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平成29年（2017年）４月15日

シルバー人材センター
からのお知らせ

▽刃物研ぎ
●日時…４月
日㈫ 午前９時
〜午後２時︵雨天実施︶
●場所…秋川農業協同組合増戸
支店駐車場内︵伊奈８５９ー
１︶
●費用…包丁１本３００円〜
※何本でも可
▽パソコン教室開催
●期日…５月８日㈪〜６月
日
㈮
●場所…︵公社︶あきる野市シ
ルバー人材センター
●通常教室コース…パソコン入
門、ワード初級、ワード応
用、エクセル初級

ネット
ワーク
官公庁
などからの
お知らせ

＊内容…各コース 時間︵週１
る際の流れや手続き、利用し
回２時間×６回︶
た後の支援内容等、実際に成
●短期教室コース…
Windows 年後見人などとして活動して
やさしい基本操作、インタ
いる弁護士や司法書士、社会
ーネットを楽しむ。
福祉士から話を聞き、一緒に
＊内容…各コース６時間︵週１
学びます。
●期日…５月
日㈮
回２時間×３回︶
●定員…各８人
●講師…石井寛昭さん︵司法書
●その他…
Windowsと Offi 士︶
２ ０ １ ３ を 使 用 し ま す 。 ▽成年後見制度連続講座︵応用
ce
日程、講習料金など、詳しい
偏︶ 成年後見制度につい
内容は、お問い合わせくださ
て、事例を交え詳しく学びま
い。ホームページでも閲覧で
す。
●期日…６月
日㈮
きます。
●申込み方法…４月
日㈪から
●講師…足立剛さん︵弁護士︶
日㈮までに、本人が直接窓 ▽成年後見制度連続講座︵交流
口か電話で申し込んでくださ
会偏︶ 成年後見制度につい
い。
て話しながら学びます。
●日時…７月
日㈮
▽申込み・問合せ ︵公社︶あ
きる野市シルバー人材センタ ▽時間 午後１時 分〜３時
▽場所 あきる野ルピア３階産
ー︵☎５５８・１４１４︶
業情報研修室
成年後見制度連続講座
▽対象 成年後見制度に関心の
ある方
▽成年後見制度連続講座︵基本
人
偏︶ 成年後見制度を利用す ▽定員
▽共催 あきる野市地域包括支
☎５０７・２１３０
援センター
▽申込み方法 電話で申し込ん
でください。
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（以下は広告枠です）
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▽申込み・問合せ あきる野市
社会福祉協議会権利擁護係
︵☎５３３・３５４８︶

東部図書館エル（☎550−5959）
つくってあそぼう！工作会
ロケットを作って飛ばします。
○日時 ４月22日㈯ 午後３時〜４時
○対象 幼児〜小学生（幼児は保護者同伴）
ボランティアおはなし会（絵本とおはなしの会）
○日時 ４月23日㈰ 午前11時〜11時30分
「子ども読書の日」おはなし会
○日時 ４月26日㈬ 午後３時30分〜４時
ひよこのおはなし会
○日時 ４月27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

平成 年度東京都子育て支援員

○対象 幼児〜小学生
わらべうたのじかん
○日時 ４月24日㈪ 午前11時〜11時20分
○対象 ０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（おはなしタ・ン・ト）
○日時 ４月26日㈬ 午後３時〜３時30分
中央図書館ギャラリー展示 五日市憲法草案
都指定有形文化財の「五日市憲法草案」原本と
パネルの展示を行います。
○日時 ４月29日㈯〜５月７日㈰ 午前10時〜
午後８時（土曜・日曜日、祝日は午後６時まで
５月５日㈮を除く）
○場所 １階エントランスホール

研修︵第１期︶の受講者募集

FAX

▽研修内容 保育や子育て支援
分野の各事業に従事する上で、
必要な知識や技能などを有す
る﹁子育て支援員﹂の養成研
修です︵地域保育コース、地
域子育て支援コース、放課後
児童コース、社会的養護コー
ス︶。
▽その他 申込み方法や研修な
ど、詳しくは東京都福祉保健
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財団ホームページ︵ http://w
ww.fukushizaidan.jp/111
︶、都ホー
kosodateshien/
ムページ︵ http://www.fuk
ushihoken.metro.tokyo.j
p/kodomo/katei/kosoda
teshieninkensyuu01.ht

︶ をご覧ください。
ml
▽問合せ ︵公財︶東京都福祉
保健財団人材養成部福祉人材
養成室子育て支援員担当︵☎
・３３４４・８５３３、
・３３４４・８５９３︶

中央図書館（☎558−1108）
おはなし会
○日時 ４月23日㈰ 午前11時〜11時30分
人形劇（ボランティアグループ・わらべうたサークル）
○日時 ４月23日㈰ 午後２時〜２時30分
○演目 たべられたやまんば
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オカリナ同好会

春から夏へ、木も草も虫も子どもたちも、日
ごとに成長していく季節。大澄山周辺をのんび
り歩いて、足もとの小さな自然を感じ、生き物
との出会いを楽しみます。
○日時 ５月14日㈰ 午前10時〜11時30分
○集合場所 草花会館（草花1781−４）
○対象 市内在住の子どもとその保護者（未就
学児向けの内容です）
○定員 10組（申込み順）
○持ち物など 飲み物、おやつ、雨具、長袖、長ズボン、帽子、歩
きやすい靴
○費用 １人50円（保険代を含む）
○その他 終了後、昼食会をします。おさんぽ会の感想や子どもの
様子など、参加者の皆さんでおしゃべりしませんか（参加できる
方は弁当をお持ちください）。
※雨天の場合は、内容を変更して開催します。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください（ホームページのサイ
ト内検索で「おさんぽ」と入力）。
○企画運営 あきる野市環境委員会森のようちえん部会
○申込み方法 ４月17日㈪から５月９日㈫までに電話で申し込ん
でください。
○申込み・問合せ 環境政策課環境政策係（☎５９５−１１１０）

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㈯
子ども読書の日
４月23日㈰の「子ども読書の日」にちなみ、市
内の各図書館では、４月19日㈬から５月31日㈬
までを「『本って楽しいな』子ども読書の日推進
事業」の期間とし、関連事業を実施します。
小学生わくわくハッピーパック
職員が選んだ小学生向けの福袋です。コメント
を見て、ドキドキしながら選んでください。
○期間 ４月19日㈬〜５月７日㈰
※なくなり次第終了します。
○場所 中央図書館（50セット）、中央図書館増
戸分室（20セット）

市民のひろば

掲載に関する問合せ
市長公室
直通５５８・１２６９

小さな子どものためのおさんぽ会

図書館からのお知らせ
図書館からのお知らせ

☎（042）558−1111（代）
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日毎月第２・第４金曜日／場中
央公民館／活オカリナの練習
︵アンサンブル︶、秋川キララ
ホールで行われる市民文化祭で
発表／入無し／会月２千円／問
宮入☎５５９・７１８２

23

24

講 演 会 な ど

22

五日市やまくさ会山野草展

16

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

集
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日４月 日㈯・ 日㈰ ９時〜
時／場マルモ秋川本店︵引田
５４１︶／費無料／他山野草約
１５０点を展示。先着２００人
に山野草の苗をプレゼント／問
五日市やまくさ会 高水☎５９
５・１２３１

15

13

第 回スプリングコンサート

時 分開演／
日４月 日㈰
場府中の森芸術劇場／費千円／
他吹奏楽部員におけるコンサー
ト／問東海大学菅生高等学校吹
奏楽部 加島☎５５９・２２０
０
30

募
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員

30

会
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あきる野市漢詩学習会

時
日毎月第１・第３月曜日
分〜 時 分／場中央公民館
／活優しい作詩指導、漢詩鑑
賞、漢詩大会、文化祭参加／入
無し／会月５００円／問木元☎
５５９・５９３６

精神障害当事者会シャトル

時〜 時
日毎月第１土曜日
／場生活支援センターフィレ／
活精神障がいなど心の病を持た
れた当事者による会です。／入
無し／会年１２００円／問森田
13

30

あきる野市役所

五日市図書館（☎595−0236）
子ども読書の日推進事業 おはなし＆工作教室
「チョークアートを描こう！〜指でくるくるお絵
かきしよう〜」
チョークでお菓子の絵をボードに描きます。
○日時 ４月22日㈯ 午後２時〜３時30分
○講師 斉藤映子さん
○対象 小学校低学年
○定員 16人（申込み順）
○申込み方法 五日市図書館に電話か直接申し込
んでください。
わらべうたのじかん
○日時 ４月27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
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

