の思い出話︵３日・４日︶
●﹁友情人形﹂サミット…檜原
村立檜原小学校に保存されて
いる﹁友情人形︵パティちゃ
ん︶﹂の展示など
▽問合せ 戸倉しろやまテラス
［☎５９５・１２３４、火曜
日休館︵５月２日を除く︶］

すこ

市内在住の方30人（当日申込み）
※終了後、ゴーヤの苗３ポットを差し上げます。

時から午後０時 分まで、
抽選会は午後１時から行いま
す。
※抽選の申し込みは、当日午後

グリーンカー
午後0時〜
テン講習会
●主任児童委員は、子どもに関

●高齢者や障がいのある方の安
否確認、見守り、子どもたち
への声かけや、医療や介護の
悩み、日常生活の心配事など
の相談に応じています。
●相談内容に応じて、行政や地
域の専門機関とのつなぎ役を
しています。

民生委員・児童委員の
主な活動

市内在住の方30人（当日申込み）
※ダンポスト講習会終了後、希望者には、みかん
箱程度の大きさの材料キットをお渡しします。

回あきる野市
リサイクルフェア開催

日は民生委員・
児童委員の日

生ごみ処理
堆肥化講習会 午前11時〜
（ダンポストEM菌）

第

５月

定めて、児童福祉の理念の普
及・啓発を行っています。
▽問合せ 子ども家庭支援セン
ター子育て支援事業係︵☎５
５０・３３6１︶

10

30

1,000人
※なくなり次第、終了
250人（１人３ポットを予定）
※なくなり次第、終了

女と男のライフフォーラム
あきる野実行委員を
募集します
市では、女性と男性が抱える
身近な問題を取り上げ、ともに
これからの生き方を考える場と
して、毎年ライフフォーラムを
開催しています。実行委員の主
な活動は、フォーラムのテーマ
決め、内容と構成の検討、開催
の準備や当日の運営などです。
あきる野市の男女共同参画の意
識を高め、広めるために、実行
委員としてあなたの力を発揮し
ごみの減量化・資源化を推進
てみませんか。
するためのフリーマーケットを
▽活動期間 ６月から事業終了 中心とした、市民の皆さんの手
時まで︵会議は月１回程度︶ づくりイベントです。環境に関
▽募集対象 市内在住・在勤の する取組の展示などを行います。
方
▽日時 ５月 日㈯ 午前 時
人
▽募集人員
〜午後３時︵雨天実施︶
▽申込み方法 ５月 日㈮まで ▽場所 都立秋留台公園
に電話で申し込んでください。 ▽内容
▽申込み・問合せ 中央公民館
●
フ
リーマーケット…リサイク
︵☎５５９・１２２１︶
ル品と手づくり品の展示・即
売
●リサイクル品の無料抽選会…
リサイクル品再利用コーナー
では、展示品を抽選で差し上
げます。抽選の受付は、午前

５月５日〜

日は
児童福祉週間

▽日時 ５月 日㈯ 午前９時
分︵９時 分開場︶
▽場所 秋川キララホール
▽講師 瀧本浩一さん︵山口大
学大学院創生科学研究科准教
授︶
▽費用 無料
※直接会場にお越しください。
▽問合せ 地域防災課防災安全
係

26

戸倉しろやまテラス
開設１周年記念事業
友情人形︵シャロンちゃん︑
ローラちゃん︶歓迎会
旧戸倉小学校に保管されてい
た友情人形︵シャロンちゃん、
ローラちゃん︶の常設展示を記
念して、歓迎会を開催します。
▽日時 ５月３日㈬〜５日㈮
午前 時〜午後５時
▽場所 戸倉しろやまテラス２
階メモリアルラウンジ
▽内容
●﹁ 友 情 人 形 ﹂ 解 説 と Ｄ Ｖ Ｄ
﹁青い目の人形シャロンちゃ
ん﹂上映︵４日・５日︶…午
前 時、午後２時
友情人形にゆかりのある方々

●﹁友情人形﹂シンポジウム…

▽地区計画変更の原案の縦覧・
意見書の提出
●縦覧期間…５月９日㈫〜
日
㈪ ［日曜日を除く午前８時
分〜午後５時 分︵水曜日
は午後８時まで︶］
●縦覧場所…都市計画課
●意見書の提出…地区計画区域
内の土地所有者その他利害
関係がある方は、５月 日㈪
︵必着︶までに、原案に対す
る意見書を、送付するか直接
提出することができます。
▽説明会 地区計画の原案︵変
更︶は、次の日程で説明会を
行います。
●日時…５月９日㈫
午後７時
から
●場所…牛沼会館
▽意見の提出・問合せ 都市計
画課計画係︵〒１９７ー０８
１４ 二宮３５０、直通５５
８・２０２６︶

４時までに持ち帰ることので 園や河川などの清掃をする活動
きる方に限ります。
です。この活動を通じて、都市
●修理屋さんコーナー
環境の保全や地域の方々との交
＊おもちゃの修理…１世帯２個 流も深めることができます。子
まで。受付は午後１時まで
どもから大人まで、多くの方の
※申し込み状況により、時間を 参加をお願いします。
変更することがあります。
▽日時 ５月 日㈰ 午前８時
＊包 丁 研 ぎ … １ 世 帯 ２ 本 ま で
〜正午︵小雨実施。雨天の場
︵先着 人︶
合は６月４日㈰︶
●環境コーナー…ごみの減量、
※午前７時に防災行政無線でお
グリーンカーテンコンテスト
知らせします。
受賞者などの取組、森林レン ▽集合場所 各町内会・自治会
ジャーや森の子コレンジャー
ごとに、決められた場所に集
の活動と体験講座、生物多様
合してください。
性、地球温暖化対策、害虫相 ▽清掃場所・清掃方法
談等を紹介します。
●町内会長・自治会長の指示に
●イベントコーナー
従ってください。
＊開会式・表彰式…午前９時
●ごみ袋は、ボランティア袋を
分からリサイクルフェアの開
使用してください。
会式と資源集団回収の優秀団
●清掃する際は、けがなどに十
体の表彰式を行います。
分注意してください。
※秋のリサイクルフェアとフリ
●家庭ごみなどは、絶対に持ち
ーマーケットは実施しません。
込まないでください。
▽問合せ 生活環境課清掃・リ
●個人で所有している土地は、
サイクル係
個人の責任で清掃をお願いし
ます。
５月 日は
▽その他 秋季一斉清掃は、
一斉清掃の実施日
月 日㈰︵予定︶です。
▽問合せ 生活環境課清掃・リ
サイクル係︵直通５５８・１
８３０︶

一斉清掃は、町内会・自治会
連合会などのご協力により、皆
さんの共有財産である道路、公
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する支援を専門的に担当し、
民生委員・児童委員と連携し、
子育ての支援や児童健全育成
活動に取り組んでいます。

民生委員制度は
創設１００周年︑児童委員
制度は 周年を迎えます

民生委員制度は﹁済世顧問制
度﹂が大正６年に発足して、平
成 年で１００年、児童委員を
兼ねるようになった﹁児童福祉
法﹂が昭和 年に公布されてか
ら 年を迎えます。また東京で
は大正７年に﹁救済委員制度﹂
が発足され、平成 年に制度１
００周年となります。

あきる野市民生児童委員
協議会の啓発活動

５月 日の﹁民生委員・児童
委員の日﹂に合わせ、民生委
員・児童委員の役割や活動内容

11

を紹介する啓発活動︵ポケット
ティッシュ、絆創膏、チラシの
配布など︶を行います。
▽日時 ５月 日㈬〜 日㈮
午前 時〜午後３時
▽場所 あきる野とうきゅう１
階正面入口
▽問合せ 生活福祉課庶務計画
係︵直通５５８・１９２７︶

あきる野市民生児童委員協議会の啓発活動

13

民生委員・児童委員が各地域
を担当しています。福祉に関す
る相談に応じるなど、地域住民
と関係行政機関とのパイプ役と
して、地域の皆さんが安心して
住み続けられるまちづくりに努
めています。
各地域を担当する委員は、生
活福祉課にお問い合わせいただ
くか市ホームページで確認する
ことができます。
また、民生委員・児童委員に
は、相談内容の守秘義務があり
ます。

12

10

配布予定数・定員
時 間
内容

in

40

子どもたちが健やかに育つこ
と、これは社会の宝である子ど
もたちに対する国民全体の願い
であり、全ての子どもが家庭や
地域において、豊かな愛情に包
まれながら、夢と希望をもって、
未来の担い手として、個性豊か
に、たくましく育っていけるよ
うな環境・社会を作っていくこ
とが重要です。そこで、子ども
の健やかな成長、子どもや家庭
を取り巻く環境について、国民
全体で考えることを目的に、毎
年５月５日の﹁こどもの日﹂か
ら１週間を﹁児童福祉週間﹂と

28

10

22

29

防災講演会
﹁地域防災の考え方︑
すすめ方﹂〜来るべき
自然災害に備える〜

15

市では、防災・安心地域委員
会と協働して、地域防災力の向
上に取り組んでいます。今回、
全国各地で地域防災の活動に携
わっている講師を招き、防災講
演会を開催します。

26

10

60

70

22

あきる野創業・就労・
事業承継支援ステーション
ビ
ス
タ
Ｂｉ＠Ｓｔａ創業
ミニセミナー毎月開催
﹁創業のための集客力アップ
のポイント﹂をテーマに、集客
活動に当たり意識すべきポイン
ト、集客を行う際に何が必要
か、集客のツールにはどんなも
のがあるかなど、成功事例を交
えながら解説します。
▽日時 ５月 日㈪ 午後３時
〜４時 分
▽場所 Ｂｉ＠Ｓｔａスモール
オフィス︵あきる野ルピア２
階︶
▽講師 武篤志さん︵中小企業
診断士︶
▽定員 ５人
▽申込み・問合せ あきる野創
業・就労・事業承継支援ステ
ーションＢｉ＠Ｓｔａ︵☎５
１８・７７７８︶
はつかり

初雁地区の地区計画原案
︵変更︶の縦覧と説明会を
開催します

15

圏央道あきる野インターチェ
ンジへの近接性を生かしたまち
づくりを推進するため、当該地
区に定めている地区計画などの
変更を行います。

30

29

70

イベントスケジュール
表

28

12

30

44
12

10

10 20

11

廃食油石けん
開会式終了後〜
の配布
ゴーヤ苗の
午前10時20分〜
配布

地域福祉関係者との会議

30

10

11
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