あきる野を愛した

国民年金保険料
学生納付特例制度

市立小平第八小学校主幹教
諭︶
友部薫︵青梅市
立第二中学校主幹教諭︶
●増戸中学校

戦後からの約 年間を西多摩
歌の詠み人
郡東秋留村︵現あきる野市二
宮︶で過ごし、東秋留小学校
の校歌や二宮音頭の作詞もし
た。
みずはらしゅうおうし
▽水原秋櫻子 俳人、医師。本
名は豊。明治 年東京市神田
区︵現東京都千代田区神田︶
みかじまよしこ
に生まれる。松根東洋城、高
▽三ヶ島葭子 歌人。明治 年
埼玉県入間郡三ヶ島村︵現埼
浜虚子に師事。医業の傍ら、
玉県所沢市︶に生まれる。西
美しく清新な俳句を数多く残
多摩郡小宮尋常高等小学校
した。俳句雑誌﹁馬酔木﹂主
︵現小宮ふるさと自然体験学
宰
さんゆうていかしょう
校 ︶ に 教 員 と し て 勤 め な が ▽三遊亭歌笑 落語家。本名は
ら、﹁女子文壇﹂﹁スバル﹂
高水治男。大正６年西多摩郡
などに短歌を発表
五日市町小中野︵現あきる野
きんだいちはるひこ
▽金田一春彦 国語学者。大正
市小中野︶に生まれる。三遊
２年東京市本郷森川町︵現東
亭金馬、三遊亭円歌に師事。
京都文京区本郷︶に生まれる。
戦後、自作の落語﹁純情詩
言語学者金田一京助の長男。
集﹂を発表し、リズミカルな
日本語研究の第一人者といわ
口調、新しいセンスで一躍人
れた。辞書の編さんも多い。
気者となった。
なかにしごどう
▽中 西 悟 堂 野 鳥 研 究 家 で 歌
問合せ 観光まちづくり推進課
人・詩人。明治 年石川県金
秋川渓谷観光係︵☎５９５・１
沢市に生まれる。野鳥の会を
１３５︶
創設し、自然保護に尽力した。
▽申請・問合せ
●保険年金課年金係
︵申請のみ︶

●五日市出張所市民総合窓口係

・ ・３４１０︶

●青梅年金事務所︵☎０４２８

人権擁護委員に
宮﨑律子さん

市議会本会議の
模様をインターネット
︵録画︶で配信中！
現在、３月定例会議の本会議
の模様を配信中です。
市ホームページの﹁市議会﹂
から﹁本会議録画中継﹂を検索
してご覧ください。
▽問合せ 議会事務局

あきる野の匠
紹介冊子の発行

市人事異動

］内は旧職

４月１日付け
部長級［

］内は旧職

●環境経済部商工観光担当部長
門脇徹 ［都市整備部長］
●健康福祉部長兼ねて福祉事務
所長 大出英祐［市民部課税
課長］
●都市整備部長
清水保治［都
市整備部施設営繕課長併せて
教育部教育総務課教育施設担
当課長］
●会計管理者︵会計課長事務取
扱︶ 市川勤［総務部契約管
財課長︵検査担当係長事務取
扱︶］
●議会事務局長
平井裕［健康
福祉部長兼ねて福祉事務所
長］
●教育部指導担当部長︵教育部
指導室長事務取扱︶ 鈴木裕
行 ［東京都教育委員会］
●教育部生涯学習担当部長
佐
藤幸広［総務部職員課長］

課長級［

●総 務 部 総 務 課 長
榎本和生
［総務部総務課長補佐︵庶務
係長事務取扱︶］
●総 務 部 職 員 課 長
渡邉浩二
［健康福祉部生活福祉課長］
●総務部契約管財課長︵検査担
当係長事務取扱︶ 老沼陽子
［子ども家庭部子育て支援課
長補佐︵子育て支援係長事務
取扱︶］
●総務部地域防災課長
舘野俊
之［環境経済部観光まちづく
り活動課長︵ジオパーク担

部施設営繕課長補佐︵施設営
繕係長事務取扱︶併せて教育
部教育総務課長補佐︵教育施
設係長事務取扱︶］
●監査委員事務局長
田中紀秀
［子ども家庭部子ども政策課
長補佐︵児童館係長事務取
扱︶］
●教育部生涯学習推進課長
松
島満［教育部図書館長］
●教育部スポーツ推進課長
吉
岡賢［教育部生涯学習スポー
ツ課スポーツ・公民館担当課
長］
●教育部図書館長
山根悟［総
務部職員課長補佐︵研修厚生
係長事務取扱︶］

退職︵３月 日付け︶
［ ］内は旧職

●小沢豊［環境経済部観光担当
部長︵ジオパーク担当︶］
●角田一［会計管理者︵会計課
長事務取扱︶］
●山本常雄［議会事務局長］
●関谷学［教育部生涯学習担当
部長］
●田村純一［総務部総務課長］
●武藤進［市民部五日市出張所
長］
●町田加奈枝［子ども家庭部子
育て支援課長］
●加藤多香之［子ども家庭部保
育課長］
●丸山誠司［都市整備部建設課
長］

東京都への帰任者︵３月
日付け︶［ ］内は旧職

●肝付俊朗［教育部指導担当部
長︵教育部指導室長事務取
扱︶］

室
どについて説明します。また、
説明会終了後には個別の相談に ▽対象 平成 年度に小・中
学校に入学予定で就学相談
も応じます。
を希望する児童・生徒の保
▽日時 ５月 日㈪ 午前 時
〜正午︵９時 分〜 時受付︶
護者
▽場所 市役所５階５０３会議 ▽問合せ 指導室指導係

当︶］
●総務部地域防災課防災担当課
長 長谷川武浩［総務部地域
防災課長］
●市民部五日市出張所長
飯嶋
誠一郎［監査委員事務局長］
●市 民 部 課 税 課 長
山本匡俊
［市民部保険年金課長補佐
︵後期高齢者医療係長事務取
扱︶］
●環境経済部農林課長︵水産担
当︶ 渡辺一彦［健康福祉部
障がい者支援課長］
●環境経済部商工振興課長
一
瀬秀和［環境経済部観光商工
課長］
●環境経済部観光まちづくり推
進課長 宮野亨［環境経済部
観光まちづくり活動課長補佐
︵ジオパーク担当、秋川渓谷
観光係長事務取扱︶］
●健康福祉部生活福祉課長
細
谷英広［教育部生涯学習スポ
ーツ課長］
●健康福祉部障がい者支援課長
小澤和弘［健康福祉部障がい
者支援課長補佐︵障がい者相
談係長事務取扱︶］
●健康福祉部健康課長
坂本雅
典［市民部課税課長補佐︵土
地資産税係長事務取扱︶］
●子ども家庭部子ども家庭支援
センター所長 川久保明［健
康福祉部健康課長］
●子ども家庭部保育課長
石塚
光輝［会計課長補佐︵会計係
長事務取扱︶］
●都市整備部建設課長
伊藤修
［環境経済部農林課長］
●都市整備部施設営繕課長併せ
て教育部教育総務課教育施設
担当課長 岩﨑徹［都市整備
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就学相談説明会
市内の特別支援学級︵固定、
通級、特別支援教室︶、都立特
別支援学校の概要と就学相談や
転学相談等の進め方や手続きな
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小・中学校新副校長

あきる野市の自然、歴史や文
化から生まれ、先代から受け継
がれてきた伝統の味、技法、熟
練の技術などの承継者として認
定した﹁あきる野の匠﹂８人を
一同に集めた冊子を作成しまし
た。冊子の中で、匠のもつ技へ
のこだわりや商品に対する思い
と匠の店舗などを紹介していま
す。
▽冊 子 配 布 場 所 市 内 公 共 施
設、武蔵五日市駅前観光案内
所、秋川渓谷瀬音の湯、戸倉
しろやまテラス
※市ホームページからダウンロ
ードできます。
▽問合せ
●あきる野の匠に関すること…
各店舗などに直接お問い合わ
せください。
●その他の問合せ…観光まちづ
くり推進課秋川渓谷観光係
︵☎５９５・１１３５︶

10

三遊亭歌笑
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宮﨑律子さんが４月１日付け
で、法務大臣から人権擁護委員
に委嘱されました。人権擁護委
員は、人権擁護委員法に基づ
き、人権相談や人権の考えを広
める活動をしている民間ボラン
ティアです。市では、６人の人
権擁護委員を人権身の上相談員
に委嘱しており、人権思想の啓
発活動、家庭内の悩み、いじめ
や差別など日常生活における人
権身の上相談を行っています。
▽問合せ 市民課市民相談窓口
係

10
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４月１日付けで、市内小・中
学校の副校長に人事異動があり
ました。︵敬称略︶
▽副校長︵ ︶内は旧職
●東秋留小学校
石井幸惠︵あ
きる野市立東秋留小学校主幹
教諭︶
●西秋留小学校
中野哲郎︵羽
村市立羽村東小学校主幹教
諭︶
●南秋留小学校
江原光紀︵調
布市教育委員会︶
早川恵介︵小平
●前田小学校
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三ヶ島葭子
金田一春彦
中西悟堂
水原秋櫻子
10

大学や専修学校などの学生で、
保険料の納付が困難な方は、本
人の前年所得が基準額以下で、
申請して認められると保険料の
納付を延期することができます。
※延期した期間の保険料は、
年以内であれば、さかのぼっ
て納付できます︵追納︶。た
だし、承認を受けた年度から
３年度目以降に保険料を追納
する場合、当時の保険料の経
過期間に応じた加算額が上乗
せされます。
▽対象 日本年金機構から﹁平
成 年度国民年金学生納付特
例申請書︵はがき︶﹂が届か
ない方
▽持ち物 年金手帳、はんこ、
学生証か在学証明書
29
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