﹁グリーンカーテン﹂のコン

コンテスト開催︵最終回︶

メー
●歩行距離…約９キロ ト
ル
あきりゅうジオの会によるガイドツアー
●対象…
歳以上
〜秋川流域ジオパーク推進事業〜
●定員…
人︵抽選︶
●持ち物など…歩きやすい服装
に電話で申し込んでください。
秋川流域は、化石や地層︵ジ
︵長袖、長ズボン︶、滑らな
●申込み・問合せ…檜原村産業
オ資源︶の宝庫です。この地域
い靴︵山道あり︶、雨具、昼
環境課産業観光係︵☎５９８
でボランティア活動している
食、飲み物など
●費用…無料
・１０１１︶
﹁あきりゅうジオの会﹂による
●申込み方法…５月
日㈯︵必
ガイドツアーに参加して、知る ▽謎の地質見学ツアー 黒瀬川
着︶までに、往復はがきに住
帯の謎に迫る！
ことの無かった大地の秘密につ
●期日…６月
日㈯
︵小雨実施︶
所、氏名、年齢、電話番号を
いて、理解を深めてみませんか。
せきえいせん
●集合場所・時間…日の出町こ
記入の上、送付してください
▽新緑の三頭山を登ろう石英閃
りょくがん
ども未来公園 午前９時
︵返信用表面にも必ず返信先
緑岩・ホルンフェルスの山
●解散場所・時間…かやくぼバ
を記入︶。
︵後輩に負けた三頭山︶
●期日…５月
日㈬
︵雨天中止︶
●主催…秋川流域ジオパーク推
ス停 午後３時 分︵予定︶
●集合場所・時間…武蔵五日市
進会議
●申込み…日の出町産業観光課
駅 午前８時
●解散場所・時間…檜原都民の
商工観光係︵〒１９０︱０１
森森林館 午後３時 分︵予
９２西多摩郡日の出町平井
定︶
２７８０、☎５９７・０５１
メー
●歩行距離…
キロ ト
１︶
ル
●対象…健脚向け
▽問合せ 観光まちづくり推進
●定員…
人︵申込み順︶
課秋川渓谷観光係︵☎５９５
●持ち物など…登山に適した服
・１１３５︶
装、登山靴、雨具、防寒着、
第６回グリーンカーテン
昼食、保険証

代１８８０円︶
●申込み方法…５月

日㈮まで

●費用…無料︵別途往復のバス
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回あきる野映画祭開催決定

します。
メー
▽特徴 高さ 〜 センチ ト
。
ル
５・６月に鮮やかな黄色の花
をつけます。種や根茎から繁
殖するため、根ごと引き抜い
て駆除する必要があります。

オオキンケイギクの除去にご協力ください

オオキンケイギクの繁殖
場所をお知らせください

年度市民企画
講座を募集します

オオキンケイギクは、繁殖力
がとても強く、在来植物の生育
場所を奪ってしまうなどのおそ
れのある外来植物です。市の生
物多様性を保全するため、オオ
キンケイギクを見かけられた際
は、繁殖場所をご連絡くださ
い。また、庭などの敷地内に生
えている場合は、除草をお願い

平成

29

市内の学習グループなどが自
主的に企画・運営・実施する市
民企画講座を募集します。
団体での応募︵Ａ分野︶や、
個人による提案︵Ｂ分野︶も募
集します。
▽対象
●Ａ分野…市内の団体・サーク
ルなど︵おおむね５人以上の
市民で構成︶
●Ｂ分野…個人、団体
▽募集数
●Ａ分野…おおむね５団体以内
●Ｂ分野…２事業以内
▽内容 教養講座、現代的な課
題に取り組む講座、実用講
座、地域活性化につながる講
座などで、公共性のある学習
テーマや内容であること
▽内容などの例 芸術文化を学

70

在来植物を守るため、市内の
繁殖地でオオキンケイギクの除
去作業を行います。
▽日時 ６月４日㈰ 午前 時
〜正午ごろ︵雨天中止︶
▽場所 山田大橋下流の河川区
域︵現地集合・解散︶
▽内容 オオキンケイギクをス
コップなどで根から掘り上げ
て除去します。
▽対象 小学生以上
▽申込み方法 ５月 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・１１
１０︶

オオキンケイギク
除去作戦のボランティアを
募集します
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ぶもの、人権尊重に関するも
の、暮らしに役立つもの、地
域での子育て支援につながる
もの、まちづくりに関するも
の
※営利を目的とした事業、特定
の政党・政治団体の利害に関
する事業、特定の宗教・特定
の教派・宗派・教団を支持す
る事業でないこと
▽選定方法 企画内容などを総
合的に検討し、必要に応じて
ヒアリングを実施し、社会教
育委員の会議の意見を聞いた
後、決定します。
▽申込み方法 ５月 日㈫まで
に、所定の申請書に記入の上、
直接窓口で申し込んでくださ
い。
※募集要項と申請書は中央公民
館で配布、市ホームページか
らダウンロードできます。
▽申込み・問合せ 中央公民館
︵☎５５９・１２２１︶

フリーダイヤル☎0120−558−540［市内固定電話から利用可（050から始まる一部のIP電話を除く）］、有料ダイヤル☎558−7777（携帯
電話など、その他の電話から利用可）※下校時の放送など定期的に放送しているものを除き、放送の24時間後まで聞くことができます。

防災行政無線放送を
電話で確認できます

第

テストを開催します。グリーン
カーテンは、夏の日差しを遮る
ことで室内の温度上昇を防ぎ、
エアコンの使用量を減らすな
ど、節電・省エネルギーに貢献
するものです。また、植物の蒸
散作用で周囲の温度を下げる効
果も期待されます。
▽対象 今年の春以降、新たに
つる性植物の種か苗を植え、
市内の住宅などの建物にグリ
ーンカーテンを設置する方
●住宅部門…個人
●団体部門…事業所、学校、幼
稚園・保育園、町内会・自治
会、高齢者施設など
▽植物の例 ゴーヤ、ヘチマ、 ▽表彰 優れている取組には賞
アサガオ、カボチャなど︵地
状と副賞を贈呈します。ま
植え、プランター可︶
た、参加回数３回以内で入賞
▽申込み方法 ８月４日㈮まで
経験のない方に、新人賞も設
に電話か窓口、電子申請で申
ける予定です。
し込んでください︵土曜・日 ※詳しくは、市役所、五日市出
曜日、祝日は電子申請のみ可︶
。
張所、各図書館、中央公民館
※次のコードをご利用ください。
で配布するチラシをご覧くだ
さい。
※市ホームページからダウンロ
ードできます。
▽申込み・問合せ 環境政策課
環境政策係︵☎５９５・１１
１０︶
募集、ＰＲ用のＶＴＲなどの
企画・製作、当日の司会進行 リーダーを募集します。事前・
など運営全般
事後活動や大島での交流・体験
▽主催 あきる野映画祭実行委 活動において、子どもたちのサ
員会
ポートをしていただきます。
▽応募・問合せ 観光まちづく ▽期間 ８月９日㈬〜 日㈰
４泊５日︵船中１泊︶
り推進課観光振興係︵〒１９
０ー０１6４ 五日市４１１、 ▽場所 東京都大島町
▽対象 市内在住・在勤・在学
☎５９５・１１３５︶
の高校生以上︵おおむね 歳
以下︶の方で、全日程に参加
でき、心身ともに健康で泳げ
る方
※事前・事後活動などは、６月
日㈯、７月 日㈬・ 日㈰、
８月 日㈯に実施予定
▽定員 ５人
▽費用 無料
▽申込み方法 ５月 日㈮まで
に所定の用紙に記入の上、申
し込んでください。
※用紙は、市ホームページから
ダウンロードできます。
▽申込み・問合せ 生涯学習推
進課生涯学習係

大島・子ども体験塾リーダー募集

電子申請
コード

あきる野市と羽村市の小学校
５・６年生と中学生を対象に実
施する、大島・子ども体験塾の
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＊時間…原則 分以内
＊完成時期…平成 年４月１日
以降完成の作品
●賞︵トロフィー進呈︶
＊あきる野グランプリ…１作品
＊観客賞…１作品
●応募方法…６月１日㈭までに、
観光まちづくり推進課で配布
する応募用紙に必要事項を記
入の上、作品と共に送付する
か直接窓口にお持ちください。
※応募作品の総時間数が上映予
定時間を越えた場合は、選考
により上映作品を決定します。
▽スタッフ︵実行委員︶募集
アイデアを出し合って活動し
てくれるボランティアスタッ
フを募集しています。映画好
き、イベント好き、楽しいこ
とが好きという方なら大歓迎
です。歴史ある映画祭を一緒
に作り上げましょう。
●主な役割…上映作品の選定、
イベント企画、パンフレット
の企画・デザイン、協賛金の
30
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回目となる、あきる野映画
祭は、﹁この指とーまれ!﹂を
テー マ に 映 画 祭 発 祥 の 地 で あ
る﹁五日市会館﹂をメイン会場
として開催します。大スクリー
ンと臨場感あふれるサウンドや、
温かみある手づくりの会場の中
で、映画を楽しんでみませんか。
▽映像市
●期日…７月
日㈯
●場所…五日市地域交流センタ
ー３階まほろばホール
●応募作品…西多摩地区在住・
●内容…西多摩地域にゆかりの
在勤・在学の方が、スタッフ
ある公募作品の上映
やキャストとして関わってい
▽メインスクリーン
●期間…７月
日㈮〜 日㈰
る作品や西多摩地区の映像が
●場所…五日市会館
含まれているなど、西多摩地
●内容…一般作品の上映︵上映
区にゆかりのある作品︵プロ
作品は決定次第、広報紙など
・アマは問いません︶
●応募規定
でお知らせします︶
▽映像市作品募集 映像市で上 ＊形式…DVDかブルーレイ
＊作品…ジャンルは問いません。
映する作品を募集します。
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☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成29年（2017年）５月１日
（３）
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