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広報
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あきる野

災害に備えて

主な記事
・秋の全国交通安全運動９月21日㈭〜30日㈯…２面
・国民健康保険の保険証を更新します…２面
・「あきる野市障がい者防災・スポーツフェア2017」
防災運動会の参加者募集…４面
・９月の休日医科診療と歯科診療…８面

９月１日は防災の日

災害はいつ起こるか分かりません。市が配布しているハザードマップで身の回りの土砂災害警戒区域・
浸水想定区域の把握や自宅周辺の避難場所などを確認し、日ごろから防災意識を高めましょう（ハザード
マップは、市ホームページなどで確認できます）。

市が発表する避難勧告などの情報伝達方法
市では、集中豪雨や台風などで被害が予想されるとき、必要に応じて、次の手段でい
ち早く情報をお伝えします。

〇防災行政無線

〇あきる野安心メール

内容が聞き取れない場合は、電話で放
送内容を確認することができます。

気象情報や避難所の開
設、避難勧告などの情報
を電子メールで配信して
います。

・☎０１２０・５５８・５４０
（フリーダイヤル）
※０５０から始まる一部のＩＰ電話は、利用
できません。

・☎０４２・５５８・７７７７

※事前の登録が必要です。

す。

・気象庁ホームページ…河川の洪水発生の危
険度の高まりを判定して
「洪水警報の危険度分布」
を公表しています。
※避難勧告などの発令から行動
は、２面の図をご覧ください。

登録はコードを読み取ってそのまま送信して

・テレビのデータ放送

ください。

※テレビのデータ放送は、リモコンの「ｄ」ボタン
を押して確認してください。

（有料ダイヤル）
※放送から24時間後まで聞くことができま

気象庁などが発表する
「気象情報」の入手方法

〇消防団などの広報活動

問合せ

地域防災課防災安全係

広報あきる野は、毎月１日と15日に新聞折込と個別配布でお届けしています。市内に住所があり、折込対象の新聞を購読していない方は、市に個別
配布をお申込みいただければ、無料でお届けします。また、市のホームページでもご覧になれます。詳しくは市長公室にお問い合わせください。

再生紙を使用
しています

６９８万円

児
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秋の交通安全フェスティ
バル︵福生警察署管内︶

▽日時 ９月 日㈰ 午後２時
〜
▽場所 羽村市生涯学習センタ
ーゆとろぎ︵羽村市緑ヶ丘１
ー ー５︶
▽内容
●第一部…式典︵一日警察署長
委嘱式、交通安全教室︶
●第二部…アトラクション︵福
生交通少年団鼓笛演奏、福生
交通安全協会吹奏楽部演奏、
伊吹吾郎さんによる歌とトー
クショー︶

交通事故死ゼロを目指す日

▽日時 ９月 日㈰
〜
▽場所 五日市会館
▽内容

交通安全のつどい
︵五日市警察署管内︶

▽持ち物 年金手帳、はんこ
▽申込み・問合せ 保険年金課
年金係、五日市出張所市民総
合窓口係︵申し込みのみ︶、
青梅年金事務所︵☎０４２８
・ ・３４１０︶

国民健康保険の
保険証を更新します

●第一部…式典
●第二部…アトラクション︵五
日市交通少年団鼓笛演奏、五
日市交通安全協会女性部寸
劇︶

る歌謡ショー

●第三部…植松しのぶさんによ

福生警察署

交通安全アンバサダー任命式＆
交通安全体操・トークショー

▽日時 ９月 日㈭ 午後２時
〜
▽場所 秋川ふれあいセンター
▽内容
●第一部…交通安全アンバサダ
ー︵大使︶任命式
●第二部…渡辺光美さんによる
交通安全体操・トークショー
▽問合せ 五日市警察署︵☎５
９５・０１１０︶、福生警察
署︵☎５５１・０１１０︶、
地域防災課防災安全係

方は、お問い合わせください。
●持ち物…新しい保険証、国保
の保険証、はんこ、マイナン
バーの分かるもの
▽問合せ

国保係

●保険証について…保険年金課

課徴税係

●保険税の納付について…徴税

▽対象 無作為に選ばれた市
平成 年就業構造
内︵全９調査区︶にお住ま
基本調査を実施します
いの世帯で 歳以上の世帯
員全員の方
※全国約 万世帯︵約１０８
万人︶が調査対象です。
▽調査方法 準備調査として、
９月上旬以降に対象地域に
お住まいの世帯を調査員が
訪問し、﹁調査についての
お知らせ﹂の用紙を配布し
ます。その際、世帯の状況
について聞き取り調査を行
この調査は、５年に一度実施
います。調査対象となった
され、 月１日を期日とし、国
世帯には、実地調査として
民のふだんの就業・不就業の状
再度９月中旬から調査員が
態や正規・非正規雇用の就労実
訪問し、調査票を配付しま
態などを詳細に把握することで、
す。調査票は、調査員によ
雇用政策を始め経済政策などに
る回収かインターネットで
必要な基礎資料を得ることを目
の回答により提出できます。
的に実施します。
▽問合せ 総務課庶務係

方は、月末までに医療機関に
変更後の保険証を提示してく
ださい。国保の保険証で受診
された場合、市から医療費の
返還を請求させていただく場
合があります。また、新しい
保険証がお手元に届いたら国
保の脱退手続きをお願いしま
す。郵送で手続きを希望する

午後１時
９月 日㈯は、交通事故死ゼ
ロを目指す日です。一人一人が
交通ルールを守り、交通事故の
発生を防止しましょう。

●二輪車の交通事故防止

●飲酒運転の根絶

用の徹底

秋の全国交通安全運動 ９月 日㈭〜 日㈯
〜やさしさが 走るこの街 この道路〜
交通安全運動をきっかけに、
住民一人一人が交通安全に関心
を持ち、交通ルールの遵守と正
しい交通マナーを実践するほ
か、地域における道路交通環境
の改善に向けた取組に参加する
など、みんなの力で悲惨な交通
事故を防止していくことを目的
としています。

交通安全運動の重点
●子どもと高齢者の安全な通行
の確保と高齢運転者の交通事
故防止

転車乗用中の交通事故防止

●夕暮れ時と夜間の歩行中、自

チャイルドシートの正しい着

●全ての座席のシートベルトと

は、２００円が上限です。
※食事療養標準負担額を除く
▽申請に必要なもの はんこ、
健康保険証［児童と保護者
︵父母︶のもの］、平成 年
度課税︵非課税︶証明書︵平
成 年１月２日以降、あきる
野市に転入した方のみ︶
※その他要件によっては、必要
になる書類があります。
▽申請・問合せ 子ども政策課
子ども政策係、五日市出張所
市民総合窓口係︵申請のみ︶
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現在お持ちの国民健康保険被
保険者証︵保険証︶の有効期限
は平成 年９月 日までです。
月１ 日 か ら 使 え る 新 し い 保
険 証は、９月中に簡易書留で送
付します。新しい保険証が届き
ましたら記載内容に誤りがない
か必ず確認してください。誤り
がありましたらご連絡ください。
※古い保険証は、市民ポストに
投函せず、各自で破棄するか
市役所、五日市出張所の窓口
に直接お持ちください。
▽保険税の未納がある方 有効
期間が短い﹁短期証﹂を窓口
で発行します。対象の方に
は、通知します。
▽他の健康保険に加入した方
他の健康保険に加入した日か
ら、国保の保険証は使用でき
ません。健康保険が変わった
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避難指示発令
特別警報

10

10

感動をありがとうございました

52

大雨

11

29

10

30

おめでとうございます！

付加保険料とは、月々の保険
料に４００円を加えて納める
と、老齢基礎年金に付加年金が
上乗せされて受け取ることがで
きる制度です。
▽対象 国民年金第１号被保険
者、任意加入被保険者︵保険
料の免除などを受けている
方、国民年金基金に加入され
ている方を除く︶
▽納付方法 申し込みをした月
から付加保険料を納めること
ができます。

受け取る年金額が増やせる
付加保険料制度を
ご利用ください
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速やかに命を守る行動をしましょ
う
直ちに指定された避難所等安全な
場所へ速やかに避難しましょう
避難所等への避難が難しい場合
は、斜面から離れた部屋や２階な
どの建物の中の少しでも安全な場
所に移動しましょう

東海大学菅生高等学校ベスト４

30

避難所を開設
●マル子…小学校１年生から中
学校３年生までの義務教育就
学年齢の子どもで、父か母
︵どちらか高い方︶の所得が
所得制限額を超えていない方
※生活保護を受給している方、
心身障害者医療費助成︵マル
障︶の医療証︵負担者番号８
０１３７４９０︶か、ひとり
親家庭等医療費助成︵マル
親︶の医療証︵負担者番号８
１１３７４９９︶をお持ちの
方は対象外です。現在受けて
いる制度を引き続きご利用く
ださい。
▽助成内容など
●マル乳…医療機関にかかった
際の保険診療の自己負担分を
全額助成します。
●マル子…入院、調剤、訪問看
護の保険診療︵医療費分︶の
自己負担分を全額助成しま
す。通院︵柔道整復などの施
術を含む︶に係る医療費︵通
院１回当たり︶の自己負担分
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大雨情報

指定された避難所等安全な場所へ
速やかに避難しましょう

避難勧告発令
※条件により所得から控除できる金額があります。

●マル乳…小学校就学前の乳幼

回全国高等学校野球選手権大会

10

大雨警報

乳幼児医療費助成制度
︵マル乳︶と義務教育
就学児医療費助成制度
︵マル子︶の申請は
お済みですか
表 義務教育就学児医療費助成制度所得制限額
い医療証を送付しますので、
新たに申請する必要はありま
せん。
※古い医療証は、各自で破棄し
てください。
▽対象

２人

短時間

38万円を加算します

自主避難者
受入れの態勢

６６０万円

警戒情報
１人

土砂災害
６２２万円

記録的
１人増すごとに
３人以上

高齢者や病人、障がいのある方な
ど避難に時間のかかる方は、早め
に避難しましょう
それ以外の方は、非常時に持ち出
すものを用意し、避難の準備を始
めましょう

０人

情報収集態勢

テレビやラジオなどの気象情報に
注意しましょう
夜間に大雨が予想される場合は、
暗くなる前に安全な場所に避難し
ましょう

10

避難準備・
高齢者等
避難開始発令
所得制限額

市民の行動
気象情報

乳幼児医療費助成制度︵マル
乳︶は、所得制限がありませ
ん。マル乳の医療証をお持ちで
ない方は申請してください。
義務教育就学児医療費助成制
度︵マル子︶は、前年の所得を
基に該当の可否を判定します。
現在、所得制限額の超過により
マル子を受けていない方で、平
成 年中の所得が、表の所得制
限額を超えていない方は、申請
してください。
※マル乳とマル子は、毎年 月
から新しい医療証に切り替わ
ります。現在、マル乳とマル
子の医療証をお持ちの方で、
月１日以降も引き続き該当
する方は、９月末までに新し

第

99

扶養人数

市の対応

洪水警報

１面のつづき
避難勧告等の発令
図
28

10

（２）
平成29年（2017年）９月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

音訳ボランティアの協力により作成をしている、デイジー版広報あきる野（音声版広報）のＣＤを各図書館で貸し出しています。図書館の利用者カードをお持ちならどな
たでも利用できます。詳しくは図書館にお問い合わせください。
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二宮３５０︶

▽報酬 ９５００円︵審議会１
掃・リサイクル係︵〒１９７
回当たり︶
ー０８１４ 二宮３５０︶
▽応募方法 ９月 日㈮︵消印
有効︶までに、﹁私が考える
ご
み
の
減
量
の
た
め
の
一般廃棄物の減量や再利用の
助成制度
促進﹂について８００字以内
にまとめた原稿用紙と生活環
境課で配布する応募用紙に必
要事項を記入の上、郵送する
か直接窓口で応募してくださ
い。
※応募用紙などは市ホームペー
ジからダウンロードできます。
▽その他 作文などを基に選考
します。
※作文の内容は公表しません。
※会議は平日の日中に年２回程
市では、生ごみ堆肥化容器購
度開催します。
入費の一部補助と家庭用ＥＭ菌
▽応募・問合せ 生活環境課清 生ごみ処理容器の無償貸与︵貸

決定しました

の貸与︵貸し出し︶
し出し︶を行っています。
●貸 与 の 要 件 … 市 内 在 住 の 方
▽生ごみ堆肥化容器︵コンポス
で、今までに貸与を受けてい
ト︶購入費の補助
●補助対象…市内に在住で、今
ない方、すでに貸与を受けて
までに補助金の交付を受けて
２年を経過している方で、継
いない方、交付を受けて３年
続的に使用できる方
●貸与の内容…１世帯２基まで
を経過している方で、継続的
で貸与期間は２年間とし、貸
に使用できる方
●補助金額
与期間経過後は無償譲与とな
＊地上型…購入金額の２分の１
ります。ＥＭ発酵資材︵ボカ
以内︵補助限度額２５００円︶
シ︶は自己負担です。
●申請方法…はんこをお持ちく
＊埋設型…購入金額の２分の１
ださい。
以内︵補助限度額４５００円︶
▽問合せ 生活環境課清掃・リ
※１００円未満切捨て
●申請方法…領収書、容器の保
サイクル係
証書、はんこ、申請者の口座
番号が分かるものをお持ちく 平成 年度に使用する
﹁特別の教科 道徳﹂
ださい。
▽家庭用ＥＭ菌生ごみ処理容器
︵小学校︶の教科書が

新エネルギー・
省エネルギー機器設置費の
補助をします

あきる野市公立学校教科用図
書選定要項に基づき作成した教
科用図書選定資料を参考に、教
育委員会で審議した結果、次の
とおり決定しました。
▽教科用図書︵小学校︶
●種目…特別の教科
道徳
●発行者名…東京書籍
※教科用図書の見本は、平成
年３月 日まで、中央図書
館、東部図書館エル、五日市
図書館で展示します。
▽問合せ 指導室指導係
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廃棄物減量等
推進審議会委員を募集

20

国民健康保険
運営協議会委員募集

審議会では、一般廃棄物処理
基本計画を策定するに当たり、
一般廃棄物の処理や減量、再利
用の促進などについて審議・検
討を行います。この審議会に市
民の皆さんの意見を広く反映さ
せるため、委員を募集します。
▽応募資格 市内在住・在勤・
在学の 歳以上の方︵９月１
日現在︶
※他の委員会の公募委員になっ
ている方は応募できません。
▽定員 ２人以内
▽任期 委嘱の日から２年間

16

▽定員 １人
月〜 月 日
▽任期
▽報酬 ９５００円︵協議会１
回当たり︶
▽応 募 方 法 ９ 月 日 ㈮ ︵ 必
着︶までに、﹁国民健康保険
のあり方について﹂をテーマ
に、１２００字︵原稿用紙３
枚程度︶以内にまとめ、住
所、氏名、年齢、電話番号を
記入の上、送付するか直接窓
口で応募してください。
▽その他
●作文を基に選考します。
※選考内容は公表しません。
●協議会は、平日の夜間に年３
回程度開催します。
▽応募・問合せ 保険年金課国
保係︵〒１９７ー０８１４

24
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地球温暖化対策の観点から、
太陽光発電システム、高効率給
湯器︵エコキュート︶の機器を
設置した場合に、その費用の一
部を補助します。
この制度は、今年度をもって
終了する予定です。
※詳しくは、６月１日号の広報
あきる野をご覧ください。
▽申込み方法 ９月 日㈮︵必
着︶までに、申込書に必要事
項を記入の上、送付するか直
接窓口で申し込んでください。
▽申込み・問合せ 環境政策課
環境政策係︵〒１９０ー０１
６４ 五日市４１１︶
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国際姉妹都市交流
中学生海外派遣団がマールボロウ市から無事帰国

回目となる中学生海外派遣
事業で、派遣団︵市立中学校在
籍生徒８人︶が、８月 日から
日まで国際姉妹都市のマール
ボロウ市︵米国マサチューセッ
ツ州︶を訪問し、 日に無事帰
国しました。
滞在中、団員はホストファミ
リーの家にホームステイしなが
ら、アメリカの生活や文化を体
験しました。派遣された中学生
たちには、この貴重な体験を活
かし、今後のあきる野市の国際
化推進において、ますます活躍
されることを期待しています。

21

▽持 ち 物 な ど 飲 み 物 、 タ オ
ル、スタンプカード︵お持ち
の方︶、歩きやすい服装・靴
▽費用 無料
▽その他 荒天時の実施の有無
は、当日午前８時以降にお問
い合わせください。また、状
況で、内容を変更することが
あります。
▽申込み方法 初めての方は、
電話で申し込んでください。
▽問合せ 健康課健康づくり係
︵直通５５８・１１８３︶

フリーダイヤル☎0120−558−540［市内固定電話から利用可（050から始まる一部のIP電話を除く）］、有料ダイヤル☎558−7777（携帯
電話など、その他の電話から利用可）※下校時の放送など定期的に放送しているものを除き、放送の24時間後まで聞くことができます。

防災行政無線放送を
電話で確認できます

82
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めざせ健康あきる野
第 回ふれあいウォーク
〜あきる野を楽しく歩いて健康づくり〜
秋川のせせらぎを聴きながら
小さい秋を見つけましょう。
▽日時 ９月 日㈭ 午前９時
分集合、午後０時 分解散
︵予定︶
▽集合・解散場所 秋川駅南口
運動広場︵駅でスタッフが案
内します︶
▽コース 雨武主神社遥拝所↓
西光寺↓グリーン運動広場↓
秋川沿い遊歩道↓中村酒造↓
秋川駅南口運動広場︵徒歩約
メー
キロ ト
︶
ル

29

21

30

あきる野市国民健康保険運営
協議会委員に欠員が生じたた
め、被保険者の方の中から国民
健康保険運営協議会委員を募集
します。この協議会は、あきる
野市国民健康保険条例に基づ
き、国民健康保険制度の適正か
つ円滑な運営を推進することを
目的として、制度に関する重要
事項について、市長の諮問を受
けて、審議するものです。
▽応募資格 市内在住であきる
野市国民健康保険に加入され
ている 歳以上の方︵９月１
日現在︶

11

10

30
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︵☎ ・５３２０・４４１２︶
手術を実施することが屋内飼
手術を施しても、適切な管理
●屋内イベント
育を成功させるコツです。
がなされなければ、地域の環
＊日時…９月 日㈰ 午後１時 ▽災害に備えて 災害が発生し
境衛生問題は解決しません。
〜４時 分
た場合、まずは人命第一です。
置き 、投げ は不適切な
＊場所…東京国立博物館︵平成
飼い主が無事でなければ動物
やりです。放置された は不
館大講堂︶
は災害を乗り切れません。普
衛生であり、他の野生動物や、
＊内容…動物愛護管理功労者表
段から人やほかの動物を怖が
ハエやゴキブリなどを引き寄
彰式、﹁ペットの防災対策
らない、嫌がらずにケージに
せてしまうことがあります。
︵仮題︶﹂をテーマとした講
入る、トイレは決められたと
フン尿被害はより深刻です。
演・パネルディスカッション
ころでするなどのしつけをし
飼い主のいない猫の世話が適
など
ておきましょう。動物のため
切にされていないと、トラブ
＊定員…３９０人︵申込み順︶
の防災用品︵５日分以上の食
ルにも発展します。飼い主の
＊費用…無料
事と水など︶も用意をしてお
いない猫の世話をする場合に
＊申込み方法…９月 日㈮正午
きましょう。
は地域の環境に配慮をし、土
までに電話で申し込んでくだ ▽飼い主のいない猫 耳先がＶ
地所有者の許可、近隣住民の
さい。
字にカットされた猫をご存知
理解を得て、トラブルとなら
●申込み・問合せ…︵公社︶日
ですか？ 子猫が生まれない
ないような世話を心掛けまし
本動物福祉協会︵☎ ・６４
ように不妊去勢手術が施され
ょう。
５５・７７３３︶
た猫の印です。飼い主のいな ▽ペットが迷子になったら 東
▽動物は正しく終生飼養 飼い
い猫︵いわゆる野良猫︶に不
京都動物愛護相談センターの
主は、動物を飼育するうえ
妊去勢手術を施すことで繁殖
ホームページ︵ http://ww
︶で収容
で、その習性や生理をよく理
を防止、適切に管理すること
w.awic-tokyo.jp/
動物情報を確認できます。セ
解し、愛情をもって終生飼養
で一代限りの命を全うさせ、
ンター︵☎０４２・５８１・
する責任があります。日ごろ
飼い主のいない猫を将来的に
７４３５︶に連絡をし、返還
から健康管理に気を配り、犬
ゼロにすることを目的とする
手続きをしてください。迷子
には狂犬病の予防注射を必ず
活動の一環です。このように、
になり飼い主のもとに戻るこ
受けさせましょう。
飼い主のいない猫を動物愛護
とができない動物は少なくあ
▽猫の飼育は屋内で 現在の交
の観点から世話をする方がい
りません。飼い主の責任の所
通事情や住宅事情を考えると、
る一方、放置された やフン
在を明らかにし、迷子になっ
猫は屋内で飼育することが望
尿などにより、地域で環境衛
た動物の発見を容易にするた
ましいといわれています。上
生問題が生じていることがあ
めにも、犬には鑑札を着け、
下運動ができるよう家具の上
ります。かわいそうだからと
猫やその他の動物には名札な
などにも上がれる工夫をし、
を与えるだけでは、子猫が
どを付けましょう。
専用のトイレ、つめとぎなど
次々に生まれ不幸な猫が増え
を用意することや、不妊去勢
るだけです。また、不妊去勢 ▽問合せ 健康課予防推進係
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９月 日〜 日は
動物愛護週間です

動物愛護週間は、広く国民の
間に、動物の愛護と適正な飼育
についての関心と理解を深める
ために﹁動物の愛護及び管理に
関する法律﹂に基づいて設けら
れたものです。
▽平成 年度動物愛護ふれあい
フェスティバル﹁ペットも守
ろう！防災対策﹂
●屋外イベント
＊日時…９月 日㈯ 午前 時
〜午後４時
＊場所…上野恩賜公園内︵噴水
前広場、恩賜上野動物園︶
＊内容…動物愛護セレモニー、
スタンプラリー、パネル展示
など
＊その他…直接会場へお越しく
ださい。
＊問 合 せ … 東 京 都 福 祉 保 健 局
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20
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☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成29年（2017年）９月１日
（３）

16

講座︵４回︶とパーソナルエ
クササイズ︵３回︶を行いま
す。期間中は参加者限定のエク
ササイズ動画を配信します。サ

五日市クラブ
女性のためのボディケア
プログラム

※ 人以下の場合、他のグルー ▽場所 五日市ファインプラザ
第１〜第３研修室
プと一緒に実施します。
▽対象 障がい者︵児︶、小学 ▽対 象 市 内 在 住 ・ 在 勤 の 方
︵おおむね１年以上骨密度測
校３年生以下の子ども、保護
定を受けていない方、現在骨
者、介助者
粗しょう症の治療中でない
※申込み人数の半数以上を障が
方︶
い者︵児︶か子どもになるよ
人︵抽選︶
▽定員
うにしてください。
▽申込み方法 ９月 日㈮︵必 ▽費用 無料
着︶までに、障がい者支援課 ▽その他 測定は、はだしで行
で配布する申込み用紙に必要
います。
事項を記入の上、送付するか ▽申込み方法 ９月 日㈪まで
に電話で申し込んでください。
直接窓口で申し込んでくださ
※平日の午前８時 分〜午後５
い。
時 分
※申込み用紙は、市ホームペー
ジからダウンロードできます。 ※申し込み結果は、９月 日㈬
以降に、はがきでお知らせし
▽申込み・問合せ 障がい者支
ます。
援課障がい者相談係︵〒１９
７ー０８１４ 二宮３５０︶ ▽申込み・問合せ 健康課健康
づくり係︵直通５５８・１１
健康測定会を実施します
８３︶
22

骨密度測定、体組成測定、足
指力測定を実施します。
▽日時 ９月 日㈮ 午後１時
分〜３時 分
※測定時間は、午後１時 分か
らと、２時 分からに割り振
ります。

あきりゅう
ジオの会による
ガイドツアー

メー
トル

▽日時 ９月 日㈰ 午前 時
〜正午頃︵小雨実施︶
▽場所 秋川グリーンスポーツ
公園付近河川敷︵現地集合・
解散︶
▽対象 小学生以上
▽申込み方法 ９月 日㈫まで
に、電話で申し込んでくださ
い。
※申込み後、集合場所や持ち物
などの案内を送付します。
▽申込み・問合せ 環境政策課
環境政策係︵☎５９５・１１
１０︶

24
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秋の初めの川体験

▽対象 市内在住の小学校４年
〜６年生
人︵申込み順︶
▽定員
▽費用 無料
▽チラシ兼申込書配布場所 環
境政策課︵五日市出張所︶、
小宮ふるさと自然体験学校、
生活環境課、中央図書館、東
部図書館エル、五日市図書館
※市ホームページからダウンロ
ードできます。
▽主催 小宮ふるさと自然体験
学校
▽その他 詳しくは、チラシ兼
申込書をご覧ください。
▽申込み方法 ９月 日㈭︵必
着︶までに、申込書に必要事
項を記入の上、送付するか直
接窓口で申し込んでください。
▽申込み・問合せ 環境政策課
環境の森推進係︵〒１９０ー
０１６４ 五日市４１１、☎
５９５・１１２０︶

森っこサンちゃんクラブ

養沢川で釣りや生き物探しな
どをしながら、自然の生き物と
触れ合う体験です。郷土の自然
がとても豊かであることを五感
で感じてみましょう。
▽日時 ９月 日㈰ 午前 時
〜午後３時頃
▽場所 小宮ふるさと自然体験
学校

21

ポートメールで日々の相談を受
け付けます。
▽期間 ９月４日㈪〜 月４日
㈪
▽場所 壱番館
︵五日市１番地︶
▽講師 横井あいさん︵フィッ
トネスインストラクター︶、
式地亜矢さん︵管理栄養士︶
▽対象 子育て中の女性︵子ど
もと参加可︶
※医師から運動や栄養の指導、
制限を受けていない方
▽定員 ５人︵申込み順︶
▽費用 １万５千円︵３か月︶
▽申込み・問合せ 五日市クラ
ブ かねつな︵☎０８０・２
３９２・１２１２、
info@
、
itsukaichiclub.com
ht
︶
tp://itsukaichiclub.com/

アレチウリ除去作戦
ボランティア募集
在来植物を守るために、アレ
チウリの除去作戦を行います。
外来植物であるアレチウリにつ
いて知ってもらい、開催場所の
河川敷に生えているアレチウリ
を除去します。

10

﹁あきる野市障がい者防災・
スポーツフェア２０１７﹂
防災運動会の参加者募集

市では、障がい者︵児︶と小
学校３年生以下の子どもなどを
対象に、防災とスポーツを体験
できるイベントの参加者を募集
します。
月 日㈯
▽期日
▽場所 秋川体育館
▽内容 みんなで火を消せ！バ
ケツリレー［協力してバケツ
リレーで初期消火の体験を行
います︵４人〜 人で申し込
んでください︶］。

13

秋川流域は豊かな自然環境に
恵まれた地域で、伝統文化も息
づき、化石や地層︵ジオ資源︶
の宝庫です。この地域で活動し
ているボランティア組織﹁あき
りゅうジオの会﹂によるガイド
ツアーに参加して、知ることの
無かった大地の秘密について、
理解を深めましょう。
▽川は偉大な彫刻家〜河岸段丘
ぶら歩き〜 六枚屏風岩、瑞
雲寺、秋川河原など
●期日…
月７日㈯︵雨天の場
合は、 月８日㈰︶
●場所・時間…武蔵引田駅︵午
前８時 分集合︶、武蔵増戸
駅︵午後３時 分解散予定︶
●歩行距離…約９キロ

17

12

10

○日時 ９月23日㈯ 午前８時集合、午
後４時30分頃解散
※雨天中止
○集合・解散場所 檜原村元郷バス停前
集合、荷田子周辺解散（バス停あり）
※午前７時39分、武蔵五日市駅発藤倉行
きのバスに乗車し、元郷で下車してく
ださい。
○内容 多くの動物が生息するナラ林で
ハイキングしながら、夏の終わりの生
き物を観察し、眺望の良い所から山並
みを楽しみ、南下する渡り鳥を見送り
ます。戸倉三山の臼杵山などの険しい
登山（行程約８km、標高差６００m以上）です。
○解説 パブロ・アパリシオ（森林レンジャーあきる野）
○対象 中学生以上で険しい山道を歩ける方
○定員 10人（申込み順）
○持ち物 弁当、飲み物（多めに）、タオル、防寒着、雨具、手袋、双眼
鏡（貸出可）
※トレッキングブーツなど、険しい山を歩く服装でお越しください。
○費用 無料（集合場所までの交通費などは自己負担）
○その他 申し込みの際に、双眼鏡の貸出し希望の有無をお知らせくだ
さい。
○申込み方法 ９月15日㈮までに電話で申し込んでください。
○申込み・問合せ 環境政策課環境の森推進係（☎５９５−１１２０）

HP

●持ち物など…雨具、昼食、歩
きやすい服装・靴
●費用…無料︵保険加入︶
▽戸倉城山と戸倉・星竹の歴史
探訪
●期日…
月 日㈯
︵雨天実施︶
●場 所 ・ 時 間 … 武 蔵 五 日 市 駅
︵午前８時 分集合︶、武蔵
五日市駅︵午後３時 分解散
予定︶
メー
●歩行距離…約
キロ ト
ル
●定員…
人︵申込み順︶
●費用…無料︵保険加入︶
※往復のバス代︵３８０円︶が
必要です。
●持ち物など…雨具、保険証、
昼食、歩きやすい服装、滑ら
ない靴
▽申込み方法 ９月 日㈪まで
に電話で申し込んでください。
▽主催 秋川流域ジオパーク推
進会議
▽申込み・問合せ 観光まちづ
くり推進課秋川渓谷観光係
︵☎５９５・１１３５︶

森林レンジャーあきる野ツアー・
あきる野の奥山の展望を巡るハイキング
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人︵申込み順︶

●対象…小学生以上
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契約に関するトラブルや悪質商法
など、消費生活に関して困ったと
きは、一人で悩まずに気軽にご
相 談 く だ さい。電話でも相談に
お答えします。
● 開設日時…毎週月曜・木曜日
午
前９時〜午後４時（正午〜午後１
時を除く）
※予約の必要はありません。
● 場所…市役所１階市民相談室
※月曜・木曜日以外でお急ぎのと
きは、東京都消費生活総合センタ
ーにご相談ください。
○東京都消費生活総合センター
● 開設日時…毎週月曜日〜土曜日
午前９時〜午後５時
● 消費生活相談…☎０３−３２３５
−１１５５
※多重債務相談も受け付けています。
高齢者の消費者トラブルは年々増
加傾向にあり、「健康」「お金」
「孤独」という３つの大きな不安を
利用した被害が多く報告されていま
す。騙す手口は年々巧妙になり、と
きには複数人で役柄を演じ分け、お
金を騙し取るケース、家族や周囲が
気づかないように、健康食品などを
次々と購入させるケースもありま
す。都では、９月を「高齢者悪質商
法被害防止キャンペーン月間」と
し、リーフレットの配布や特別相談
などを実施しています。すでに被害
に遭われてしまった方でも、泣き寝
入りせずに、連絡してください。周
囲の皆さんも、消費者被害の未然防
止・早期発見へのご協力をお願いし
ます。
○あきる野市消費生活相談窓口

10

〜消費生活相談情報〜

〜高齢者が狙われている！
後を絶たない悪質商法被害〜

くらしの 知 恵 袋

（４）
平成29年（2017年）９月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

前10時〜午後５時（８日は午前
11時から、11日は午後４時まで）

※出品料は返還しません。
▽受付日時 平成 年２月９日
㈮〜 日㈰ 午前 時〜午後
３時
▽受付場所 中央公民館
▽審査員 吉岡正人さん︵埼玉
大学教授、二紀会委員︶、岡
部昌幸さん︵帝京大学教授、
群馬県立近代美術館館長︶
▽賞 最優秀賞、優秀賞、秀作
ほかに賞状と記念品を差し上
げます。
※賞は、一人一賞
▽審査結果 応募者全員に通知
します。
▽展示 入賞・入選作品
●期間…平成
年３月１日㈭〜
５日㈪
●場所…あきる野ルピア４階展
示室
▽その他
●会期中の作品は十分管理しま
すが、不慮の損害については
責任を負いません。
などで使用する場合がありま

●入賞・入選作品は市の発行物

高齢者げんき応援事業

キララエントランス
コンサート
秋川キララホールのエントラ
ンスロビーで、ランチタイムに
楽しめるミニコンサートです。
▽日時 ９月８日㈮ 午後０時
分〜０時 分
▽場所 秋川キララホールエン
トランスロビー
▽出演 ＳＬクインテット
▽曲目 ウエストサイドストー
リー、ジブリメドレーなど
▽費用 無料︵状況により入場
を制限することがあります︶
▽問 合 せ 秋 川 キ ラ ラ ホ ー ル
︵☎５５９・７５００︶

人︵申込

す。
●入賞作品の中から数点を特別
展示する場合があります。
●主催…第６回あきる野市絵画
展実行委員会、あきる野市教
育委員会
▽申込み・問合せ 中央公民館
︵☎５５９・１２２１︶
ー
み順︶

●定員…各センター
●費用…無料
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高齢者在宅サービスセンター
では、市内在住の 歳以上の方
を対象に次の事業を実施します。
※受付時間…平日午前９時〜午
後５時

さわ

▽日時 ９月 日㈮ 午後２時
〜４時︵１人 分︶
▽場所 市役所１階市民相談室
▽対象 市内在住のおおむね
歳以上の方とその家族
▽定員 ３人︵申込み順︶
▽申込み方法 ９月４日㈪午前
８時 分から電話で申し込ん
でください。
※毎月実施する市民相談でも相
談を受け付けます︵日程は毎
。
月 日発行の広報紙に掲載︶
▽申込み・問合せ 五日市はつ
らつセンター︵☎５６９・８
１０８︶

22

40

萩野センター
︵☎５５０・２７２２︶
五日市センター
︵☎５３３・０３３０︶

介護教室︵講演会︶
﹁認知症についての
お話し会﹂

人︵申込み順︶
▽定員
▽申込み方法 ９月４日㈪午前
８時 分から電話で申し込ん
でください。
▽申込み 高齢者はつらつセン
ター︵☎５５０・６１０１︶
▽問合せ 高齢者支援課高齢者
支援係

高齢者のための法律相談会
︵予約制︶
財産や遺言のことなどを専門
家に相談できます。家族からの
相談も受け付けます。

30

☎５５０−４７００
申込み・問合せ

▽日時 ９月 日㈬ 午後1時
分〜3時
▽場所 あきる野ルピア3階産
業情報研修室
▽内容 認知症について話した
いこと、聞きたいことなど話
し合ってみましょう。
▽講師 認知症家族の集いメン
バー
▽対象 市内在住・在勤の方

15

30

萩野センター
︵☎５５０・２７２２︶
開戸センター
︵☎５５０・２７５５︶
五日市センター
︵☎５３３・０３３０︶

▽ノルディックウォーキング
２本のポールで足腰に負担を
かけずに運動効果をあげるウ
ォーキングです。
●場所・期日
＊萩野センター…第２・第４火
曜日︵祝日を除く︶
＊五日市センター…毎週金曜日
︵祝日を除く︶
●時間…午前
時〜正午
●講師…あきる野市ノルディッ
ク・エクササイズ・ウォーキ
ング連盟
人︵申込み順︶
●定員…

ル別途３００円︶

●費用…各回５００円︵貸ポー

すい服装・靴

じぐちあんどん

二宮考古館特別展
ことばと絵の遊び箱・
地口行灯
〜二宮神社の祭りから〜

二宮神社に残されている地口
行灯について、神社の歴史や古
い祭りの写真などを合わせて紹
介します。
▽日時
月１日㈰まで 午前
時〜午後４時
※９月９日㈯は、午後９時まで
▽問合せ 二宮考古館︵☎５５
９・８４００︶

10

30

10

●持ち物など…飲み物、動きや

10

30

30

▽いきいき脳の健康教室﹁脳ら
ぼ﹂見学体験会 毎週各セン
ターで実施中の﹁脳らぼ﹂の
体験会です。読み書きや易し
い計算問題などで、脳の活性
化と若返りを図りましょう。
●場所・期日
＊萩野センター…９月 日㈭
＊開戸センター、五日市センタ
ー…９月 日㈬
時〜正午
●時間…午前

○日時 ９月13日㈬・26日㈫ 午後２時〜４時
○定員 各15人
○持ち物 花ばさみ、袋
○費用 各2700円
漢方の要素を取り入れたコスメ作り
ネイルオイルとボディミストを作ります。また
体質に合わせたセルフケア（養生）などをご紹介
します。
○日時 ９月17日㈰ 午後１時10分〜２時40分
○定員 ６人
○費用 ２千円
パソコン研究会〜Wordで見栄えの良い文書作成〜
案内状、表や図表、写真挿入などの文書作成を
します。（文書レイアウト、写真やイラスト入力
方法など）
○日時 ９月19日・26日の火曜日（全２回） 午
前９時15分〜11時30分
○定員 10人
○持ち物 パソコン(Windows7以降、Word)
○費用 各1500円
ティータイムレッスン（TEAマリアージュ）
〜ミントティーの楽しみ方〜
ミントを紅茶とブレンドし、美味しく楽しめる
アレンジティーをご紹介します。夏の暑さでバテ
た体を爽やかにケアしましょう。
○日時 ９月22日㈮ 午後１時〜２時30分
○対象 15歳以上
○定員 10人
○持ち物 筆記用具
○費用 ２千円（お茶菓子付き）
ステンドグラス「ワイヤーバラのパネル」
選んだガラスを組み合わせ、ワイヤーで作った
バラをアクセントにしたパネルを作ります。
○日時 ９月25日㈪ 午後１時10分〜３時30分
○定員 10人
○持ち物 軍手、エプロン、タオル
○費用 3500円

※詳しくは、ホームページ（http://akiruno-rupia.
jp/）をご覧ください。
※電話か窓口で申し込んでください（午前10時〜
午後６時）。
ハッピーイングリッシュ１日体験
ネイティブスピーカーによる幼児向け英語教室
を体験してみましょう。
○日時 ９月２日から毎週土曜日 午後２時〜３
時
○対象 ３歳〜５歳
○定員 各10人
○持ち物 筆記用具
○費用 各1500円
ハロウィン足形アート
コウモリの足形アートを作ります。
○日時 ９月８日㈮ 午前10時15分〜正午
○対象 生後２か月以上の乳幼児とその親
○定員 ８組
○費用 800円
○その他 汚れてもよい服装
簡単ガラスフュージング
色とりどりのガラスを組み合わせて、アクセサ
リーや小物を作ります。
○日時 ９月11日㈪・25日㈪ 午後１時〜３時
○定員 各８人
○費用 各２千円
○その他 完成まで１週間かかります。
ハーブクラフト〜ハーブの入ったアイピロー作り〜
ラベンダーなどを入れたリラックス効果のある
アイピローを作ります。
○日時 ９月12日㈫ 午後１時〜３時
○定員 ８人
○持ち物 生米50g
○費用 1300円
フラワーアレンジメント
生花のアレンジまたはシルクフラワーの多肉植
物の壁かけを作ります。
27
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ルピア塾情報
あきる野ルピア
30

40

10

11

●講師…脳の健康教室サポータ

10

10

14

第６回あきる野市
絵画展作品募集

○水墨画瑞雲会課題展

65

第５回絵画展最優秀作品「夕映」

主催…水墨画瑞雲会
●

午
日時…９月８日㈮〜11日㈪
●

20

10

30

文化的で魅力あふれるまちづ
くりと地域の芸術・文化の振興
をめざした作品を募集します。
▽募集内容 秋川流域の風景、
風俗、行事、史跡、静物、人
物などをテーマに制作した洋
画︵油彩、水彩、アクリル、
パステル画︶作品
▽応募作品 １人２点以内︵オ
リジナルの未発表作品︶
▽応募規定
●大きさは、
号まで
●作品保護のため額装してくだ
さい︵額装の幅は、枠とマッ
メー
トを合わせて８センチ ト
以
ル
内︶。
●壁面に飾るための、つり金具
とひもを付けてください。
●額装…ガラス、アクリル板使
用不可︵水彩・パステル画は
アクリル板のみ可︶
▽応募方法 中央公民館で配布
する応募票と作品票に必要事
項を記入の上、出品料を添え
て作品をお持ちください。
▽出品料 ２千円︵１点︶、３
千円︵２点︶

９月の市民ギャラリー
（中央公民館）

☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成29年（2017年）９月１日
（５）

︵☎５５９・１２２１︶

ＩＴボランティアによる
﹁パソコンＱ＆Ａ﹂

ム﹂︵屋外︶と﹁コラージュづ
くり﹂︵屋内︶を通じて解消す
るお手伝いをします。親子参加
での申し込みも可能で、当日は
子ども向けプログラムも用意し
ますので、子どもと離れてひと
息つきながら参加することもで
きます。
※コラージュとは、写真や絵や
文字などを、新聞や雑誌など
から切り抜き、画用紙などの
台紙に貼って１つの作品にす
るものです。
月１日㈰ 午後１時
▽日時
〜４時
▽場所 菅生交流会館、若宮の
森
▽対 象 市 内 在 住 の 親 子 ・ 家
族・子育て中の親
人
▽定員
▽費用 １人５００円
▽服装 長袖、長ズボン、動き
やすい靴
▽申込み方法 電話で申し込ん
でください。
▽申込み・問合せ あきる野市
社会福祉協議会︵☎５９５・
９０３３︶
▽場所 羽村市生涯学習センタ
ー﹁ゆとろぎ﹂︵羽村市緑ケ
丘１ー ー５︶
▽内容 式典、防犯講話︵闘う
歌姫﹁前田瑠美﹂さんによる
防犯講話﹁地域の絆で安全対
策﹂︶、吹奏楽演奏︵羽村市
立第一中学校吹奏楽演奏、シ
ンガーソングライター﹁天音
みひろ﹂さんコラボ︶
▽問合せ 福生警察署︵☎５５
１・０１１０︶

﹁スポーツチャレンジ
あきる野２０１７﹂を開催

（以下は広告枠です）

家庭教育学級 思春期の
子どもとのつき合い方
〜子どもの自立を促す
親子のほど良い距離感〜

ＩＴボランティアがパソコン
操作などにお答えします。申込
み時に、質問内容をお話くださ
い。
▽日時 ９月 日㈪・ 日㈬
午後２時〜４時
▽場所 中央公民館
▽対象 市内在住の方
▽定員 ５人︵申込み順︶
▽持ち物 ノートパソコン
▽費用 無料
▽申込み方法 電話で申し込ん
でください。
▽申込み・問合せ 中央公民館
︵☎５５９・１２２１︶

※どちらも同じ内容です。
お詫びと訂正
▽場所 秋川ふれあいセンター
ふれあいホール
８月 号の７面に掲載しま
▽対象 軽減対象品目の取扱い
した﹁市民のひろば﹂の﹁市
がある消費税の課税対象事業
の刊行物音訳ボランティア養
者、会議費、交際費として飲
成講習会︵全５回︶﹂の電話
食料品などを購入する事業
番号に誤りがありました。お
者、消費税の免税事業者など
詫びして訂正させていただき
▽その他 駐車スペースに限り
ます。
があります。満車の場合は、
︵正︶☎５５９・２７１３
中央公民館の駐車場をご利用
ください。
▽問合せ 青梅税務署法人課税
E n g l i s h ! 英会話に興味は
第１部門︵☎０４２８・ ・
あるが、自信がないという気
３１８５︶
恥ずかしさを拭いさって話し
てみよう。
●日時…
月 日㈯・ 日㈯・
法定相続情報証明制度が
法務局で始まりました
日㈰、 月４日㈯・５日㈰
午前 時〜正午
法務局︵登記所︶では、相続
●場所…都立秋留台高等学校第
に伴う登記や預金払戻などの複
２視聴覚教室
●内容…自分について話す。旅
数の相続手続きに利用すること
行で使える表現。日本につい
ができる法定相続情報の証明書
て話す。
を無料で発行しています。証明
●申込み方法…９月６日㈬から
書を利用することにより、各種
日㈬︵必着︶までに、はが
相続手続きで戸籍謄本などを手
きに講座名、郵便番号、住所、
続きごとに準備する手間が省け
電話番号、氏名︵ふりがな︶
るなどのメリットがあります。
を記入の上、送付してくださ
※詳しくは、法務省ホームペー
い。
ジ︵ http://www.moj.go.j
人︵抽選︶
p/MINJI/minji05_00284. ▽定員
︶をご覧ください。
▽費用 千円
html
▽問合せ 登記電話相談室︵☎ ▽申込み・問合せ 都立秋留台
５４０・７２１１︶
高等学校 和田︵〒１９７ー
０８１２ 平沢１５３ー４、
☎５５９・６８２１︶

都立秋留台高等学校
公開講座

都立五日市高等学校公開講座
初心者テニス教室

月 日㈯・ 日㈯
▽日 時
︵全２回︶ 午前９時〜午後
３時 分
人
▽定員
▽費用 １１１６円︵保険料含
む︶
▽申込み方法 ９月 日㈫から
日㈭までに電話で申し込ん
でください。
▽申込み・問合せ 都立五日市
高等学校︵☎５９６・０１７
６︶

18

in

▽日時 ９月 日㈯ 午前 時
〜午後３時
▽場所・内容など
●都 立 秋 留 台 公 園 陸 上 競 技 場
︵午前 時〜正午︶…君島貴
弘選手によるデモンストレー
ション、キッズアスレチック
ス︵運動教室︶など
※午前９時〜 時 分受付
●秋 川 体 育 館 ︵ 午 後 １ 時 〜 ３
時︶…ズンバ、フラダンス、
ピラティス、ヨガ
※午後０時 分〜２時受付
▽対象 どなたでも参加できま
す。
▽費用 無料
▽その他
●一部年齢制限有
●雨天の場合は、内容を一部変
更して、秋川体育館で実施し
ます。
●当日直接会場にお越しくださ
い。
▽問合せ 都立秋留台公園サー
ビスセンター︵☎５５９・６
９１０︶、秋川体育館︵☎５
５９・１１６３︶
30

消費税の
軽減税率制度説明会

セント

28

19

７面につづく

11

市役所の証明書発行にも
﹁るのかーど﹂の
ポイントが使えます
るのかーどは、市内加盟店の
買い物の際に使えるお得なポイ
ントカードで、加盟店などで即
日発行できます︵入会金、会費
は無料︶。１０８円︵税込み︶
ごとに１ポイントが付与され、
貯まったポイントは１ポイント
１円として加盟店での買い物や
市役所で証明書︵住民票や印鑑
登録証明書など︶を発行する際
の手数料のお支払いにも利用で
きます。
▽問 合 せ る の か ー ど 事 務 局
︵あきる野商工会内︶︵☎５
５９・４５１１︶

10

21

11

11

23

15

10

20

29

20

28
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▽初心者のためのパソコン講座
パソコンの初心者を対象に学
習を行います。
●日時…
月 日㈯・ 日㈯・
日㈰・ 日㈯ 午後１時
分〜４時 分︵ 日・ 日は、
午後３時 分まで︶
●場所…都立秋留台高等学校Ｌ
ＬＰＣ室
●内容…パソコンの基礎、イン
ターネット、ワープロ、表計
算などの実習
●申込み方法…９月
日㈮︵必
着︶までに、はがきに講座
名、郵便番号、住所、電話番
号、氏名︵ふりがな︶を記入
の上、送付してください。
▽英会話︵初級︶ Let's speak

30

11

平成 年 月１日からの消費
パー
への引上げと同時に実
税率
施される﹁消費税の軽減税率制
度﹂について取扱商品の適用税
率の確認や区分経理など、制度
の実施に向けた準備方法を説明
します。
▽日時 ９月 日㈬ 午前 時
〜 時 分、午後１時 分〜
３時

14

▽日時 ９月 日㈭ 午後１時
分〜３時 分
▽内容 若者支援から見えてき
たこと、親子の適切な距離な
ど
▽場所 中央公民館
▽講師 蟇田薫さん、森裕子さ
ん︵認定NPO法人﹁育て上
げ﹂ネット﹁結﹂家族支援担
当︶
▽対象 市内在住・在勤で小中
高校生がいる保護者、関心の
ある方
人︵申込み順︶
▽定員
▽費用 無料
※保育あり［申し込みは、９月
日㈮まで︵２歳から就学前
の幼児、約５人︶］
▽申込み方法 電話か直接窓口
で申し込んでください。
▽申込み・問合せ 中央公民館
●日時…９月
日㈫ 午前９時
〜午後３時
●場所…あきる野市シルバー人
材センター︵平沢 ー１︶
▽五日市地区
●日時…９月
日㈬ 午前９時
〜午後２時
●場所…五日市ひろば︵五日市
１１０ー１︶
▽費 用 包 丁 １ 本 ３ ０ ０ 円 〜
︵何本でも可、荒天の場合
は、中止︶
▽申込み・問合せ ︵公社︶あ
きる野市シルバー人材センタ
ー︵☎５５８・１４１４︶

子育て応援講座
〜頑張りすぎない育児〜
自然の中でリフレッシュ
いつもと違う体験で
気分転換

福生防犯協会 周年
記念式典及び全国地域
安全運動防犯のつどい
︵福生警察署管内︶
日㈯ 午後２時

14

10

30

▽日時 ９月

22

市民の皆さんと
早朝ラジオ体操大会
第 回あきる野市総合スポー
ツ祭の一環として開催します。
▽日時 ９月 日㈯ 午前６時
︵公民館ゲートは、５時 分
開放︶
※雨天中止
▽場所 市民運動広場
▽対象 市内在住・在勤の方
※直接会場にお越しください。
▽主管・問合せ あきる野市ラ
ジオ体操連盟 佐竹︵☎５５
０・１９５８︶

シルバー人材センター
刃物研ぎ

子育てに対する悩みや不安の
中で、子育て中に感じる怒り、
焦り、不満などの精神的なスト
レスや自分の育児のやり方への
迷い、不安を、カウンセリング
技法を用いた﹁森♥癒しタイ

21
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10

30 30 28
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日㈬は︑秋川渓谷瀬音の湯の休館日です

22

20

32

11

27

30

16

10

10
30

20

10

30

10

30

31

10

11

20

▽秋川地区

９月
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官公庁
などからの
お知らせ

30

15

ネット
ワーク
22

（６）
平成29年（2017年）９月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）
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03

12

03

03

午前 時〜午後７時
▽自死遺族相談ダイヤル︵自死
遺族傾聴電話︶︵NPO法人
グリーフケア・サポートプラ
ザ︶ ☎ ・３７９６・５４
５３
●日時…９月５日㈫〜８日㈮
午前 時〜午後 時
▽多重債務１１０番︵東京都消
費生活総合センター︶ ☎
・３２３５・１１５５
●日時…９月４日㈪・５日㈫
午前９時〜午後５時
▽東京都ろうどう１１０番︵東
京都労働相談情報センター︶
☎０５７０・ ・６１１０
●日時…９月
日㈫・ 日㈬
午前９時〜午後５時
▽問合せ 東京都福祉保健局保
健政策部保健政策課自殺総合
対策担当︵☎ ・５３２０・
４３１０︶

交通事故など第三者から受けたけがや病気は︑加入の健康保険へ届出しましょう！
●持ち物…複数枚の履歴書︵複
数企業直接面接可︶、筆記用
具
●問合せ…ハローワーク青梅職
業相談コーナー︵☎０４２８
・ ・９１６３︶
▽ハロートレーニング〜急がば
学べ〜スキルアップで早期就
職を実現 職業訓練受講︵無
料︶によるスキルアップを通
じて早期就職を実現しましょ
う。仕事に結びつく様々な訓
練コースがありますので、相
談してください。
●問合せ…ハローワーク青梅職
業相談第二部門︵☎０４２８
・ ・８８０８︶

健康フェスティバル
アクアビクス教室・スキンダ
イビング体験会、ヨガ教室＆バ
の節目を祝う演奏会／問あきる
野市民合唱団 石倉☎５５８・
３９５５

東海大学菅生高等学校
合唱部定期演奏会２０１７
時開演／場秋
日９月 日㈰
川キララホール／講村越大春さ
ん︵指揮︶／費無料／他高校生
の合唱をお楽しみください。／
問東海大学菅生高等学校合唱部
池田☎５５９・２２００

健康チェックと
乳がん自己検診
時 分〜 時
日９月 日㈬
分／場楓ケ原会館︵引田︶／
費無料／他体脂肪、骨密度、物
忘れチェック／問三多摩健康友
の会秋流支部 影山☎５５８・
８２８２

ダンススポーツフレンズ
ダンスパーティ

10

●日時…９月

03

03

毎年９月は東京都食生活改善
普及運動月間です。都では﹁野
菜を美味しくバランスよく食べ
ようwithミルク！﹂をテー
マに、野菜、牛乳、乳製品摂取
量の増加を目指したバランスの
良い食事を普及することを目指
しています。都民の成人の１日
当たりの野菜摂取量は２７９・
グで
ラ 、生活習慣病予防のため
８ ム
に１日に摂りたい野菜摂取量目
グラ
標量の３５０ ム
に届いていませ
ん。野菜には他の食物で補うの
が難しいビタミン、ミネラル、
食物繊維が多く含まれ、便秘の
解消や体調を整えるほか、糖尿
病や高血圧、脂質異常症などの
生活習慣病の予防に効果があり
ます。野菜を﹁あと１皿﹂多く
食べること、主食・主菜・副菜
を組み合わせてバランスよく食
べることを意識し、食生活を改
善しましょう
▽問合せ 東京都西多摩保健所
生活環境安全課 保健栄養担
当︵☎０４２８・ ・６１４
１︶

東京都食生活改善普及運動
野菜を美味しく
バランスよく食べよう
withミルク！

12

11

10

６面のつづき

市民のひろば
掲載に関する問合せ
市長公室
直通５５８・１２６９
日日時︵時間は 時間表示︶／
場場所／活活動内容／講講師／
入入会金／会会費／費費用／他
その他／問問合せ

回三多摩写真連合
ルピアの会写真展

講 演 会 な ど
第

時〜
日９月９日㈯〜 日㈰
時／場あきる野ルピア４階展
示室／費無料／他前後期入れ替
えで約３００点展示／問三多摩
写真連合ルピアの会 ヤマネ☎
５６９・８６９１

10

▽日時 ９月４日㈪〜 日㈰
午前８時 分〜午後７時︵９

10

15

ハローワーク青梅
からのお知らせ
▽ハローワーク青梅若年者合同
就職面接会 青梅
●日時…９月
日㈪ 午後１時
分〜４時︵午後１時〜３時
受付︶
＊あいさつ…午後１時 分〜１
時 分
＊企業面接…午後１時 分〜４
時
●場所…青梅市福祉センター２
階︵青梅市東青梅１ー１７７
ー３︶
●対象…おおむね
歳以下の方
●参加企業…
社︵予定︶
※詳しくは、ハローワーク青梅
のホームページをご覧くださ
い。
11 in

10

あきる野市民合唱団
周年記念演奏会

●内容…ヒップホップダンス
ランスボールなどを行います。
日・ 日は、午前 時〜午後
月 日㈰ 午前 時
●対 象 … 知 的 障 が い の あ る 方
５時︶
▽日時
〜午後３時
︵小学生以上︶
▽場 所 東 京 法 務 局 人 権 擁 護
▽場所 東京サマーランド︵上 ▽ボールレクリエーション
部、東京法務局八王子支局、
●期日…平成
年１月８日㈪、
代継６００︶
府中支局、西多摩支局
２月 日㈯
▽定 員 ３ ８ ０ ０ 人 ︵ 申 込 み
▽相談員 人権擁護委員、東京
●内容…ボールを利用した複数
順︶
法務局職員
のレクリエーション
▽申込み方法 ９月 日㈮まで
▽あんしん相談 ☎０５７０・
に電話で申し込んでください。 ●対象…障がいのある方︵小学
００３・１１０
生以上︶
▽申込み・問合せ ︵一社︶東
※常設相談電話回線、全国統一
京都総合組合保健施設振興協 ▽時間 午後１時 分〜３時
番号
会︵☎ ・５８３５・２０３ ▽場所 都立あきる野学園︵上 ▽そ の 他 各 支 局 の 開 設 時 間
３︶
代継１２３ー１︶
は、平日午前８時 分〜午後
５時 分
▽講師 ︵一社︶あきる野総合
都立学校
▽問合せ 東京法務局人権擁護
スポーツクラブ
活用促進モデル事業
部第二課︵☎ ・５２１３・
▽定員 各回 人︵申込み順︶
﹁スポーツ・
▽持 ち 物 な ど 飲 み 物 、 タ オ
１２３４︶
レクリエーション
ル、動きやすい服装、室内用
体験教室﹂を開催
運動靴など
９月は
▽知的障がい者ダンスレッスン ▽費用 無料
東京都自殺対策強化月間
〜気づいてください！
●期日…９月９日㈯・
日㈰、 ▽その他
体と心の限界サイン〜
月７日㈯
●介助が必要な方は、介助者同
自殺防止！東京
伴で参加してください。
キャンペーン特別相談
ズ 宮本☎０９０・５５３０・
●ボランティアも募集していま
３６３３
す。
※申し込み方法など詳しくは、 ▽東京都自殺相談ダイヤル〜こ
朝翠流秋川吟詠会
東京都スポーツ文化財団ホー
ころといのちのほっとライン
詩吟無料体験講座
ムページ︵ http://www.te
〜︵NPO法人メンタルケア
日９月 日・ 日・ 日の日曜
︶をご覧く
協議会︶ ☎０５７０・０８
f.or.jp/school/
ださい。
時〜 時 分／場油平ク
日
７４７８
●日時…９月
日㈫〜 日㈯
ラブハウス会議室／講朝翠流指 ▽申込み・問合せ ︵公財︶東
時間
京都スポーツ文化事業団都立
導主査／費無料／他腹式呼吸法
学校活用促進担当︵☎ ・６ ▽自殺予防いのちの電話︹︵一
や発声法など楽しく学びます。
８０４・５６３６︶
社︶日本いのちの電話連盟︺
／問朝翠流秋川吟詠会 河野☎
☎０１２０・７８３・５５６
０７０・５５６０・０８１１
市民公開講座
●日時…９月
日㈰午前８時〜
詩吟愛好会吟友の集い︒
糖尿病と上手く
日㈪午前８時
みんなで詩吟を
付き合うために パート５
▽ 時間特別相談︵NPO法人
楽しみましょう
国際ビフレンダーズ東京自殺
患者さんの体験談、糖尿病専
防止センター︶ ☎０１２０
日 月４日・ 日・ 日の水曜 門医︵青梅市立総合病院︶によ
・ ・９０９０
時 分〜／場五日市上舘 る講演を行います。
日
月７日㈯ 午後２時
●日時…９月２日㈯午前０時〜
谷自治会館／講日本吟道学院教 ▽日時
〜４時
４日㈪午前６時
授／費無料／他詩吟好きな仲間
の集まりです。／問五日市詩吟 ▽場所 青梅市立総合病院南棟 ▽有終支援いのちの山彦電話〜
３Ｆ講堂
傾聴電話〜︵NPO法人有終
愛好会 栗原☎５９６・０１４
▽費用 無料
支援いのちの山彦電話︶ ☎
９
・３８４２・５３１１
▽問合せ 西多摩医師会︵☎０
太極拳健康サークル
●日時…９月
日㈯まで 正午
４２８・ ・２１７１︶
〜午後８時︵金曜日のみ正午
９月４日㈪〜 日㈰は
〜午後 時︶
全国一斉
▽
自死遺族のための電話相談
﹁高齢者・障がい者の人権
︵NPO法人全国自死遺族総
あんしん相談﹂強化週間
合支援センター︶ ☎ ・３
２６１・４３５０
日㈪〜 日㈬

10

時〜 時／場
日毎週月曜日
前田児童館／費無料／他認知症
予防や転倒防止に効果がありま
す。学童使用時はお休み／問太
極拳健康サークル 舩木☎５５
８・２８８１

10

00

03

24

28

時〜 時／場
日９月 日㈰
秋川体育館／講神山裕司さん、
阿部島成子さん組︵元Ａ級デモ
有り︶／費千円／他抽選会ミキ
シングなど楽しいパーティで
す。／問ダンススポーツフレン

（以下は広告枠です）
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日９月 日㈰
時開演／場秋
川キララホール／講村越大春さ
ん︵指揮︶、忍田純子さん︵ピ
アノ︶／費無料／他設立 周年
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30

50

52
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☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成29年（2017年）９月１日
（７）

ボランティアおはなし会（絵本とおはなし
の会）
○日時 ９月13日㈬ 午後２時30分〜３
時
中央図書館増戸分室（☎596−0109）
本のテーマ展示
○テーマ 正岡子規とその時代（一般向
け）、 おそうじ、できるかな？（児童
向け）
○期間 ９月30日㈯まで

受付時間
17:00〜21:45

医療機関・住所・電話番号

医療機関・住所・電話番号

受付・診療時間
９:00〜12:00
13:00〜17:00
医療機関・住所・電話番号
かねこ歯科医院 小川東2‐7‐2
遠藤ビル2Ｆ ☎558‐5118

さくらクリニック
野辺1003 ☎559‐0118

瀬戸岡医院
二宮1240 ☎558‐3930

おおの歯科医院
秋川6‐15‐30 ☎550‐0484

17日㈰

あべクリニック
瀬戸岡459‐11 ☎558‐7730

渡辺レディースクリニック
油平11‐1 ☎558‐2288

せぬま歯科医院 秋川2‐1‐1
寿ビル201 ☎532‐4682

18日㈪

近藤医院
油平35 ☎558‐0506

佐藤内科循環器科クリニック
秋川2‐5‐1 ☎550‐7831

澤田歯科医院
二宮2244 ☎558‐5528

23日㈯

草花クリニック
草花2724 ☎558‐7127

あきる台病院
秋川6‐5‐1 ☎559‐5761

瀬沼歯科医院
五日市851‐3 ☎596‐3288

24日㈰

清水耳鼻咽喉科クリニック
五日市1039‐1 ☎596‐6311

奥村整形外科
下代継19‐1 ☎518‐2730

寺本歯科医院
小川東2‐7‐11 ☎559‐8441

※診療時間は変更になる場合があります。また、受診する際は、事前に診療科目を確認してください。
※この他の医療機関でも休日・夜間に診療を行っている場合がありますので、東京都医療機関案内サービス「ひまわり」
（☎03-5272-0303）をご利用ください。
市では、市内の医科・歯科医療機関をまとめた、「あきる野市内医療機関一覧」を作成しています。一覧は、市役所、
五日市出張所、増戸連絡所に配置しています。また、市ホームページでも市内医療機関情報を掲載しています。

７日㈭
11日㈪ 育 児 相 談
14日㈭
３歳児
健
康診査
５日㈫
８日㈮ 1歳6か月児
12日㈫ 健 康 診 査
15日㈮ 3〜4か月児
19日㈫ 産 婦 健 診

象

乳

幼

児

受付時間

乳児（６･９か月児）
健康診査

小学校入学前の乳幼児
午前９時45分
（五日市保健センター） 〜10時20分 都内在住の方は、都
内委託医療機関で、
乳児（１歳未満）
６〜７か月児・９〜
午前９時
〜10時30分 10か月児健康診査を
小学校入学前の幼児（１歳以上）
無料で受診できま
す。受診票は、「３
平成26年８月１日〜15日生まれ
〜４か月児・産婦健
診」時に配布してい
平成26年８月16日〜31日生まれ
ます。都外から転入
平成28年２月１日〜14日生まれ 午後０時45分 した方で、あきる野
〜１時45分 市発行の受診票を持
平成28年２月15日〜28日生まれ
っていない方は、連
平成29年５月１日〜15日生まれ
絡 の 上、交付を受け
てください。
平成29年５月16日〜31日生まれ

※３歳児、１歳６か月児健康診査、３〜４か月児・産婦健診の対象の方に通知をします。
１週間前までに通知が届かない方や、最近転入した方で未受診の方は連絡してください。
※育児相談では、保護者の健康相談も実施しています。
（以下は広告枠です）
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教育・子ども相談
教育相談（予約制）
○相談日・時間 月曜〜金曜日、午前９時〜正午、午
後１時〜５時（適応指導教室は３時まで、随時）
○相談場所・問合せ
・秋川教育相談所（☎５５８−６４４４）
・五日市教育相談所（☎５９６−６４６０）
適応指導教室［せせらぎ教室］
○相談日・時間 月曜〜金曜日、午前９時〜正午、午
後１時〜３時
○相談場所・問合せ 適応指導教室 ［せせらぎ教室
（☎５５０−６５２７) ］
子ども相談（予約制）
○相談日・時間 月曜〜土曜日、午前９時〜午後５時
30分
○相談場所 各児童館
子ども家庭支援センター総合相談（随時）
○相談日・時間 月曜〜土曜日、午前10時〜午後６時
30分（第３水曜日、祝日、年末・年始を除く）
○相談場所・問合せ 子ども家庭支援センター（☎５
５０−３３１３）
子育て相談（予約制）
○相談日・時間 月曜〜金曜日、午前10時〜午後５時
○相談場所 屋城保育園、神明保育園、すぎの子保育
園

間午後５時 分︶
※９月１日㈮は、午後１時から
▽その他 ９月３日㈰は、屋外
プールを無料開放します。
▽問合せ スポーツ推進課スポ
ーツ推進係

１日㈮

対

11

育ての援助を受けたい方
▽持ち物 入会登録をする方は、 市民プール
９月の屋外プール営業日
はんこをお持ちください。
▽申込み・問合せ ファミリー
・サポート・センター︵☎５ ▽日時 ９月３日㈰まで 午前
９時〜午後６時︵最終遊泳時
５０・３８５５︶

10日㈰

種 別

10

子育てひろば
いつかいちのお休み

こばやし内科小児科クリニック
草花1439‐9 ☎518‐2088

☎５５８−５０９１

11

30 28

子育てひろばいつかいちは、
五日市保健センターでがん検診
を行うため、お休みします。
▽日時 ９月 日㈬・ 日㈫
午前 時〜午後１時
※午後１時〜３時は、通常どお
り活動します。
▽問合せ 子育てひろばいつか
いち︵☎５８８・５５２４︶

３日㈰

葉山医院
引田552 ☎558‐0543

あきる野保健相談所 ９月の行事カレンダー

15

30

歯 科 診 療

診療時間
17:00〜22:00

30

▽申込み・問合せ 子ども家庭
支援センター子育て支援事業
係︵☎５５０・３３６１︶

期 日

準 夜 診 療

診療時間
９:00〜12:00
13:00〜17:00

10

ファミリー・サポート・
センター事業説明会

休 日 診 療
受付時間
９:00〜11:45
13:00〜16:45

30 15

ファミリー・サポート・セン
ターは、地域の中で助け合いな
がら、子どもの一時預かりや送
迎などの子育ての相互援助活動
をする会員組織です。
▽日時 ９月 日㈮ 午前 時
分〜 時 分︵ 時 分か
ら受付︶
▽場所 子ども家庭支援センタ
ー会議室
▽対象 市内在住で、地域の子
育て支援に関心のある方、子

９月の休日医科診療と歯科診療（急患の方）
※往診はしません

︵あきる野ルピア２階︶

五日市図書館（☎595−0236）

11

（８）

●持ち物など…飲み物、動きや
すい服装
▽リズムｄeあそぼう！ 親子
で音楽に合わせて体を動かし
ます。
●日時…９月
日㈭ 午前 時
分〜 時 分
●講師…髙岸祐幸さん︵アスポ
ルト指導員︶
●対象…２歳・３歳の子どもと
その保護者
●定員…
組︵申込み順︶
●持ち物など…飲み物、親子と
も動きやすい服装
▽場所 子ども家庭支援センタ
ー研修室
▽費用 無料
▽申込み方法 ９月２日㈯から
電話で申し込んでください。

○固定資産税 第３期
○国民健康保険税 第３期

納税等には便利な口座振替をご利用ください

おはなし会
○日時 ９月３日㈰ 午前11時〜11時30
分
ひよこのおはなし会
○日時 ９月11日㈪ 午前11時〜11時20
分
○対象 １歳から３歳までの子どもとその
保護者
ボランティアおはなし会（絵本とおはなし
の会）
○日時 ９月13日㈬ 午後３時〜３時30
分

15

30

子育て講座

中央図書館（☎558−1108）

ボランティアおはなし会（おはなしタ・ン
・ト）
○日時 ９月13日㈬ 午後３時30分〜４
時
わらべうたのじかん
○日時 ９月14日㈭ 午前11時〜11時30
分
○対象 ０歳から３歳までの子どもとその
保護者

▽産後ママのストレッチ＆マッ
サージ 無理なく体を動か
し、お母さんのストレッチを
します。
●日時…９月
日㈮ 午前 時
分〜 時 分
●講師…菅原順子さん
●対象…産後半年から１年未満
までの母親とその子ども
組︵申込み順︶

９月の休館日
○中央図書館 毎週金曜日と19日㈫
○東部図書館エル、五日市図書館、中央図
書館増戸分室 毎週月曜日と23日㈯

東部図書館エル（☎550−5959）

●定員…

９月の市税の納期

図書館からのお知らせ
図書館からのお知らせ

平成29年（2017年）９月１日

﹁ここるの﹂
子育て情報

あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）
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