
ブラリーへ｡☎981・8113､ 981・8114
日・対 毎週土 祝 午後３時30分〜４時 ◦
民館ホール・①500円②500円
「語り」と「詩」朗読の世界
内・定 ①栄養士による講義､調理実習 30分・小学生以上
日 ９月29日日午前10時〜
対・定 一般・先着50人
②軽運動・①先着24人②先着20人
◦親子でスポーツタイム
場・申・問 電話または直接､視聴覚ライ
持・申 ①エプロン､三角巾､ふきん②タ 日 毎週日午前10時30分〜正午
オル､飲み物・①②共通､９月20日金 内・対 親子でスポーツ（卓球､バスケ､ ブラリーへ｡☎981・8113､ 981・8114
から10月10日木までに費用を添え 跳び箱）
・小学生以上
総合体育館
☎982・6800、 983・1867
て直接､中央公民館へ。
◦おもちゃの病院（おもちゃの修理）
日・費 ９月６日金､10月４日金午前10 ◦沼辺公園テニスコート利用不可日
◦高尾山でハイキング！
日 10月３日木午前８時20分
日 ９月28日土
（吉川駅 時〜 11時30分・部品代
キム ヨン ヒ

「広報よしかわ」のカセットテープ版を、朗読サークルきんもくせいの協力で作成しています。

17

広報よしかわ2013.9

