ネットワーク
官公庁など か ら の お 知 ら せ
凡例…日日時／場場所／内内容
／講講師／対対象／定定員／申
申込み／費費用／持持ち物／他
その他／主主催／問問合せ

家内労働委託状況届は
４月 日までに

月 日までに提出してください。
問東京労働局労働基準部賃金課
家内労働係︵☎ ・３５１２・
１６１４︶、最寄りの労働基準
監督署

体育協会
少林寺拳法体験教室

体育協会 平成 年度
ゲートボール初心者講習会
日４月 日・ 日・ 日の土曜
日︵全３回︶ 午前９時〜正午
︵雨天中止︶／場秋川駅前南口
運動広場／対小学校５年生以上
／費無料／持動きやすい服装・
靴※用具は主催者が用意します。
／申会場に直接お越しくださ
い。／問ゲートボール連盟 木
下︵☎５５８・７８１９︶、芦
沢︵☎５５８・１２６５︶

ハロートレーニング
〜急がば学べ〜
厚生労働省では、より多くの
方に公共職業訓練のことを知っ

簡易血糖測定をします。
日毎月第４木曜日 午後１時
分〜３時︵８月、 月を除く︶
／場西多摩医師会館︵青梅市東
青梅１ー１６７ー ︶／対糖尿
病患者、糖尿病予備群︵家族の
方も可︶／費無料／申・問︵一
社︶西多摩医師会︵☎０４２
８・ ・２１７１︶

第８回秋川歯科医師会市民
公開講座 〜口腔がん・
気になることがあれば
かかりつけ歯科で検診〜

て、利用していただきたいとい
う思いから、愛称とキャッチフ
レーズを募集した結果、﹁ハロ
ートレーニング〜急がば学べ
〜﹂に決定しました！
仕事に結びつくさまざまな訓
練コースがありますので、ご相
談ください。
問ハローワーク青梅 職業相談
第二部門︵☎０４２８・ ・８
８０８︶

糖尿病教室
糖尿病のすべてが学べます

口の中も﹁がん﹂になること
があります。もし、﹁がん﹂だ

募

集

ったとしても早期に発見して処
置をすれば笑顔を保つことがで
きます。早期発見に欠かせない
検診を、安心して受診できるよ
うに、お話しします。
日４月 日㈯ 午後２時〜４時
／場五日市地域交流センター３
階まほろばホール／講荻野靖人
さん︵公立阿伎留医療センター
歯科口腔外科科長︶／定１００
人︵当日受付、受付順︶／費無
料／主秋川歯科医師会／共催公
立阿伎留医療センター／協力
︵一社︶東京都西多摩歯科医師
会／問葉山歯科医院︵☎５５
９・５５７５︶

８・７７４５
時まで︶／場あきる野ルピ
ア４階展示室／費無料／他熊
太極拳教室﹁仲良し﹂
谷講師の作品を含め 点展示
日毎週金曜日 ９時〜 時／場 ／問フォトサークルあきる野
尾崎☎５５９・４５３０
秋川体育館／活日常の練習で心
身を鍛え、 年若返りましょう。
健康チェックと
／入千円／会月２５００円／問
乳がん自己検診学習会
竹中☎５５８・２６６７

講義、個別栄養相談︵要予
約︶、希望者には教室開始前に

市民のひろば
掲載に関する問合せ
市長公室
直通５５８・１２６９

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

会

アテーナの会
時 分〜
日毎月第３月曜日
／場中央公民館／活講師の話を
聞き、ギリシャ神話を楽しく学
びます。／入無し／会月千円／
問東郷☎５５０・１７６０

きららカラオケ教室

五日市詩吟愛好会
日第１・第２・第３水曜日
時 分〜／場上舘谷自治会館／
活詩吟の好きな人たちが集まり、
和気あいあいと学んでいます。
／入無し／会月２千円／問栗原
☎０９０・６９５８・６４５７

あきる野山歩会
日毎月第２・第４日曜日／場市
内丘陵、低山／活市内丘陵、低
山歩き、地図読みなど中高年初
心者向き。雨天中止／入無し／
会無し／問木村☎５９８・１１
３１

講 演 会 な ど
に し も な い

野の芸術祭西馬音内豊年踊り

日４月 日㈫
時 分〜
時 分／場御堂会館／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

60

日４月 日㈮
時〜／場秋
川体育館／講天野成子さん／
費無料／他護身武術合気道基
本技の体験会／問あきる野市
合気道連盟 澤﨑☎０９０・
４７３１・８０９４

合気道基本技無料体験講習会

30

日・場＊４月８日・ 日の土曜
日…秋川体育館＊４月 日・
日の火曜日…五日市ファインプ
ラザ／時間午後７時 分〜８時
分／対市内在住・在勤・在学
の小学生以上／費無料／持動き
やすい服装／他親子での体験入
門大歓迎／問あきる野市少林寺
拳法連盟 馬込︵☎０９０・３
４３９・０２２２︶

ティータイムレッスン
〜フルーツ＆フラワー〜

日原則毎月第２・第４金曜日
９時 分〜 時 分／場秋川キ
ララホール／活 歳以上の市民
の教室です。はがきに住所、氏
名、電話番号を記入の上、申し
込んでください。／入無し／会
年６千円／問大西☎５５８・０
１６５︵〒１９７ー０８３４
引田４５９ー９︶

トリム体操あじさいクラブ

日４月２日㈰
時〜 時／場
二宮神社／費無料／他国指定無
形文化財の発表／問野の芸術祭
西馬音内踊り 白野☎５５８・
６５７６

フォトサークルあきる野
写真展
時〜
日は

大正琴無料体験

日４月 日・ 日の金曜日
時〜 時／場五日市地域交
流センター／費無料／他大正
琴は貸出可／問中之島流大正
琴琴知香会 小日向☎５５
８・２７８２

長野県人会・お花見と総会

日４月 日㈰
時〜／場秋
川駅北口集合／費３千円／他
入会希望の方は電話でお問い
合わせください。／問あきる
野市・長野県人会 吉田☎５
５８・２２３２

（以下は広告枠です）

12

日㈬〜 日㈰
日は 時から、

28

家内労働者へ仕事︵内職な
ど︶を委託している事業主の方
は、４月１日現在の家内労働者
数などについて﹁委託状況届﹂
を労働基準監督署に提出するこ
とが義務付けられています。４

ハーブエキス入り
ハンドクリームづくり

天然素材とハーブエキスでハ
ンドクリームを作ります。ワン
ちゃんの肉球にも使えます。
▽日時 ４月 日㈫ 午後１時
〜３時
▽定員 ８人
▽費用 １５００円

童謡付きスキンシップ
＆足形アート

日４月
時︵

15

16

29

▽日時 ４月 日㈰から毎週日 す。
曜日︵全 回、予定︶ 午後 ▽日時 ４月 日㈮ 午前 時
あきる野ルピア情報
分〜正午
２時〜４時
申込み・問合せ
人
▽
対象 生後２か月以上の子ど
▽
定
員
☎５５０・４７００
▽持ち物 筆記用具
もとその親
▽費用 １回１５００円
▽定員 ８組
▽持ち物など 足形アートに貼
※詳しくは、ホームページ︵ ht
パソコン講座﹁ iPhone
入門﹂
︶
る写真、汚れてもよい服
tp://akiruno-rupia.jp/
をご覧ください。
基本的な設定方法や操作方法 ▽費用 ８００円
の情報を分
※電話か窓口で申し込んでくだ を中心に 、
iPhone
新講座
。 かりやすく紹介します。
さい︵午前 時〜午後６時︶
﹁ハッピー
▽日時 ４月 日・ 日の火曜
イングリッシュ﹂
簡単ガラスフュージング
日 午前９時 分〜 時 分
〜幼児向け英語教室〜
色とりどりのガラスを組み合 ▽内容
●１日目…
登録、 Wi 外国人講師による幼児向けの
わせて、春色のキラキラアクセ
Apple ID
設定、 iCloud
設定
サリーを作ります。
英語教室です。歌ったり、お絵
-Fi
●２日目…メール、カメラ、
▽日時 ４月 日・ 日の月曜
Sa 描きをしたり、遊びながら楽し
︵ネット検索︶の使い方
日 午後１時〜３時
く英語に触れます。
fari
▽定員 各 人
▽定員 各８人
▽日時 ４月 日・ 日の土曜
日 午後２時〜３時
▽持ち物
▽費用 各２千円
iPhone
▽対象 ３歳〜５歳
▽その他 完成まで１週間かか ▽費用 各千円
▽定員 各 人
ります。
▽持ち物 筆記用具
▽費用 １回１５００円

フラワーアレンジメント

▽日時 ４月 日㈬・ 日㈫
午後２時〜４時
▽内容
● 日…生花アレンジ
● 日…母の日のアレンジ
▽定員 各 人
▽持ち物 花ばさみ、袋
▽費用 各２７００円

姓名判断学習講座

日毎週土曜日
時〜 時／場
秋川体育館／活健康は笑顔につ
ながります。自分のため、家族
のために、いつまでも元気に過
ごしましょう。／入５００円／
会月１５００円／問山本☎５５

30

10

15

フルーツとお花を紅茶に合わ
せ、お花畑のような華やかな紅
茶を楽しみます。
▽日時 ４月 日㈮ 午後１時
〜２時 分
人
▽定員
▽持ち物 筆記用具
▽費 用 ２ 千 円 ︵ お 茶 菓 子 付
き︶
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童謡に合わせてスキンシップ
をした後、足形アートを作りま

12 12

30

30

03

16

15

24

50 45
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15

10 30
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25

18

18

10

10

12

15

名前と生年月日で運勢を占う
方法を学びます。

17

25 12

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

