（７）

平成29年（2017年）４月１日

あきる野市役所

山田会館

時

間

午前10時〜10時35分

4月17日 五日市ファインプラザ防災多目的広場※１ 午前10時45分〜11時20分
㈪

増戸会館

午後1時20分〜1時35分

留原会館

午後1時50分〜2時5分

下舘谷自治会館

午前10時〜10時35分

五日市保健センター

午前10時50分〜11時30分

4月18日 東京すざく駐車場※２
㈫

4月19日
㈬

午後0時55分〜1時10分

荷田子駐車場

午後1時25分〜1時35分

小宮会館

午後1時50分〜2時

下養沢クラブ

午後2時15分〜2時20分

瀬戸岡会館

午前10時〜10時35分

菅生交流会館

午前10時45分〜11時

御堂会館

午前11時20分〜正午

草花台会館

午後1時30分〜2時

上引田会館

午前10時〜10時30分

千代里会館

午前10時40分〜11時

油平クラブハウス

午後0時30分〜1時

鳥居場会館

午後1時15分〜1時40分

小川会館

午前10時〜10時30分

野辺八雲神社

午前10時45分〜11時10分

二宮地区会館

午後0時50分〜1時5分

秋川健康会館東側広場

午後1時15分〜1時45分

30

﹁子どもの読書推進﹂に
関する意見と委員を
募集します

所

27

高齢者
げんき応援事業

場

20

旅踊り
定し、８００字程度にまと
●定員…
人︵申込み順︶
め、住所、氏名、年齢、電話 開戸センター
︵☎５５０・２７５５︶
●費用…１回５００円
番号、応募の動機を記入の
上、送付するか直接窓口にお
持ちください。
▽和布で作る布かぶと 和布を めざせ健康あきる野
※作文の内容は公表しません。
使って簡単な布かぶとを作り 第 回ふれあいウォーク
〜あきる野を楽しく
▽申込み・問合せ 中央図書館
ます。
歩いて健康づくり〜
︵〒１９７ー０８０４ 秋川
●日時…４月
日㈫ 午後１時
１ー ー２、☎５５８・１１
分〜３時
春風に吹かれながら、秋川沿
０８︶
●講師…尾根澤直美さん
いの遊歩道を歩きます。
●定員…
人︵申込み順︶
▽日時 ４月 日㈮ 午前９時
●持ち物…裁縫道具
分集合、午後０時 分解散
●費用…１回８００円︵材料費
︵予定︶
込み︶
▽集合・解散場所
●集合…二宮神社︵東秋留駅で
高齢者在宅サービスセンター 五日市センター
スタッフが案内します︶
︵☎５３３・０３３０︶
では、市内在住の 歳以上の方
●解散…秋留野広場
を対象に次の事業を実施します。
▽コース 二宮神社↓小川交差
※受付時間…平日午前９時〜午 ▽中条かおる一座
●日時…４月
日㈰ 午後１時
点↓秋川沿い遊歩道↓西光寺
後５時
分〜３時
︵演目は約１時間︶
↓雨間立体↓秋留野広場︵約
※４月３日㈪から電話で申し込
メー
●内容…歌謡曲、芸者踊り、股
キロ ト
︶
んでください。
ル

日程

（雨天実施）

﹁子ども読書活動推進計画﹂
︵第三次︶に反映させるため市
民の皆さんからの意見などを募
集します。
また、応募者の中から、検討
委員会に参画していただける方
を委員として選出します。
▽対象 市内在住・在勤・在学
の 歳以上の方
▽募集人数 ２人︵作文などで
選考︶
▽任 期 ５ 月 〜 平 成 年 ３ 月
︵予定︶
▽会議の開催 ４回程度
▽申込み方法 ４月 日㈭まで
に﹁子どもの読書活動の推進
に関するテーマ﹂を自由に設

あきる野市定期集合狂犬病予防注射実施日程表

狂犬病予防集合注射の日程

▽日時・会場 表のとおり
▽対象 市内で飼われている登
録済みの犬
▽費用 １頭３６５０円︵注射
料金３１００円・注射済票交
付手数料５５０円︶
※動 物 病 院 で も 接 種 が で き ま
す。詳しくは、各動物病院に
お問い合わせください。
▽持ち物 お知らせはがき︵狂
犬病予防注射済票交付票︶の
問診票の内容を確認し、所有
者署名欄に署名の上、会場に
お持ちください。
▽その他 接種会場は、混雑し
ますので、登録や変更などは、
事前に済ませてください。
●新規登録手数料…３千円
●鑑札再交付手数料…１６００
円
▽登録・変更・問合せ 健康課
予防推進係︵☎５５８・１１
９１︶、五日市出張所市民総
合窓口係

表

☎（042）558−1111（代）

65

30

16

30

10

23

11

6.6

30

79

30

4月20日
㈭

図書館からのお知らせ
図書館からのお知らせ
４月の休館日
○中央図書館 毎週金曜日と18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29日㈯
中央図書館（☎558−1108）
おはなし会
○日時 ４月２日㈰ 午前11時〜11時30分
ひよこのおはなし会
○日時 ４月10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 ４月12日㈬ 午後３時〜３時30分
Ｗｉ−Ｆｉが利用できます
Ｗｉ−Ｆｉアクセスポイントの提供を開始し
ます。

10

○提供場所 中央図書館２階開架室
※Ｗｅｂサイトの一部に閲覧制限があります。
東部図書館エル（☎550−5959）
ボランティアおはなし会（おはなしタ・ン・ト）
○日時 ４月12日㈬ 午後３時30分〜４時
わらべうたのじかん
○日時 ４月13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
中央図書館増戸分室（☎596−0109）
本のテーマ展示
○テーマ お城へいこう！（一般向け）、はつ
めいのれきし（児童向け）
視覚障がいのある方へ
図書館では、次のようなサービスを行ってい
ます。
詳しくは、図書館にお問い合わせください。
①録音資料の作成や貸出
②対面朗読（録音機材と媒体をご用意いただけ

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
況でコースを変更することが
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︶

※１…五日市ファインプラザに隣接する広場です。
※２…旧西秋川ドライブイン

二宮考古館の
開館時間延長のお知らせ

㈮

30

▽日時 ４月２日㈰ 午前 時
〜午後５時
▽問合せ 二宮考古館︵☎５５
９・８４００︶

4月21日

21

れば同時録音もできます）
③デイジー版広報あきる野（音声版広報）の貸
出
図書館ホームページにバナー広告を出してみま
せんか
トップページのバナー広告を募集しています。
月単位で申し込みができます。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
《図書館ホームページアドレス》
https：//www.library.akiruno.tokyo.jp/
index.asp
《携帯版アドレス》
https://www.library.akiruno.
tokyo.jp/i/mblindex.html
《スマートフォン版アドレス》
https://www.library.akiruno.
tokyo.jp/a/index.asp を入力
するかコードを読み取ってアク
セスしてください。

