いただける方を募集します。
▽対象 次の要件を全て満たし
ている方
●市内に１年以上居住する夫婦
のみの世帯で、高齢者の福祉
に理解と熱意のある心身とも
に健康な方
●年齢が
歳から 歳までの方
●雨間ハイツに居住できる方
※応募要領は市ホームページで
ご確認ください。
▽業務開始日 ７月１日㈯
▽申込み方法 ５月 日㈮まで
に、高齢者支援課に配置して
いる申込用紙に必要事項を記
入の上、直接窓口で申し込ん
でください。
※申込用紙は、市ホームページ
からダウンロードできます。
▽問合せ 高齢者支援課高齢者
支援係

▽定員
組︵申込み順︶
▽持ち物など 飲み物、動きや
すい服装
▽費用 無料
▽申込み方法 ５月２日㈫から
電話で申し込んでください。
▽申込み・問合せ 子ども家庭
支援センター子育て支援事業
係︵☎５５０・３３６１︶

子育て講座﹁産後ママのストレッチ＆マッサージ﹂
無理なく体を動かし、お母さ
んのストレッチをします。
▽日時 ５月 日㈮ 午前 時
分〜 時 分
▽場所 あきる野ルピア２階子
ども家庭支援センター研修室
▽講師 菅原順子さん
▽対象 産後半年から１年未満
までの母親とその子ども

市営雨間ハイツの生活協力員
住居へ居住し、入居者の安否確
認、疾病などに対する応急処置
や関係機関への連絡等を行って

水曜日︵全６回︶ 午後１時
高齢者
分〜３時
●講師…福永登喜子さん
げんき応援事業
●定員…
人︵申込み順︶
●費用…５００円︵材料費別︶
高齢者在宅サービスセンター
では、市内在住の 歳以上の方
萩野センター
を対象に次の事業を実施します。
︵☎５５０・２７２２︶
※受付時間…平日午前９時〜午
▽健康詩吟教室 腹式呼吸で短
後５時
歌、俳句、現代詩などを楽し
開戸センター
みます。
︵☎５５０・２７５５︶
●日時…５月
日・ 日、６月
日・ 日の水曜日 午後１
▽エコ手芸﹁布ぞうり﹂ 人気
時 分〜３時
の足にやさしい布ぞうりを作
●講師…古城精宝さん︵岳精流
ります。２回で１足仕上げま
師範︶
す。
●日時…５月
日㈮・ 日㈯、
●定員…
人︵申込み順︶
●持ち物…筆記用具
７月 日㈮・ 日㈯、９月８
●費用…１回５００円
日㈮・９日㈯ 午後１時〜３
●その他…テキストを用意しま
時
●定員…各月
人︵申込み順︶
す。
●費用…１回５００円︵材料費
▽書道教室 楽しみながら筆を
込み︶
持ちましょう。
●日時…毎月第２・第４月曜日
▽クレイアート 樹脂粘土を使
午後１時 分〜３時
って、お花や果物を作ります。
月の毎月第３
●講師…古城麗紅さん
●日時…５月〜

●定員…

人︵申込み順︶

●費用…１回千円

五日市センター
︵☎５３３・０３３０︶

▽オリジナル時計作り キャン
バスにつまみ細工のお花を飾
り、オリジナルの時計を作り
ます。
●日時…５月
日㈭ 午前 時
分〜正午
●講師…辻かおりさん
●定員…
人︵申込み順︶
●持ち物…飾り用のビーズ、ス
パンコールなど
︵無くても可︶
●費用…１回８００円︵材料費
別︶
▽チョークアート教室 ぬり絵
感覚で楽しく簡単にボードに
絵を描きます。
●日時…毎月第４木曜日
午前
時 分〜正午
●講師…斎藤映子さん
●定員…
人︵申込み順︶
●費用…１回８００円︵材料費
別︶
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放課後子ども教室見守りボランティア募集中
し、地域の方などに協力をい
ただきながら実施します。
▽見守りボランティアの活動内
容 今までの経験や特技を活
かし、遊びや学びの手助けを
しながら、子どもたちを見守
ります。
※都合にあわせて参加できます。
※活動は、市ホームページでも
紹介しています。
▽活動日時 毎週水曜日︵放課
後〜午後４時︶
▽活動場所 東秋留・多西・草
花・五日市の各小学校
▽申込み・問合せ 生涯学習推
進課生涯学習係︵直通５５８
・２４３８︶
１人 枚送付します。
▽申込み・問合せ 高齢者はつ
らつセンター︵〒１９７ー０
８０４ 秋川５ー１ー８、☎
５５０・６１０１︶
、
五日市は
つらつセンター︵〒１９０ー
０１６４ 五日市４１１、☎
５６９・８１０８︶
、
高齢者支
援課高齢者支援係︵〒１９７
ー０８１４ 二宮３５０︶

自分の生活や健康状態を
チェックしましょう！

除となります。
▽申請に必要なもの 軽自動車
税納税通知書、交付を受けて
いる手帳、はんこ、運転免許
証︵免除を受ける軽自動車を
運転される方のもの︶、納税
義務者の個人番号が分かるも
の︵個人番号カード、通知カ
ード︶、通知カードの場合は
本人確認書類︵運転免許証、
パスポートなど︶
▽申請方法 ５月 日㈬までに
課税課市民税係に申請してく
ださい。
▽その他 免除は、障がい者１
人につき１台︵普通自動車な
どで減額、免除を受けている
方は受けられません︶
▽問合せ 課税課市民税係︵直
通５５８・１６８２︶
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﹁認知症サポーター
養成講座﹂
﹁ 認知症サポーターステップ
アップ講座﹂開催

業情報研修室
▽申込み方法 ５月２日㈫の午
前８時 分から電話で申し込
んでください。
▽申込み・問合せ 高齢者支援
課高齢者支援係

10

ファミリー・サポート・
センター事業説明会

ファミリー・サポート・セン
ターは、地域の中で助け合いな
がら、子どもの一時預かりや送
迎などの子育ての相互援助活動
をする会員組織です。
▽日時 ５月 日㈪ 午前 時
分〜 時 分︵ 時 分か
ら受付︶
▽場所 あきる野ルピア２階子
ども家庭支援センター会議室
▽対象 市内在住で、地域の子
育て支援に関心のある方、子
育ての援助を受けたい方
▽持ち物 入会登録をする方は、
はんこをお持ちください。
▽申込み・問合せ ファミリー
・サポート・センター︵☎５
５０・３８５５︶

10

20

30

10

31

認知症について正しく知り、
適切に対応できる力を身につ
けるための講座です。受講者
にはサポーターの証・オレン
ジリングをお渡しします。
●日時…６月３日㈯
午前 時
分〜正午
●講師…高齢者はつらつセンタ
ー職員
●対象…市内在住・在勤の方
●定員…
人︵申込み順︶
▽認知症サポーターステップア
ップ講座 認知症の方とのコ
ミュニケーションを中心に認
知症への理解、対応方法を学
び、地域で活躍できることを
目指します。
●日時…６月
日㈯ 午後１時
分〜４時
●その他…後日、認知症グルー
プホームなどで認知症の方と
のコミュニケーション体験が
できます。
●講師…キャラバン・メイト
●対象…認知症サポーター養成
講座を受講した方
●定員…
人︵申込み順︶
▽場所 あきる野ルピア３階産

10

14

▽認知症サポーター養成講座
認知症の症状、支援方法など

10

10

30

18

30 15

10

ふるさと農援隊会員の
追加募集

方︵農業者を除く︶
▽費用 無料
▽申込み方法 ５月 日㈮まで
に高齢者支援課に配置してあ
る申込用紙に必要事項を記入
の上、直接窓口で申し込んで
ください。
※申込者多数の場合は、抽選
▽申込み・問合せ 高齢者支援
課高齢者支援係

障がいがある方
などの軽自動車税は
免除になります
障がいのある方のために使用
する軽自動車などの税金は、障
がいの等級など一定の要件を満
たした場合、申請することで免

10

10

30

11

17

30

17

10

30
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28

10

40

30

19

15

40

14

30

30

30

65

15

31

12

15

10

30

市営雨間ハイツの生活協力員の募集
ふるさと農援隊は、農作業を
通じ、健康増進と介護予防を図
ることを目的としています。農
作物の収穫や健康に関する講習
会に参加される方に農地を貸し
付けます。農業未経験の方には、
指導員が指導します。
▽貸付期間 平成 年６月１日
㈭〜平成 年３月 日㈯
▽場所・対象区画
●渕上地区
︵一の谷小学校東側︶
メー
程度︶
…２区画︵各 平方 ト
ル
●五日市地区︵小庄下田︶…２
メー
程度︶
区画︵各 平方 ト
ル
▽対象 市内在住の 歳以上の
29

10

歳以上の方を対象に、生活
や健康状況を確認するための
﹁はつらつ健康チェックリス
ト﹂を送付します。チェックリ
ストを回答された方には、健康
に関する評価やアドバイスなど
をまとめた結果アドバイス票と
介護予防のための教室などの案
内を送付します。
※ 歳未満の方で健康状態な
ど、気になることがありまし
たら、相談してください。
▽対象 市内在住の 歳以上の
方︵要介護・要支援認定者を
除く︶
▽その他 はつらつ健康チェッ
クリストは、５月中旬以降送
付します。
▽問合せ 高齢者支援課高齢者
支援係

31

65

12

30 19

30

▽放課後子ども教室 子どもた
ちが安全で安心できる放課後
の活動場所を提供する事業で
す。学校の施設などを利用

65

一人暮らしの高齢者や、認知
症状がある方が、安心して暮ら
せるように、身元の確認ができ
る、お守りアイロンシールを配
布しています。
アイロンシールには、本人の
名前や家族などの緊急連絡先、
個人を特定するための番号が記
載してあります。徘徊や事故な
どのとき、家族等と連絡を取る
ことができます。肌着や靴下な
どにアイロンで貼り付けてご利
用ください。
歳以上の一人暮らし
▽対象
の方、認知症状がある方
▽費用 無料
▽申込み方法 窓口に配置して
いる申込用紙に必要事項を記
入の上、送付するか直接窓口
にお持ちください。
※市ホームページからダウンロ
ードできます。
※申込み後、アイロンシールを
75

11

30

75

75

75

高齢者等お守り
アイロンシール登録事業

☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成29年（2017年）５月１日
（５）

