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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］
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シルバー人材センター
パソコン自由講座
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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︶
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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）
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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
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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︶
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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︶
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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︶
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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）

