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令和元年
８月１日号

広報
No.625

あきる野

今号の主な記事
・秋川渓谷プレミアム付商品券 特別商品券（Ｃ券）
について…２面
・市議会の正・副議長、常任委員長、議会運営委員長
が決まりました…２面
・市営住宅入居者募集…３面

スマートフォンなどか
らコードを読み取ると、
YouTube内で、昨年の
あきる野夏まつりの映像
がご覧いただけます。

【交通規制】
駅前大通り…午後１時30分〜９時
マールボロウ通り…午前９時〜午後９時
※ステージイベントは午前10時30分から
※あきる野夏まつりの詳細は、７月29日㈪の新聞
折込みチラシか７月15日発行の広報あきる野を
ご覧ください。
問合せ

商工振興課商工振興係（直通５５８−１８６７）

陸上競技（義足）体験会・アーチェリーの簡易体験会、パラリンピック競技に関する展示を行い
ます。
ゲストアスリートには、陸上競技（短距離）の春田純選手をお迎えし、トークショーを交えての
体験会も実施します。
〇日時 ８月３日（土） 正午〜午後５時（雨天実施、荒天中止）
〇場所 秋川キララホール前広場

問合せ スポーツ推進課スポーツ推進係（直通５５８−１２６２）
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

象に該当する場合がありますの
で、内容をご確認いただき、水
色の返信用封筒で申請してくだ
さい。
※子育て世帯主の方は、申請の
必要はありません。購入引換
券を９月下旬に送付します。
▽対象 平成 年１月１日現在、
あきる野市に住民登録があり、
令和元年度の住民税が非課税
の方︵住民税課税者と生計同
一の配偶者・扶養親族等や生
活保護受給者等を除く︶
月 日㈯まで
▽申請期間
▽申請方法 同封の﹁あきる野
市プレミアム付商品券購入引
換券交付申請書﹂に必要事項
を記入の上、水色の返信用封
筒で送付してください。申請
後、市で審査し交付決定後、
購入引換券を９月下旬に送付
します。
※詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。
▽問合せ あきる野市プレミア
ム付商品券購入引換券交付申
請受付専用ダイヤル［☎０５
７０・ ・９６３０ 午前８
時 分〜午後５時︵土曜・日
曜日、祝日を除く、 月 日
まで︶］

災害時の二次避難所施設
利用に関する協定を
締結しました
市では、災害発生時の対応力
強化を図るため、各種団体、民
間業者などとの応援協定の締結
に取り組んでいます。この度、
医療法人杏林会介護老人保健施
設リハビリパークあきる野と
﹁災害時における二次避難所施
設利用に関する協定﹂を締結し
ました。二次避難所は、高齢者
や障がい者などの避難生活に支
援を要する方を対象に、必要に
応じて開設する避難所です。こ
の協定で、災害時の支援体制が
強化されます。
▽問合せ 地域防災課防災係

不法投棄は犯罪です

不法投棄は﹁廃棄物の処理及
び清掃に関する法律﹂で禁止さ
れています。違反すると、５年
以下の懲役もしくは１千万円以
下の罰金を科せられることがあ
ります。不法投棄された廃棄物
を発見した方や不法投棄を行っ
ている現場を目撃した際は、警
察署に連絡してください。不
法投棄された廃棄物は、土地の

市有地を売却します

▽参加資格 個人か法人
▽売払い物件 表のとおり
▽参加要領の配布
●日時…８月
日㈮まで 午前
９時〜午後５時︵土曜・日曜
日、祝日を除く︶
●場所…契約管財課
※参加要領は、市ホームページ
からダウンロードできます。

所有者や管理者の責任で処分す
ることになります。草の繁茂や
ごみが散乱している場所など
は、不法投棄の誘発につながり
ますので、草を定期的に刈り取
り、柵やネットを設置するなど
不法投棄の防止対策をしましょ
う。市では、不法投棄防止看板
を配布しています。希望する方
は、お問い合わせください。
▽問合せ 生活環境課清掃・リ
サイクル係

▽参加申込みの受付
●日時…８月５日㈪〜
日㈮
午前９時〜午後５時︵正午〜
午後１時、土曜・日曜日、祝
日を除く︶
●場所…契約管財課
▽その他 詳しくは、市ホーム
ページをご覧いただくかお問
い合わせください。
▽問合せ 契約管財課契約管財
係︵直通５５８・１３９０︶
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市民表彰候補者を
ご推薦ください

する方で、 年以上の経験が
ある方
とび
※対象となる職種例…鳶職、左
官、石工、大工、屋根職、建
具職、表具師、畳職、植木
職、電気工、板金工、塗装
工、配管工、菓子製造工、マ
ッサージ師、和服仕立職、洋
服仕立職など
●市民の模範となるような善行
をおおむね 年以上、継続し
て実施されている方
●過去の具体例
＊ 年にわたり、ボランティア
で複数のお年寄りの病院送
迎、食事などの世話をしてい
た。
＊ 年にわたり、ボランティア
で駅に生け花を生けている。
▽推薦期限 ８月 日㈭まで
▽問合せ 市長公室

国民年金保険料
口座一括前払い︵６か月︶
がお得です

※1 土地利用条件として建築物の用途は戸建て専用住宅用地に限る
※2 確定測量地積
※3 現況測量地積
※4 土地区画整理事業換地処分地積

市では、あきる野市表彰条例
に基づき、各分野で功績のあっ
た市民の方を 月３日㈰の表彰
式で表彰します。お知り合いな
どで該当する方がいましたら、
推薦してください。
▽対象
●卓越した技能を持ち、市の産
業の振興に寄与し、同一職種
の指導的立場にある方…５年
以上継続して市内に住所を有

青少年の善行者を
ご推薦ください

最低売却
価格(千円)

秋川渓谷
プレミアム付商品券
特別商品券︵Ｃ券︶について

市ではあきる野商工会と協力
し、秋川渓谷プレミアム付商品
券を市内に在住、在勤している
方を対象にした一般商品券﹁Ａ
券・Ｂ券﹂と、非課税者・３歳
未満の子どもがいる世帯を対象
にした特別商品券﹁Ｃ券﹂を発
行します。
非課税の方にのみ７月中旬か
ら﹁プレミアム付商品券購入引
換券交付申請書﹂を送付してい
ます。お手元に届いた方は、
﹁秋川渓谷プレミアム付商品券
特別商品券︵Ｃ券︶﹂の購入対

表
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︵令和元年 月1日現在︶の
青少年の方や青少年団体
▽主な表彰基準 小さな親切、
公共生活への貢献、環境の美
化、社会福祉、青少年指導、
自然と文化財愛護、緊急時貢
献、芸術文化への貢献、スポ
ーツへの貢献
▽推 薦 方 法 ９ 月 ２ 日 ㈪ ま で
に、生涯学習推進課で配布す
る推薦書に必要事項を記入
し、提出してください。推薦
書を審査の上、表彰該当者を
選考します。
※推薦書は、市ホームページか
らダウンロードできます。
▽申込み・問合せ 生涯学習推
進課生涯学習係︵直通５５８
・２４３８︶

10,300

近隣商業地域
／80％／300％

５

12

市議会の正・副議長︑常任委員長︑
議会運営委員長が決まりました

あきる野市青少年顕彰ふるさ
と委員会では、青少年の善意や
親切心を育み、社会に広めてい
くことを目的に、青少年の善行
表彰を 月３日㈰午後３時から
五日市地域交流センター３階ま
ほろばホールで行います。お知
り合いなどで該当する方がいま
したら、推薦してください。
▽対 象 市 内 在 住 の 歳 未 満

平和パネル展

小中野字子生前
219番1

83.81㎡※4
（83.81㎡）

舘谷台32番

●議長…天野正昭

３

25.82㎡※4
（25.82㎡）

舘谷台31番

21,300

小中野字子生前
196番2

7,710

第二種中高層住居
169.95㎡※3
専用地域
（169.49㎡）
／60％／150％

30,600

1,199.47㎡※2
（1,199.47㎡） 第一種低層住居
専用地域
822.81㎡※2 ／40％／80％
（822.81㎡）

２

宅地
（宅地）

草花字森山下タ
3681番

４

●副議長…中村のりひと

令和元年度の国民年金保険料
は、月額１万６４１０円です。
納付書で６か月分を一括前払い
すると毎月納付書で支払うより
６か月で８００円お得です。さ
らに、６か月分を口座一括で前
払いすると６か月で１１２０円
お得になります。
※８月 日㈮までに申し込んで
ください。
▽持ち物 年金手帳か納付書、
預貯金通帳、通帳の届出印
▽申込み方法 ８月 日㈮まで
に﹁口座振替納付申出書﹂を
預貯金口座がある金融機関
︵郵便局含む︶か年金事務所
の窓口に直接提出してくださ
い。
※﹁口座振替納付申出書﹂は日
本年金機構から送付される納
付書に同封されています。
▽問合せ 保険年金課年金係、
青梅年金事務所︵☎０４２８
・ ・３４１０︶
30

39

31

︵７日㈬・ 日㈬は午後８時
まで、 日㈭は午後３時ま
で、日曜日、祝日を除く︶
▽場所 市役所１階コミュニテ
ィホール
▽問合せ 総務課庶務係

30
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71,420

指定のない区域（市
1,914.27㎡※2
街化調整区域：既存
（1,914.27㎡）
宅地）／40%／80%

1 草花字下折立
※1 1867番1

30

●総務委員長…村野栄一

戦時中の市内の写真や沖縄戦
の写真などを展示します。
▽日時 ８月６日㈫〜 日㈭
午前８時 分〜午後５時 分

30

11

30

20

10

14

11

31

11

●環境建設委員長…山根トミ江

15

01

●福祉文教委員長…堀江武史

15

27

中村のりひと氏

用途地域／
建ぺい率／容積率

地目
地積（公簿）
（公簿）

所在地番

物件
番号

25

15

30

●議会運営委員長…中嶋博幸

30

天野正昭氏
７月 日に開催された、あき
る野市議会第１回定例会第２回
臨時会議及び各委員会で、正・
副議長及び各委員会の委員長な
ど、役職の選出が行われ、次の
とおり決定しました。
18

（２）
令和元年（2019年）８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。

２人

秋留野ハイツ
３ＤＫ

13

こうようてき

難病医療費等
助成制度の対象疾病が
拡大されました

い者相談係、五日市出張所
︵受付のみ︶

17 21

７月１日から２疾病︵膠様滴
じょうかくまく
状角膜ジストロフィー、ハッチ
ンソン・ギルフォード症候群︶
が追加されました。詳しくは、
お問い合わせください。
▽問合せ 障がい者支援課障が
い者相談係︵直通５５８・１
１５７︶

午、午後１時〜５時 分も受
け付けます。
▽対象 児童扶養手当・特別児
童扶養手当受給者︵支給停止
中の方を含む︶
▽持ち物 現況届の案内通知に
記載されているもの
▽問合せ 子ども政策課子ども
政策係

﹁消防団サポート事業﹂とは、
消防団員や同居する家族に、割
引や特典の付与を提供していた
だける事業所、店舗などを﹁消
防団サポート店︵別表︶﹂とし
て認定し、消防団員などが利用
することで、福利厚生の充実や
地域の活性化が期待できる事業
です。
利用の際、消防団員は﹁消防
団員証﹂、同居する家族は﹁消
防団員ファミリーカード﹂を提
示します。
※サポート店の申請書は、市ホ
ームページからダウンロード
できます。
▽問合せ 地域防災課防災係

サポート店を募集しています

あきる野市消防団

児童手当・児童育成手当を受
給している方は、現況届を提出
する必要があります。提出がな
いと手当が受けられなくなりま
す。現況届を紛失された方は、
お問い合わせください。
▽受付時間 午前８時 分〜正
午、午後１時〜５時 分
▽受付場所 子ども政策課、五
日市出張所市民総合窓口係
▽対象 児童手当受給者、児童
育成手当受給者
▽持ち物 現況届、はんこ、受
給者本人の健康保険証の写し

児童手当・
児童育成手当の現況届の
提出を忘れずに

15

15 30

︵児童手当のみ︶、窓口に来
期間中は、現況届の受付時間
られる方の本人確認書類︵運
と同じ
転免許証など︶、その他の必 ▽受付場所 子ども政策課、五
要書類︵該当する方のみ︶
日市出張所市民総合窓口係
▽問合せ 子ども政策課子ども ▽対象 次の要件を全て満たす
政策係
方
●令和元年
月分の児童扶養手
未婚の児童扶養手当
当の支給を受ける父か母
受給者の方に給付金を
●令和元年
月 日時点でこれ
支給します
までに婚姻︵法律婚︶をした
児童扶養手当を受給している
ことがない方
●令和元年
月 日時点で、事
未婚のひとり親の方に﹁未婚の
実婚をしていない方か事実婚
児童扶養手当受給者に対する臨
の相手方の生死が明らかでな
時・特別給付金﹂を支給します。
い方
児童扶養手当の現況届の案内通
知に申請書などを同封していま ▽持 ち 物 申 請 書 、 戸 籍 謄 本
︵抄本︶、はんこ、本人確認
すので、対象の方は必要書類を
書類︵運転免許証やマイナン
提出してください︵現況届の提
バーカードなど︶
出と併せて申請できます︶。
※児童扶養手当の受取口座以外
▽支給額 １万７５００円
の口座を希望する場合は、指
▽支給時期 原則、児童扶養手
定の口座が確認できる書類
当の令和２年１月の支払日と
［金融機関名、口座番号、口
同日に支給します。
座名義人︵カナ︶が分かる通
▽受付日時 令和２年２月３日
帳やキャッシュカード］の写
㈪まで 午前８時 分〜午後
５時 分︵土曜・日曜日、祝
し、本人確認書類の写し
日、年末年始を除く︶
▽問合せ 子ども政策課子ども
※児童扶養手当現況届の受付
政策係

10

31

31

11

10

児童扶養手当・
特別児童扶養手当の
現況届の提出を忘れずに
児童扶養手当・特別児童扶養
手当を受給している方︵支給停
止中の方を含む︶に、現況届の
案内通知を送付しました。現況
届は、引き続き手当を受ける資
格があるかを確認するために行
うものです。期限までに提出が
ないと手当が受けられなくなり
ます。通知が届かない方は、お
問い合わせください。
▽受付期間
●児童扶養手当…９月２日㈪ま
で︵土曜・日曜日を除く︶
●特別児童扶養手当…８月
日
㈫〜９月２日㈪︵土曜・日曜
日を除く︶
▽受付時間 午前８時 分〜正
午、午後１時〜５時 分
▽受付場所 子ども政策課、五
日市出張所市民総合窓口係
※子ども政策課のみ８月７日㈬
・ 日㈬ 午後８時まで、８
月 日㈯ 午前８時 分〜正
15 30

30

・優先入居申込者が重複した
場合は①を優先します。
・①の優先入居には入居期限
があります。
①平成25年４月２日以降に生まれた子ど
もと配偶者を含む世帯
②令和元年８月９日時点で、20歳未満の
子どもを扶養している寡婦である世帯
③障がい者を含む世帯

市営住宅
入居者募集
市営住宅︵表１、表２︶の入
居者を募集します。今回は高齢
者向け住戸の募集はありません。
市営住宅は、住宅に困窮する収
入が低い方の生活の安定を図る
ため、市が国や都の補助を受け
て建設し、管理運営を行ってい
ます。また、法令や条例などに
基づく入居者の資格のほか、入
居後の決まりがあります。詳し
くは、募集案内をご覧ください。
※同一条件の申込者が多数の場
合は抽選
▽募集案内配布期間・場所
●期間…８月９日㈮まで
●場所…都市計画課、市役所１
階ロビー、五日市出張所、増
戸連絡所
▽申込み受付期間など
●期間・時間…８月９日㈮まで
午前９時〜正午、午後１時〜
５時
※郵 送 の 場 合 は 、 ８ 月 ８ 日 ㈭
︵消印有効︶まで
▽抽選会 ８月 日㈮︵予定︶
▽申込み・問合せ 都市計画課
住宅係

不要になった
テレビなどの取り扱い

2DK

考
優先入居の資格要件

※２ＤＫの住戸は、優先入居を設定しません。
※家賃は、世帯の所得などによって毎年度決定します。

特別障害者手当などの
現況届の提出期間は
８月 日までです

※今回の公募で、高齢者向け住戸の募集はありません。
特別障害者手当、障害児福祉
手当、経過的福祉手当、東京都
重度心身障害者手当を受給して
いる方に現況届の案内を通知し
ました。現況届は、引き続き手
当を受ける資格があるかを確認
するために行うものです。期限
までに届出がないと手当が受け
られなくなります。通知が届か
ない方は、お問い合わせくださ
い。
▽問合せ 障がい者支援課障が

15

30

山田733-1
舘谷223-10 2Ｆ
油平49-1 岡部ビル1Ｆ
平沢602-4
伊奈1030-3
油平87 シャルマンルーフ101
小川東1丁目24-4
入野525
上代継600
小川東1丁目2-11
油平1-12
伊奈886
伊奈979
伊奈485-6
舘谷206
雨間325-23
引田548-1 工藤ビル1F
伊奈1404-4
三内549

２人

正に処理する必要があります。
▽家電製品の処理方法
●販売店に引き渡す場合…家電
製品を購入した店か、買い替
えをする店などに依頼してく
ださい。
●販売店が引き取れない場合…
郵便局でリサイクル料金を振
り込んでください︵指定取引
場所へ持ち込むか、市の許可
業者に収集運搬を依頼してく
ださい︶。
※詳しくは、資源とごみの出し
方カレンダーか市ホームペー
ジで確認してください。
▽問合せ 生活環境課清掃・リ
サイクル係

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

所在地

事業所等名称
近藤醸造㈱
たから不動産事務所
クアラントゥーノ
㈱堀総建
割烹ゆもと
パブスナック妙
㈲アキオートサービス
㈲遠藤鈑金塗装
㈱東京サマーランド
㈱きしの防災
あき野
スナック億
YAKITORI てっちゃん
すし屋の勘太郎
大黒屋精肉店
あゆみ
暖家
髙田塗装
サロンまいまい坂の里

23

家電リサイクル法により、一
般家庭から排出される特定の家
電製品︵テレビ、エアコン、冷
蔵庫、冷凍庫、洗濯機、乾燥
機︶は、販売店などを通じて適

消防団サポート店一覧（７月１日現在）

別表

2DK
草花公園 草花
タウン
3225

３人以上
秋川
3-2-7

3DK

していること
・現に住宅に困窮していることが明らかであること
３戸 ・市民税の滞納がないこと
・３ＤＫ３人以上世帯…申込者と同居者の収入（月
額）が158,000円以内（障がい者世帯などは
２戸
214,000円以内）であること
・２ＤＫ２人世帯…申込者と同居者の収入（月額）
が158,000円以内（障がい者世帯などは214,000円
１戸
以内）であること

秋留野
ハイツ

住戸の 応募可能な 募集 ○主な申込み資格
間取り 世帯の人数 戸数 ・令和元年8月9日現在、市内に１年以上居住か勤務
所在地
住宅名

備
住宅名・間取り

30

優先入居の該当世帯
表２

募集する住戸（一般世帯向け）
表１

☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
令和元年（2019年）８月１日
（３）

▽問合せ 健康課健康づくり係
︵直通５５８・１１８３︶

▽申込み・問合せ 高齢者支援
時︵全 回︶
▽場所 あきる野ルピア３階産
課高齢者支援係︵直通５５８
業情報研修室
・１９５３︶
▽内容 脳トレ、体操、健康ミ
﹁あきる野市
ニセミナー、ウォーキング、
障がい者防災・スポーツ
体力測定
フェア２０１９﹂
▽講師 健康運動指導士など
防災運動会︑スポーツ大会
▽対象 市内在住の 歳以上の
の参加者および
方
市民ボランティアの募集
人︵申込み順︶
▽定員
※初めての方優先
障がい者︵児︶と小学校３年
▽持 ち 物 な ど 飲 み 物 、 タ オ 生以下の子どもを対象に、防災
ル、筆記用具、動きやすい服 とスポーツを体験できるイベン
装・靴
トです。競技参加者と競技の補
▽費用 無料
助を行う市民ボランティアを募
▽申込み方法 ８月２日㈮から 集します。
日㈭までに電話で申し込ん ▽期日 ９月 日㈯
でください。
▽場所 秋川体育館

14

介護教室︵講演会︶
﹁健康寿命を
延ばしましょう
〜フレイル予防へ
つなげる栄養〜﹂
▽日時 ８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
▽講師 保健師、管理栄養士
▽対象 市内在住・在勤の方
人︵申込み順︶
▽定員
▽申込み方法 電話で申し込ん
でください。
▽申込み・問合せ 中部高齢者
はつらつセンター︵☎５５０
・６１０１︶

介護予防教室
参加者募集

﹁はつらつ元気アップ教室﹂

﹁認知症サポーター
養成講座﹂
﹁認知症サポーター
ステップアップ講座﹂
開催

▽内容
●防災運動会
＊みんなで火を消せ！バケツリ
レー…協力してバケツリレー
を行い、初期消火の体験を行
います。１グループ４人から
人までで申し込んでくださ
い。
※ 人以下の場合、他のグルー
プとの組み合わせで実施しま
す。
▽対象 障がい者︵児︶、小学
校３年生以下の子ども、保護
者、介助者
※申込み人数の半数以上を障が
い者︵児︶、または子どもに

高齢者
げんき応援事業

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

なるようにしてください。
▽市民ボランティア募集 ﹁み
んなで火を消せ！バケツリレ
ー﹂の運営補助など
▽申込み方法 ９月３日㈫︵必
着︶までに、障がい者支援課
で配布する申込み用紙に必要
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。
※申込み用紙は、市ホームペー
ジからダウンロードできます。
▽申込み・問合せ 障がい者支
援課障がい者相談係︵〒１９
７ー０８１４ 二宮３５０、
直通５５８・１１５７︶

●講師…センター職員
人︵申込み順︶

●定員…５組

▽健康麻雀
●初 級 ・ 中 級 … 開 戸 セ ン タ ー
︵毎週木曜日 午前 時〜正
午、午後１時〜３時︶
●中級…五日市センター︵毎週
火曜日 午前 時〜正午、午
後１時〜３時︶

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

●費用…１組千円︵材料費込︶

10

●講師…センター職員

人︵申込

▽四季折々の折り紙教室 ９月
はシルクハットのうさぎを作
ります。
●日時…９月〜毎月第１・第３
木曜日︵祝日を除く︶ 午後
１時〜３時
●講師…北島初音さん
●定員…５人︵申込み順︶
●費用…１回５００円︵材料費
別︶

五日市センター
︵☎５３３・０３３０︶

●費用…１回５００円

み順︶

●定員…各センター

10

▽内容 体力測定、筋力アップ
体操、栄養や口腔ケアに関す
る講話など
▽講師 健康運動指導士、歯科
衛生士、管理栄養士、理学療
法士
▽対象 市内在住の 歳以上の
方
人︵申込み順︶
▽定員
※初めての方優先
▽持 ち 物 な ど 飲 み 物 、 タ オ
ル、筆記用具、動きやすい服
装・靴
▽費用 無料
▽その他 自宅か最寄りのバス
停などから会場まで送迎しま
す。希望する方は、申込みの
時に申し出てください︵定員
人︶。
▽申込み方法 ８月２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 高齢者支援
課高齢者支援係︵直通５５８
・１９５３︶

萩野センター
︵☎５５０・２７２２︶

▽男の台所 ゴーヤ入りそうめ
んチャンプルーなどを作りま
す。
●日時…８月
日㈯ 午前 時
分〜午後１時
●講師…地域活動栄養士会のら
ぼうず
人︵申込み順︶

●定員…

手拭きタオル

●持ち物…エプロン、三角巾、

●費用…６００円︵材料費別︶

開戸センター
︵☎５５０・２７５５︶

10

21

▽認知症サポーターステップア
ップ講座 認知症サポーター
養成講座を受講した方を対象
に、認知症の人とのコミュニ
ケーションを中心に学び、認
知症の理解と対応方法の学び
を深め、地域で活躍できるこ
とを目指します。希望する方
は後日、認知症グループホー
ムなどで認知症の人とのコミ
ュニケーションを体験するこ
とができます。
●日時…９月
日㈯ 午後１時
分〜４時
●講師…講師養成研修を受講し
た方
●対象…認知症サポーター養成
講座を受講した方︵認知症サ
ポーター養成講座と同時申込
み可︶
●定員…
人︵申込み順︶
▽場所 五日市地域交流センタ
ー第４・５・６会議室
▽申込み方法 ８月２日㈮午前
８時 分から電話で申し込ん
でください。
▽申込み・問合せ 高齢者支援
課高齢者支援係︵直通５５８
・１９５３︶

10

認知症予防教室
﹁頭シャキッと教室﹂
参加者募集

人︵申込み順︶

30

16

▽夏 休 み 企 画 ﹁ 金 魚 の モ ビ ー
ル﹂ 夏休みの工作にＰＰバ
ンドを使って金魚のつるし飾
りを作りましょう。
●日時…８月
日㈬ 午後１時
〜３時

10

65

65

●対象…市内在住、在勤の方
●定員…

12

20

認知症予防に必要な脳トレや
体操を楽しくマスターしましょ
う。
▽日時 ９月５日から 月 日
までの木曜日 午後２時〜４

オレンジリング

16

30

60

31

12

▽認知症サポーター養成講座
認知症の症状、支援方法など
認知症について正しく知り、
適切に対応できる力を身につ
けるための講座です。受講者
にはサポーターの証・オレン
ジリングをお渡しします。
●日時…８月
日㈯ 午後１時
分〜３時
●講師…五日市はつらつセンタ
ー職員
24

16

15

15

30

23

住み慣れた地域でいつまでも
元気で過ごせるよう、日常生活
に役立つ講話や自宅で取り組め
る体操を取り入れた教室を開催
します。
▽日時 ９月 日から 月 日
までの毎週水曜日、 月７日
㈭ 午後２時〜３時 分︵全
９回︶
▽場所 あきる野保健相談所

21

30

歯は健康の源
節目の年齢になったら
﹁歯周病検診﹂を
受けましょう
歯周病は、多くの人がかか
り、歯を失う大きな原因となる
疾患の一つです。元気な歯を保
つには、予防と早期のケアが大
切です。 歳、 歳、 歳、
歳という年齢は、歯にとっても
大切な節目です。この機会に検
診を受けて、歯の健康状態をチ
ェックしましょう。
月１日㈫〜 月
▽検診期間
日㈫
▽対象 市内在住で次に該当す
る方
●昭和
年４月２日〜昭和 年
４月１日生まれ
●昭和
年４月２日〜昭和 年
４月１日生まれ
●昭和
年４月２日〜昭和 年
４月１日生まれ
●昭和
年４月２日〜昭和 年
４月１日生まれ
▽費用 無料
▽その他 詳しくは、７月下旬
に対象の方に送付した通知を
ご覧ください。
▽申込み方法 ８月 日㈯︵消
印有効︶までに、専用申込み
はがきに必要事項を記入の
上、送付してください。
40

生活習慣病予防健診
︵ 歳〜 歳︶追加募集

30

65

11

30

▽対象 昭和 年４月１日から
から申し込んでください。
昭和 年３月 日生まれまで ※スマートフォンから電子申請
の方︵職場などの健診や人間
される場合は、次のコードか
ドックなどを受ける方、受け
らアクセスしてください。
る予定の方を除く︶
▽費用 無料
▽申込み方法
●はがき…８月
日㈮︵消印有
効︶までに、﹁生活習慣病予
防健診希望﹂、住所、氏名、
生年月日、電話番号を記入の ▽申込み・問合せ 健康課健康
上、送付してください。
づくり係︵〒１９７ー０８１
●電子申請…８月
日㈮までに
４ 二宮３５０、直通５５８
市ホームページの﹁電子申請﹂
・１１８３︶

24

21

30

30

30 11 10

20

40

50

31

11

12

55

45

35

25

54

44

34

24

35

詳しくは、６月１日発行の広
報あきる野をご覧ください。
※過去の広報あきる野は市ホー
ムページで閲覧することがで
きます。
月 日㈭まで
▽受診期間

60

70

年に一度の機会です！早めに特定健康診査を受けましょう！

23

10

39

10

55

31

23

24

（４）
令和元年（2019年）８月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）
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28

市内循環バス﹁るのバス﹂
車内広告スペースに展示する個人の作品を募集します

９月中旬の２週間

市民公開講座
﹁住み慣れた地域で︑
元気に︑あなたらしく
生きるために﹂

あきる野ルピア

︶をご覧ください。
p/
※電話か窓口で申し込んでくだ
さい︵午前 時〜午後６時受
付︶。
▽紙で作るバラのアクセサリー
﹁ロザフィ﹂
●日時…８月７日㈬
午後３時
分〜５時 分
●定員…８人
●費用…３千円︵ピアス、イヤ
リング、ネックレスから選
択︶
▽キラキラ光る手書きうちわ作
り
日㈫

●日時…８月５日㈪・

中央図書館
︵☎５５８・１１０８︶

▽中央図書館 毎週金曜日と
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 日㈰

８月の休館日

図書館からの
お知らせ

27

▽おはなし会
●日時…８月４日㈰
午前 時
〜 時 分
▽夏休み！図書館たんけん 簡
単なクイズや中央図書館の施
設見学
●日時…８月５日㈪
午前 時
分〜 時 分

ルピア塾情報

●日時…８月

45

●対象…小学生
●定員…
人︵申込み順︶
●申込み方法…電話か直接窓口
で申し込んでください。
▽ボランティアおはなし会︵絵
本とおはなしの会︶
●日時…８月７日㈬
午前 時
〜 時 分
▽おはなしパレード
●日時…８月
日㈬ 午前 時
〜 時 分
●対象…１人で素話をきける方
●定員…
人
●申込み方法…当日直接お越し
ください。
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東部図書館エル
︵☎５５０・５９５９︶

▽影絵おはなし会 お部屋を暗
くして影絵をします。
●日時…８月７日㈬
午後３時
〜３時 分
●対象…幼児〜小学生
▽わらべうたのじかん
午前 時

●日時…８月８日㈭

分

分

●期間…８月

▽本のテーマ展示
●テーマ
＊﹁戦争と平和﹂︵一般向け︶
＊﹁どくしょのすすめ〜夏休み
によみたい本〜﹂
日㈯まで

中央図書館増戸分室
︵☎５９６・０１０９︶

どもとその保護者

●対象…０歳から３歳までの子

〜 時

●日時…８月

▽戦争・平和に関連する本の展
示
●期間…８月
日㈮まで
●場所…五日市図書館１階
▽わらべうたのじかん
日㈭ 午前 時

五日市図書館
︵☎５９５・０２３６︶

どもとその保護者

●対象…０歳から３歳までの子

〜 時

時
●定員…各
人
●費用…各１５００円
申込み・問合せ ☎５５０・４７００
▽
ソ
ー
プ
カ
ー
ビ
ング
●日時…８月
日㈭ 午前 時
〜正午
※詳しくは、ホームページ︵ ht 午後２時 分〜３時 分
●定員…６人
tp://akiruno-rupia.j ●対象…小学生、中学生
●定員…各
人
●費用…１５００円
●費用…各１５００円︵材料費
▽ガラスフュージングで小物作
込み︶
り
▽女性のための足もみ健康講座
●日時…８月
日㈪ 午後１時
●日時…８月
日㈰ 午前 時
〜３時
分〜 時 分
●定員…８人
●定員…
人
●費用…２千円︵ガラス焼成代
●持ち物など…タオル、筆記用
含む︶
具、スリッパ、膝まで出せる
●その他…完成まで１週間
服を着用
▽季節のお花でアレンジメント
●費用…千円︵足もみ棒付き︶
●日時…８月
日㈬ 午後２時
▽幼児向け英語教室ハッピーイ
〜４時
ングリッシュ
●定員…
人
日・ 日・ 日、 ●持ち物…花バサミ、袋
日の土曜日 午後２時〜３
●費用…２７００円

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！

60

要であるといえます。本講座
では、主権者としての主体的
な学習のあり方を、基本の
﹁き﹂から考え、学び合いま
す。
●日時…９月７日㈯
午後２時
〜４時
●場所…中央公民館
●講師…池上洋通さん︵自治体
問題研究所、主任研究員︶
●対象
市民の方
●定員…
人︵申込み順︶
●費用…３００円︵資料代︶
●企画・運営…公民館利用者ネ
ットワーク︵矢澤 ☎５５９
・５０９０︶
▽ＩTボランティアによる﹁パ
ソコンＱ＆Ａ講習﹂ ﹁エク
セル関数を使って会計報告書
を作りたい﹂﹁ワードで案内
状を作りたい﹂など、ＩＴボ
ランティアが個別にお答えし
ます。
●日時…８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人程度︵申込み順︶
●持ち物…ノートパソコン、メ
モ用紙
40

●日時…８月
日㈰ 午前 時 ▽市民企画講座﹁よみがえれ
中央公民館からの
家族愛！﹂ 安心・平和・喜
〜正午
お知らせ
びの生活ができるよう、道徳
●場所…中央公民館
申込み・問合せ
的で住みよいあきる野にする
●講師…飯塚礼子さん︵就労支
☎５５９・１２２１
ために、皆さんと学びます。
援コーディネーター︶
▽市民解説員が指導する﹁藍の
●日時…９月１日㈰
午後１時
●対象…市内在住で障害者手帳
なまば
生葉染め体験講座﹂ 藍の生
分〜３時 分
がある方
葉から染料を作り、Ｔシャ
●場所…あきる野ルピア３階産
●
定
員
…
人
︵
申
込
み
順
︶
ツ、タオルなどを染める体験
業情報研修室
●持ち物…学生時代に使った絵
●講師…加島志把子さん［︵公
をします。
筆、習字用の筆︵お持ちでな
●日時…８月
日㈬ 午後１時
財︶モラロジー研究所生涯学
い方は用意します︶
〜４時 分
習講師］
●費用…５００円︵材料費︶
●場所…中央公民館第１工作室
●対象…市民の方
●企画・運営…青年学級すまい
●講師…市民解説員﹁藍染めの
●定員…
人︵申込み順︶
る︵藤間 ☎０７０・５０１
会﹂会員
●持ち物…筆記用具など
０・１２９３︶
●対象…市内在住・在勤・在学
▽市民企画講座﹁令和と万葉集﹂ ●企画・運営・問合せ…あきる
の小学生以上の方
野ニューモラルクラブ︵金子
﹁令和﹂を通して知る、万葉
●定員…
人︵申込み順︶
☎５５８・６７５５︶
集とその背景︵﹁令和﹂を上
●持ち物など…飲み物、ゴム手
手に書くコツも学べます︶。 ▽市民企画講座﹁まちの中に学
袋、染めたいタオルやＴシャ
び合いの場を！〜生涯学習の
●日時…８月
日㈯ 午後１時
ツなど︵白か淡色の綿製品を
楽しさをつくる〜﹂ 日本国
〜３時
３点まで︶、汚れてもよい服
憲法に規定する﹁地方自治﹂
●場所…中央公民館
装
は、政治や経済、社会のあり
●講師…中村海洞さん︵大東文
●費用…５００円︵材料費︶
方を生活の現場である﹁各市
化大学オープンカレッジ講
▽市民企画講座﹁墨や絵の具で
町村の地域﹂において、住民
師、書道学博士︶
自分の名前や言葉を描こう！﹂ ●対象…小学生以上
一人ひとりの自己決定に基づ
一人ひとりに合わせて用紙を
く選挙により、決定すること
●
定
員
…
人
︵
申
込
み
順
︶
決め、半紙やはがきに墨や絵
としています。だからこそ、
●持ち物…筆記用具など
の具で絵や文字を交えて名前
地域社会において、正しい情
●企画・運営…書道文化を楽し
や好きな言葉を書きます。
報に基づいた豊かな学習が必
む会
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＊循環バスの公共性、中立性、
品位を損なう恐れのあるもの
＊政治、宗教活動、意見広告、
個人宣伝に関するもの
＊公の秩序に反するもの
▽応募方法 ８月 日㈮までに
展示を希望する作品を直接窓
口にお持ちください。
▽応募・問合せ 地域防災課地
域振興係︵直通５５８・１３
９４︶

30

▽日時 ９月７日㈯ 午後２時
〜４時︵１時 分開場︶

10

11

45 11

22

26

28

16

10

24

10

10

15

30

30

25

31

▽展示場所 車内７か所︵ポス
ター 方式︶
▽対象 市内在住の方
▽作品の大きさ Ｂ３用紙横型
▽作品数 ７点︵申込み順︶
▽費用 無料
▽その他
●作品にタイトル、作者などを
表示する場合は、作品中に申
込み者が表示してください。
●展示後の作品は、破損などで
返却できない場合があります。
●次に該当するものは掲載でき
ません。

11

11

30

30

15

10

10 11

30

40

30

15

10

14

15

11

11

11

11

20

31

11

30

21

▽場所 秋川キララホール
▽定員 ６５０人
▽費用 無料
▽後援 あきる野市介護事業者
連絡協議会、東部高齢者はつ
らつセンター、中部高齢者は
つらつセンター、五日市はつ
らつセンター、秋川歯科医師
会、あきる野薬剤師会、あき
る野市介護老人福祉施設連絡
協議会
▽その他 直接会場へお越しく
ださい。
▽問合せ あきる野市医療・介
護地域連携支援センター︵☎
５５８・０５５６、月曜・火
曜・水曜・金曜日 午前９時
〜午後４時︶

▽展示期間
程度

11

10

23

30

11

45

15

31

30

11

40

30

30

11

30

30
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☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
令和元年（2019年）８月１日
（５）

分、午前 時〜 時 分、午
前 時〜 時 分、午後１時
〜２時 分、午後３時〜４時
分、午後６時〜７時 分
▽対象 小学生以上︵グループ
参加も可、ピアノ使用は経験
者限定︶
▽定員 各日各回１組︵申込み
順︶
▽費用
●午前の部…２千円︵１区分
分︶
●午後の部…４千円︵１区分１
１５分︶
▽その他 ピアノ独奏・連弾、
ピアノ以外の楽器の演奏や声
楽の伴奏も可能です。
※持ち込み楽器は、アコーステ
ィックなものに限り可。発表
会などの公開目的、営利目
的、演奏以外での利用はでき
ません。ピアノの移動はでき
ません。
※詳しくは、お問い合わせくだ
さい。
▽申込み方法 ８月２日㈮午前
９時から、電話か直接窓口で
申し込んでください。
▽申込み・問合せ 秋川キララ
ホール︵☎５５９・７５０
０︶

８月

日㈯﹁

15

●定員…各

オオブタクサの
除草にご協力ください
除草をお願いします

花を咲かせます。
▽除草方法 種から繁殖するた
め、種ができる前に刈り取る
必要があります。

河川の在来植物を守るため、
オオブタクサの除去作業を行い
ます。協力いただける方は、連
絡してください。
▽日時 ８月 日㈯ 午前８時
〜 時︵少雨実施︶
▽場所 御堂橋上流右岸の平井
川河川敷
▽その他
●詳しい内容は、申込み後に通
知します。
●平井川流域連絡会の﹁平井川
オオブタクサ駆除作業﹂︵東
京都主催︶と合同で行いま
す。
▽応 募 方 法 ８ 月 日 ㈮ ま で
に、電話で申し込んでくださ
い。
▽応募・問合せ 環境政策課環
境政策係︵☎５９５・１１１
０︶
オオブタクサは、繁殖力がと
ても強く、在来植物の生育場所
を奪ってしまうおそれのある外
来植物です。花粉症の原因とな
ることもあります。敷地内に生
えている場合は、除草をお願い
します。
▽特徴 河原などに生え、倒れ
メー
ずに２ ト
以上の高さになりま
ル
す。葉の形はクワに似てお
り、８月下旬に、黄色の穂状

除去作戦のボランティアを
募集します

伴者１人︵その他の方の入
場、見学不可︶
▽あきる野ルピア 東京文化会
館ミュージック・ワークショ
ップ﹁動物たんてい〜かくれ
ているのは、だあれだ？〜﹂
●時間…午前
時開演︵ 時
分から受付︶
●対象…生後６か月から
か月
までの子どもとその同伴者
●定員…
組
●その他…子ども１人につき同
伴者２人︵その他の方の入
場、見学不可︶
▽場所 秋川キララホール 、あ
きる野ルピア３階ルピアホー
ル
▽出演 東京文化会館ワークシ
ョップリーダー
▽費用 １公演１組５００円
▽申込み方法 ８月２日㈮午前
９時から電話か直接窓口で申
し込んでください。
▽申込み・問合せ 秋川キララ
ホール︵☎５５９・７５０
０︶、あきる野ルピア︵☎５
５０・４７００︶
11

10

11 10

55

30

あきる野市﹂開催
KIDS MUSIC LAND in

10

秋川キララホールとあきる野
ルピアでポルトガル発祥の最新
鋭、音楽ワークショップを開催
します。音楽や芸術を通して子
どもの豊かな心を育んでみまし
ょう。
▽秋川キララホール 東京文化
会館ミュージック･ワークシ
ョップ﹁めざせ！おんがく忍
者！﹂
●１ 回 目 … 午 前
時 分開演
︵ 時 分から受付︶
＊対象…３歳・４歳の子どもと
その同伴者
●２回目…正午開演︵午前
時
分から受付︶
＊対象…５歳・６歳の子どもと
その同伴者
組

⒞Mino Inoue/
東京文化会館

11

24
10

●その他…子ども１人につき同

10

秋川キララホール情報

▽キララホールを使ってみませ
んか♪ 反響板を組んだ大き
なホールで自由に演奏し、響
きの良さを体感します︵ステ
ージ下手側にピアノを１台用
意します︶。
●日時…８月７日㈬・８日㈭
午前９時〜９時 分、午前
時〜 時 分、午前 時〜
時 分、午後１時〜２時
分、午後３時〜４時 分、午
後６時〜７時 分
▽スタインウェイを弾きません
か♪ 反響板を組んだ大きな
ホールでスタインウェイを自
由に演奏し 、 響 き の 良 さ を
体 感 し ま す︵ステージ上にピ
アノを２台用意します︶。
日㈬・ 日㈭・
午前９時〜９時

11

10

55

55

55

受講生募集！

（以下は広告枠です）

オオブタクサ

●電話回線かＬＡＮ回線で通信
が可能であること
●クレジットカード決済機能を
標準とし、電子マネー決済機
能の追加も可能な仕様である
こと
台︵申込み順︶
▽補助台数
※１店舗１台
▽申込み方法 ９月 日㈪︵必
着︶までに、申請書に必要事
項を記入の上、送付するか直
接窓口にお持ちください。
※申請書の審査後、承認します。
※詳しくは、市ホームページか
観光まちづくり推進課などに
あるチラシをご覧ください。
▽問合せ 観光まちづくり推進
課観光まちづくり推進係︵☎
５９５・１１３５︶

45

済の活性化を図るため、クレジ
ださい。
※申込み用紙は、Bi@Sta ットカード決済端末を導入する
窓 口 ま た は 、 ホ ー ム ペ ー ジ 費用の一部を補助します。
︵ https://www.bista-ak ▽補助対象 市内で旅行者向け
︶にあります。
の小売業、宿泊業、飲食業、
iruno.com/
▽申込み・問合せ あきる野創
その他サービス業などを営ん
業・就労・事業承継支援ステ
でいる中小企業者で、市税を
ーションＢｉ＠Ｓｔａ［☎５
滞納していない方
１８・７７７８ 午前 時〜 ▽補助内容 補助対象機器の導
午後７時︵日曜日、祝日、第
入費用︵消費税を除く︶の２
３水曜日を除く︶、 ５１８
分の１
・７７７９］
※上限５万円まで、千円未満は
切捨て
▽補助対象となるクレジットカ
店舗にクレジットカード
ード決済機器 継続的な保守
決済端末を導入する
サービスの提供が可能なメー
費用を一部補助します
カーのＩＮＦＯＸカード決済
端末機で次の機能と条件を満
たすもの

20

市では、訪日外国人旅行者な
どの受入環境を整備し、地域経

16

30

日㈮

10

35

10

●日時…８月

26

55

第４回あきる野創業塾開催

28

45

▽対 象 市 内 で 創 業 を 目 指 す
方、創業されて間もない方、
創業に関心のある方
人︵申込み順︶
▽定員
▽費用 ５千円︵全５回分︶
※第１回目に集金します。
▽その他 創業塾での疑問点、
不明点は、随時相談すること
ができ、創業するまでのサポ
ートが受けられます。また、
創業塾で全てのカリキュラム
に参加された未創業の方・創
業後５年未満の方には、市か
ら証明書が発行され、登録免
許税の減税など創業時の特典
を受けることができます。
▽申込み方法 申込み用紙に必
要事項を記入の上、ファック
スか直接窓口で申し込んでく

FAX

55 11 10

55

11

55

15

55

55

55

市内で創業を目指す方、創業
●第２回…売れるための仕組み
間もない方、創業に関心のある
づくりをしよう︵マーケティ
方であればどなたでも参加でき
ング計画の立て方を学ぶ︶
●第３回…お客様を集めるため
る﹁あきる野創業塾﹂を今年も
の手法を学ぼう︵販売先を開
開催します。短期集中で創業の
拓し販路を確保しよう︶
イロハを学びたい方にオススメ
●第４回…ビジネスプランをつ
の講座です。
くろう︵資金計画や損益計画
▽日時 ９月 日、 月５日・
日・ 日・ 日の土曜日
のあらまし︶
午前 時〜午後５時︵全５回︶ ●第５回…ビジネスプランを発
▽場所 あきる野商工会研修セ
表しよう︵先輩から学びビジ
ンター︵あきる野ルピア３階︶
ネスプランに生かす︶
ビ
▽内容
▽講師 中小企業診断士︵Bi
ス タ
●第１回…成功に向けた創業準
@Sta相談員︶、市内税理
備をしよう
士、社会保険労務士
19

20

25

55

14

10

55

10

24

10

16

12

（６）
令和元年（2019年）８月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

11

秋川消防署からのお知らせ
﹁電気火災を防ごう﹂

集

／他○意見・提案などは８月
日㈪︵消印有効︶までに、窓口、
郵送、ファックス、メールのい
ずれかで提出／問東京都都市整
備局都市基盤部街路計画課︵〒
１６３ー８００１、☎ ・５３
・５３８
８８・３３７９、

03

FAX

８・１３５４、
S0000179
、
@section.metro.tokyo.jp
http://www.toshiseibi.
︶
metro.tokyo.jp/

03

東京における
都市計画道路の在り方に
関する基本方針︵案︶
東京都と特別区及び 市２町
は協働で、﹁東京における都市
計画道路の在り方に関する基本
方針︵案︶﹂を公表しました。
各自治体のホームページ、都民
情報ルーム︵都庁第一本庁舎３
階︶、各区市町の窓口で閲覧可

五日市クラブ
キッズの
﹁えいごでピアノ﹂体験会
全米No１.ピアノメソッド
﹂の
﹁ Piano Adventures
英語テキストで、英語とピアノ
をグループで楽しく学びます
︵レッスンは日本語で行いま
す︶。
▽日時 ８月 日㈪、９月９日
㈪ 午後３時〜４時
▽場所 壱番館２階︵五日市１

市民のひろば
掲載に関する問合せ
市長公室
直通５５８・１２６９

募

時〜 時
日月２回木曜日
／場五日市ファインプラザ／
活脳トレをもとに楽しく体を
動かしたり友の和を大切にし
ています／会１５００円／問
藤山☎５９６・３７３５

増戸珠算

・１２１２、
info@it
︶
sukaichiclub.com

番地︶
▽講師 原嶋由利さん
▽対象 年中〜小学校１年生
▽費用 １回５００円
▽その他 参加者には、ＣＤ
付日本語お試し版テキス
トを差し上げます︵先着
人︶。
▽申込み方法 電話かメール
で申し込んでください。
▽申込み・問合せ 五日市ク
ラブ︵☎０８０・２３９２

HP

納税などには便利な口座振替をご利用ください
スもあります。／日８月 日㈰
Ｔ
Ａ
Ｍ
Ａ
市
民
塾・
時〜／場秋川ふれあいセン
市民講師募集
ターふれあいホールなど／定２
４０人／他あきる野市社会福祉 日９月 日㈫まで募集／場原則、
協議会で入場引換券配布／問あ 多摩交流センター／対原則、多
きる野市社会福祉協議会あきる 摩地域に在住・在勤・在学の方
野ボランティア・市民活動セン ／他募集案内を確認の上、送付
するか直接窓口で申込む ※詳
ター︵☎５９５・９０３３︶
細は、ホームページ︵ http://
子育て防災講座
︶
www.tama-100.or.jp/
〜想像しよう 体験しよう
参照／問多摩交流センター内Ｔ
親子で防災アクション〜
ＡＭＡ市民塾︵☎０４２・３３
災害により電気、ガス、水道 ５・０１１１︶
が使用できなくなることを想定
都立学校公開講座
し、在宅避難や避難所での生活
﹁ボランティア養成講座﹂
を学び、非常食の試食などの体
障がいがある方との関わり方
験を通じて防災意識の向上を図
や地域でボランティアとして活
る講座／日９月６日㈮ ９時
分〜 時 分／場秋川ふれあい 動するために必要な知識などを
セ ン タ ー ２ 階 会 議 室 ／ 内 講 話 学習︵全４回︶
／日 月９日㈯、
月７日㈯、令和２年１月 日
﹁子どもを連れての避難のポイ
ント﹂、非常食の試食など／講 ㈯、２月１日㈯ ９時 分〜
小暮裕美子さん︵ＮＰＯ法人マ 時／場都立あきる野学園／対都
マプラグ︶／定 人︵親子参加 内に在住・在勤・在学の方／他
月 日㈭︵必着︶までに、往
可︶／対未就学児の子どもとそ
の親、子育て防災に関心のある 復はがきに、住所、氏名、年齢、
方／費無料／他電話で申込む／ 自宅の電話番号を記入の上、送
問あきる野市社会福祉協議会あ 付︵返信用表面にも必ず返信先
きる野ボランティア・市民活動 を記入︶。※ファックス可／問
センター︵☎５９５・９０３３︶ 都立あきる野学園［〒１９７ー
０８３２ 上代継１２３ー１、
☎５５８・０２２２、 ５５８
・００７４］
10

30

30

25

シルバー人材センター
パソコン自由講座

17

10

12

10

企画・実施・支払い先…秋川農
業協同組合ＪＡあきがわ旅行セ
ンター︵東京都知事登録旅 行 業
第 ２ 種 ー ５ １ ８ ７ 号 ︶○共同
企画…あきる野市山とスキーの
会、秋川農業協同組合ＪＡあき
がわ旅行センター ※詳細は、
秋川体育館、五日市ファインプ
ラザ、市民プールなどに配置の
パンフレット参照／問あきる野
市山とスキーの会 北寒寺︵☎
５９６・２７９７︶

10

凡例…日日時／場場所／内内容
／講講師／対対象／定定員／持
持ち物／費費用／締締切り／他
その他／主主催・共催／申申込
み方法／問申込み・問合せ

30

子育て応援ボランティア講座
〜月１回から始められる
子どもと関わる
ボランティア〜
時〜
日８月 日㈫・ 日㈫
時 分︵全２回︶／場秋川ふ
れあいセンター２階寿の間︵和
室︶／内○ 日㈫…講話﹁ボラ
ンティア体験談から学ぶ活動の
楽しさ﹂ ○ 日㈫…地域活動
団体の活動紹介／講篠木里恵さ
ん︵のんきサロンぶひぶひ︶／
対子どもと関わるボランティア
に興味のある方／定 人／費無
料／他電話で申込む／問あきる
野市社会福祉協議会あきる野ボ
ランティア・市民活動センター
︵☎５９５・９０３３︶
13

秋川流域
﹁サマーフィルムフェスタ
２０１９﹂のお知らせ

員

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

す

会
い

椅子体操
時 分〜 時
日毎週火曜日
分／場五日市ファインプラザ
／活お手玉やゴルフボールなど
を使った、どなたでも楽しい会
です／入千円／会月１５００円
／問藤山☎５９６・３７３５

活動内容の
お知らせ

あきる野市合気道連盟

活老若男女を問わず護身体術
及び剣杖の基本から応用技ま
で幅広く各個人のペースで無
理なく稽古をしています／問
澤﨑☎０９０・４７３１・８
０９４

（以下は広告枠です）

25

12

８月１日から
東京都で児童虐待を
防止するためのＬＩＮＥ
相談を実施します

体育協会
市民トレッキング
参加者募集

12

10

電気火災は、東京消防庁管内
で毎年千件前後発生しています。
これらの火災の主な原因は、使
用者の不適切な維持管理や取り
扱いの不注意によるものです。
８月は電気使用安全月間です。
電気設備、電気器具、コンセン
トなどは普段から点検・清掃な
どを適切に行い、必ず取扱説明
書をよく読み、正しく使用しま
しょう。／問秋川消防署防火査
察係︵☎５９５・０１１９︶

12

11

30

自由な時間に自由な内容の講
座を受けられる﹁パソコン自由
講座﹂／日随時受付︵受講時間
自由︶※１回２時間／場︵公
社︶あきる野市シルバー人材セ
ンター／他○ワード、エクセル、
インターネット、写真、その他
時間内であれば対応可 ○個別
受講︵１人︶、グループ受講
︵グループ割引有︶可※詳細は、
問い合わせるかホームページ
︵
http
: //www.akiruno-s
︶参照 ○本人が電話
c.or.jp/
か直接窓口で申込む／問︵公
社︶あきる野市シルバー人材セ
ンター︵☎５５８・１４１４︶

12

21

26

10

10

26

24

11

30

FAX

27

27

13

内秋川流域︵あきる野市、日の
出町、檜原村︶の社会福祉協議
会の共催で﹁サマーフィルムフ
ェスタ２０１９﹂を開催し、ド
キュメンタリー映画﹁ずっと、
いっしょ。﹂を上映します。自
分たちが生まれてきた意味や家
族の絆、命の大切さ、人とのつ
ながりなどを考える映画会です。
子どもと一緒に鑑賞できるスペ
ースや軽食の提供、ボランティ
アによる演奏などの交流スペー

40

ＬＩＮＥを利用した子どもや
保護者からの相談窓口を実施し
ます！子育ての悩みや困ってい
ることなど、ひとりで抱え込ま
ず、相談してください。／他○
相談対応時間…９時〜 時︵土
曜・日曜日、祝日は、９時〜
時︶○ＬＩＮＥ公式アカウント
名…子ゴコロ・親ゴコロ相談＠
東京※児童虐待の通告はＬＩＮ
Ｅ相談では受けられません。
﹁虐待かも﹂と思ったら児童相
談所全国共通ダイヤル１８９
︵いちはやく︶へ／問東京都福
祉保健局少子社会対策部計画課
︵☎ ・５３２０・４１３７︶
17

35

30

官公庁
などからの
お知らせ

日 月 日㈮ ７時出発︵雨天
実施︶／場入笠山︵長野県︶／
対市内在住・在勤の方／定 人
︵抽選︶／費５３００円／他○
18

11

ネット
ワーク
03

下のコードを読み
取り、友達登録を
してください

10

☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
令和元年（2019年）８月１日
（７）

︵あきる野ルピア２階︶
●対象…生後３か月から７か月
までの子どもとその保護者
●定員…
組︵申込み順︶
●持 ち 物 … 飲 み 物 、 バ ス タ オ
ル、レジャーシート
●費用…３００円︵オイル代︶
●申込み方法…８月２日㈮から
電話で申し込んでください。
●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︶

でください。
▽申込み・問合せ ︵一社︶あ
きる野総合スポーツクラブ
［☎５９５・５１９０︵火曜
〜金曜日 午前９時〜午後３
時 分︶、
akiruno@as

▽育児相談 １日㈭・ 日㈭・
日㈪
※ 日はふれあい広場、 日は
母乳相談を行います。
▽３歳児健康診査︵平成 年７
月生まれ︶ ２日㈮・６日㈫
▽１歳６か月児健康診査︵平成
年１月生まれ︶ ９日㈮・
日㈫
▽３〜４か月児健康診査︵平成
年４月生まれ︶
日㈮・
日㈫
※各乳幼児健診は対象の方に通
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。
▽場所 あきる野保健相談所
※１日の育児相談は、五日市保
健センターです。
▽問 合 せ 健 康 課 母 子 保 健 係
︵直通５５８・５０９１︶

８月の育児相談・
乳幼児健診

］
port.jp.net

18

﹁ここるの﹂子育て情報
▽子育て講座﹁ベビーマッサー
ジ﹂ 子どもの体に触れ、親
子でスキンシップを楽しみま
す。
●日時…８月
日㈪ 午前 時
分〜 時 分
●場所…子ども家庭支援センタ
ー研修室
●講師…園田美保さん︵ベビー
ボンディングケアインストラ
クター︶

夏休み
小学生ボッチャ教室

10

ボッチャの基本ルールを覚え
ましょう。
▽日時 ８月 日㈰・ 日㈫
午後３時 分〜５時︵全２回︶
▽場所 秋川体育館剣道場
▽講師 ︵一社︶あきる野総合
スポーツクラブ指導員
▽対象 小学生以上︵親子参加
可︶
▽定員 各 人︵ 組︶
▽持ち物など 飲み物、動きや
すい服装、屋内シューズ
▽費用 １回３００円
※２日間とも参加する方は、５
００円
▽申込み方法 ８月 日㈮まで
に、氏名、学年、参加回数、
子どものみの参加か親子参
加、連絡先電話番号を添えて
電話またはメールで申し込ん

期 日

（以下は広告枠です）

医療機関・住所・電話番号

歯 科 診 療
受付・診療時間
９:00〜12:00
13:00〜17:00
医療機関・住所・電話番号
準 夜 診 療
受付時間
診療時間
17:00〜21:45
17:00〜22:00

休 日 診 療
受付時間
診療時間
９:00〜11:45
９:00〜12:00
13:00〜16:45
13:00〜17:00
医療機関・住所・電話番号

４日㈰

あきる野総合クリニック
樋口クリニック
（旧称：こばやし内科小児科クリニック）
秋川3‐7‐5 ☎559‐8122
草花1439‐9 ☎518‐2088

大塚歯科医院
雨間554‐1 ☎559‐6328

11日㈰

あきる台病院
秋川6‐5‐1 ☎559‐5761

米山医院
二宮1133 ☎558‐9131

かねこ歯科医院 小川東2‐7‐2
遠藤ビル2Ｆ ☎558‐5118

12日㈪

あべクリニック
瀬戸岡474-6 ☎558‐7730

佐藤内科循環器科クリニック
秋川2‐5‐1 ☎550‐7831

越智歯科クリニック
野辺486‐1 ☎558‐1182

18日㈰

清水耳鼻咽喉科クリニック
五日市1039‐1 ☎596‐6311

小机クリニック
小中野160 ☎596‐3908

きくち歯科クリニック 秋川4-12-4
私市ビル1Ｆ ☎532‐7345

25日㈰

櫻井病院
原小宮1‐14‐11 ☎558‐7007

近藤医院
油平35 ☎558‐0506

せぬま歯科医院 秋川2‐1‐1
寿ビル201 ☎532‐4682

※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。
※この他に、休日・夜間に通常診療を行っている医療機関があります。「あきる野市内医療機関一覧」、市ホームページ、
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。
※「あきる野市内医療機関一覧」は、診療科目・診療時間・休診日が分かります。９月１５日号広報と、市ホームページに
掲載しています。また、市役所、五日市出張所、増戸連絡所に置いています。

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

30

児童虐待かもと思ったら１８９︵いちはやく︶番へ

15

※往診はしません

８月の休日・準夜 初期救急医療機関（入院を必要としない程度の急患の方）

教育・子ども相談
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夏休み子ども消費生活講座
知ろう地域の名産品﹁あきる野の匠﹂が教える！
しょうゆづくりとＭＹしょうゆづくり体験
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○市都民税 第２期
○国民健康保険税 第２期
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※小学校３年生以下は保護者同
伴
人︵申込み順︶
▽定員
▽持ち物 飲み物、筆記用具
▽費用 ３００円︵材料費︶
▽申込み方法 電話で申し込ん
でください。
▽申込み・問合せ 商工振興課
商工振興係︵直通５５８・１
８９３︶
７月６日に、令和元年度研修
会を修了された 人の方を﹁地
域子ども育成リーダー﹂として
認定しました。子どもの見守り
活動や長年の経験、知識、技術
を生かした、学習、スポーツ、
文化活動、郷土芸能の指導や支
援などの様々な分野で活動して
いただき、地域で子どもを見守
り、成長を支えていきます。
▽問合せ 子ども政策課子ども
政策係︵直通５１８・７８５
４︶

月から令和２年２月
ごろまで二宮地区会館を
改修工事のため休館します
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▽問合せ 地域防災課地域振興
係
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１００年以上続くしょうゆ蔵
の工場見学や手づくり体験を通
して、普段自分たちが口にして
いる﹁しょうゆ﹂が造られるま
での工程や食べ物のムダを無く
していくことを学びます。自由
研究にも最適です。
▽日時 ８月 日㈫ 午前 時
〜正午
▽場所 近藤醸造㈱
▽講師 近藤寛さん︵あきる野
の匠︶
▽対象 市内在住の小学生
20

８月の市税の納期

「地域子ども育成リーダー」として
新たに20人を認定しました

（８）
令和元年（2019年）８月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

