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
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あきる野市﹂開催
KIDS MUSIC LAND in
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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
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10
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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
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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
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令和元年（2019年）８月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

