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認知症予防事業
﹁頭シャキッと教室﹂
参加者募集

15

認知症予防に効果的な脳トレ
や体操を楽しく学習します。頭

ごみの減量のための
助成制度
市では、生ごみ堆肥化容器購
入費の一部補助と、家庭用ＥＭ
菌生ごみ処理容器の無償貸与
︵貸し出し︶を行っています。
▽生ごみ堆肥化容器︵コンポス
ト︶購入費
●補助対象…市内在住で、今ま
でに補助金の交付を受けてい
ない方、交付を受けて３年を
経過している方で、継続的に

使用できる方
●補助金額
＊地上型…購入金額の２分の１
以内︵限度額２５００円︶
＊埋設型…購入金額の２分の１
以内︵限度額４５００円︶
※１００円未満の端数切捨て
●申請方法…領収書、容器の保
証書、はんこ、申請者の振込
口座番号が分るものをお持ち
ください。
▽家庭用ＥＭ菌生ごみ処理容器
の貸与︵貸し出し︶

●貸 与 の 要 件 … 市 内 在 住 の 方

30

30

で、今までに貸与を受けてい
ない方、すでに貸与を受けて
２年を経過している方で継続
的に使用できる方
●貸与の内容…１世帯２基まで
で、貸与期間は２年間とし、
貸与期間経過後は無償譲与と
なります。ＥＭ発酵資材︵ボ
カシ︶は自己負担となりま
す。
●申請方法…はんこをお持ちく
ださい。
▽問合せ 生活環境課清掃・リ
サイクル係
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高齢者
げんき応援事業

10

時 分
▽場所 千代里会館
▽内容 体力測定、筋力アップ
体操、栄養や口腔ケアに関す
る講話など
▽講師 健康運動指導士、歯科
衛生士、管理栄養士
▽対象 市内在住の 歳以上の
方
人程度︵申込み順︶
▽定員
▽持 ち 物 な ど 上 履 き 、 タ オ
ル、飲み物、筆記用具、動き
やすい服装
▽費用 無料
▽その他 希望者には、自宅か
最寄りのバス停などから会場
まで、送迎します。
▽申込み方法 ４月 日㈪から
日㈭までに、電話で申し込
んでください。
▽申込み・問合せ 高齢者支援
課高齢者支援係︵直通５５８
・１９５３︶

●費用…１回７００円︵材料費
●日時…５月１日〜７月３日の
込み︶
毎週月曜日 午前 時〜正午
●講師…秋川囲碁連盟
▽初めての水彩画 透明水彩絵
●定員…
人︵申込み順︶
の具を使って、本格的な絵を
●持ち物…筆記用具
高齢者在宅サービスセンター
描きます。基礎から指導しま
●費用…１回５００円
では、市内在住の 歳以上の方
す。
●日時…５月〜７月の第１・第
を対象に次の事業を実施します。
五日市センター
３火曜日︵全６回︶ 午前
※受付時間…平日午前９時〜午
︵☎５３３・０３３０︶
時 分〜正午
後５時
●講師…辻かおりさん
▽懐かしい歌と音楽で楽しく脳
※４月 日㈪から電話で申し込
●定員…
人︵申込み順︶
んでください。
トレ、体トレ、心トレ 健康
●費用…月２千円
に役立つ誰にでもできる音楽
開戸センター
●その他…道具は全て貸し出し
レクリエーションです。
︵☎５５０・２７５５︶
●日時…４月
日〜７月 日の
ます。
第２・第４水曜日︵全６回︶
萩野センター
午前 時 分〜 時 分
︵☎５５０・２７２２︶
●講師…橋本よしこさん
▽認知症サポーター養成講座
●定員…
人︵申込み順︶
●持ち物など…タオル、動きや
認知症サポーター︵認知症の
すい服装
方や家族の応援者︶として活
●費用…１回５００円
躍していただくための基礎知
識、認知症について正しく知 ▽活け花教室︵草月流︶ 初心
者向けの教室です。日々の暮
り適切に対応できる力を身に
らしに花を飾りましょう。
つけるための研修です。受講
●日時…５月１日・
日、６月
者にはオレンジリング︵サポ
５日・ 日、７月３日・ 日
ーターの証︶をお渡しします。
●日時…４月
日㈭ 午後１時
の月曜日︵全６回︶ 午前
時 分〜正午
分〜３時
●講師…精流・大場智子さん
●講師…キャラバンメイト
●定員…
人︵申込み順︶
●定員…
人︵申込み順︶
●持ち物…花ばさみ︵お持ちの
●費用…無料
方︶
▽初めての囲碁教室 囲碁未経
●費用…１回８００円︵材料費
験の方へ丁寧に指導します。
別︶
女性の方も大歓迎です。
●定員…

10

10

17

25

65

▽糸引き絵で、しおりとブック
カバーを作ろう 糸引き絵
で、オリジナルブックカバー
としおりを作ります。
●日時…４月
日㈫ 午後１時
分〜３時
●講師…辻かおりさん
人︵申込み順︶

30

65

17

17

と体を同時に使って、楽しい運
動やお話しをしたり、目標を達
成することで﹁脳﹂は元気にシ
ャキッとします。
▽日時 ５月 日〜８月７日の
毎週月曜日︵７月 日を除く
全 回︶ 午前 時〜正午
▽場所 五日市ファインプラザ
▽内容 脳トレ、体操、健康ミ
ニセミナー、ウォーキング、
体力測定
▽講師 健康運動指導士など
▽対象 市内在住の 歳以上の
方
人︵申込み順︶
▽定員
▽持 ち 物 な ど 上 履 き 、 タ オ
ル、飲み物、筆記用具、動き
やすい服装
▽費用 無料
▽申込み方法 ４月 日㈪から
日㈭までに、電話で申し込
んでください。
▽申込み・問合せ 高齢者支援
課高齢者支援係︵直通５５８
・１９５３︶
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生活援助サービス従事者
﹁登録るのヘルパー﹂
養成研修受講者募集

23

10

19

10

地域にお住まいの高齢者の中
で、介護度が比較的軽度な方
︵要支援１・２相当︶に対する
生活援助︵掃除、買物、調理な
ど︶が、資格のあるホームヘル
パーなどに加え、市が実施する
研修を受講・修了した﹁登録る
のヘルパー﹂が行うことができ
るようになりました。
﹁登録るのヘルパー﹂は、事
業所に雇用されることで従事す
ることができます。
▽受講期間 ５月 日㈪〜 日
㈬
※訪問介護サービスの同行訪問
１日︵講義受講後、１か月以
内に実施︶
▽時間 午前９時〜午後４時
▽場所 市役所５階５０５会議
室

28
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食品の放射性物質
検査結果

▽内容 介護の基本、介護・福
はつらつ元気アップ教室
祉サービスの理解と医療の連
参加者募集
携、認知症の理解などに関す
る講義など
▽講師 あきる野市介護事業者
連絡協議会の会員など
▽対象 おおむね１年以上﹁登
録るのヘルパー﹂として事業
所に雇用され、就労すること
を希望する方
人︵抽選︶
▽定員
※事業所などに雇用されること
が決まっている方を優先
▽持ち物 筆記用具
▽費用 無料
▽申込み方法 ４月 日㈮︵必
着︶までに、窓口に配置して
住み慣れた地域でいつまでも
いる申込用紙に必要事項を記 元気で過ごせるよう、日常生活
入の上、身分証明書をお持ち に役立つ講話や自宅で取り組め
になり、直接窓口で申し込ん る体操を取り入れた教室を開催
でください。
します。
※市ホームページからダウンロ ▽日時 ５月 日㈪〜７月 日
㈪︵全９回︶ 午前 時〜
ードできます。
▽申込み・問合せ 高齢者支援
課介護保険係
った人から必要な人への橋渡し
の場﹂として、リサイクル品再
大きな変動が見られないため、 利用コーナーを開設します。
４月測定分から測定場所を か
ご家庭にまだ十分使える家具
所から６か所に、また頻度を月 類 や 生 活 用 品 ︵ 電 気 製 品 を 除
１回から年４回に変更します。 く︶がありましたら、ご連絡く
今後の測定結果の詳細は、市ホ ださい。当日会場に展示し、抽
ームページで公開していきます。 選で必要な方に再利用していた
▽問合せ 生活環境課生活環境 だきます。
係
規定数に達し次第、受付を終
了します。
リサイクル品募集
※乗用車で運搬可能なものとな
ります。たんす、ベッド、学
習机などの大きいものや状態
が悪いものは、回収をお断り
する場合があります。
▽問合せ 生活環境課清掃・リ
サイクル係︵直通５５８・１
８３０︶
28
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５月 日㈯に開催するリサイ
クルフェアで、﹁必要のなくな
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市では、食品の安全・安心を
確保するため、小・中学校など
の給食で使用される食材を対象
に、食品中に含まれる放射性物
質の測定を行っています。平成
年度は、基準値を超える食材
は検出されませんでした。
詳しくは、市ホームページを
ご覧いただくか、お問い合わせ
ください。
▽問合せ 商工振興課商工振興
係

空間放射線量測定結果
27

10

65

17

29

３月 日・ 日に定点の６か
所と山間部８か所で測定を行っ
た結果、基準値︵毎時0・ μ
Ｓｖ︶を超える地点はありませ
んでした。
なお、近年は測定値の推移に
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☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成29年（2017年）４月15日
（５）
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