ネットワーク
官公庁などからのお知らせ

体育協会
高齢者健康予防運動と
ラジオ体操
聞けば得する話、 歳からの
いきいきラジオ体操など
▽日時 ５月 日㈬ 午前 時
〜正午
▽場所 五日市ファインプラザ
▽講師 桜田敬子さん︵元ＮＨ
Ｋラジオ体操アシスタント︶
歳以上の方
▽対象
▽費用 無料
▽申込み方法 直接会場にお越
しください。
▽問合せ ラジオ体操連盟 佐
竹︵☎５５０・１９５８︶

算書
●法人の方…過去２期分の法人
確定申告書と決算書
＊決算後６か月を経過している
場合は、直近の合計残高試算
表か事業実績内容の分かる帳
簿など
●借入金残高のある方…借入金
の明細書
●設備資金で申込みの方…見積
書
●創業融資で申込みの方…創業
計画書︵所定様式︶
▽その他 子どもの教育費が必
要な方は、教育資金の相談も
できます。
▽問合せ あきる野商工会︵☎
５５９・４５１１︶

事業主の皆さんへ
学卒求人申込説明会
ハローワーク青梅では、平成
年３月卒業見込みの方︵新規
学卒者︶を対象とする求人の申
し込み方法の説明会を開催しま
す。
▽日時 ５月 日㈬ 午後２時
〜４時 分
▽場所 青梅市福祉センター２
階集会室︵青梅市東青梅１ー
１７７ー３︶
▽問合せ ハローワーク青梅事
業所部門学卒担当者︵☎０４
２８・ ・８６４１︶

夏ボラの受付方法を
一部変更します

を希望される方…６月 日㈯
午後１時から受け付けます。
▽その他 必要事項は、あいネ
ット夏ボラ特集号︵６月１日
発行︶、あきる野ボランティ
ア・市民活動センターのホー
ムページをご覧ください。
▽問合せ あきる野市社会福祉
協議会［あきる野ボランティ
ア・市民活動センター︵☎５
９５・９０３３︶］

ウメ輪紋ウイルス
︵プラムポックスウイルス︶
調査にご協力ください

▽調査対象樹
●サクラ属植物、セイヨウマユ
ミ、ナガバクコ、ヨウシュイ
ボタ
▽調査方法など 調査は、農水
省と都の職員、都から業務委
託された業者︵﹁東京都委託
調査員プラムポックスウイル
ス防除対策﹂と書かれた黄色
腕章をつけた者︶が実施しま
す。感染が確認された場合は、
都から結果が通知されます。
※タグは、調査証になりますの
で、取り外さないでください。
▽その他 詳しくは、植物防疫
所ホームページ︵
http://w
︶
ww.maff.go.jp/pps/
をご覧いただくかお問い合わ
せください。
▽問合せ 農林水産省横浜植物
防疫所国内検疫担当︵☎０４
５・２８５・７１３５︶、東
京都農業振興事務所振興課緊
急防除対策担当︵☎０４２・
５４８・４８８１︶

ＨＩＶ検査を実施します

市民のひろば
掲載に関する問合せ
市長公室
直通５５８・１２６９

員

募

集

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

会

秋川新体操クラブ

里の会

日５月 日・ 日、６月 日の
時〜／場秋川体育館
土曜日
／活無料体験を実施します！ぜ
ひ新体操を体験してみません
か。／費無料／問笠原☎０８
０・５４９９・０９２６

大正琴サークル

日５月 日・ 日の日曜日／場
中央公民館／活中之島流大正琴
／入２千円／会月２５００円／
問小宮☎５５９・６１０５

ターゲット・
バードゴルフクラブ
日毎週火曜・水曜・金曜日 ９
時〜 時／場秋川駅南口運動ひ
ろば／活ゴルフのウェッジクラ
ブ１本で楽しむスポーツです。
／会月２５０円／問森田☎５５
９・１８２７

あきる野・日の出自然農園

分〜

日月１・２回／場日の出町平井
／活ＥＭ生ごみ堆肥で野菜、花
を栽培。共同、個人区画有り／
入３千円／問沢辺☎０９０・３
９６５・７３１４

さわやかフレンズ
時

時／場五日市ファインプラザ
／活腰痛、肩こり予防のスト
レッチとリズム体操／入千円
／会月２千円／問田中☎５９
６・２８４８

講 演 会 な ど

民俗舞踊と篠笛のつどい

時〜／場秋
日５月 日㈰
川キララホール／費無料／問
西多摩民俗舞踊の会 茅根☎
５９５・１２６５

学習会 大問題！
子ども不在の学習指導要領

日５月 日㈰
時〜 時／
場あきる野ルピア３階産業研
修室／講糀谷陽子さん／費無
料／他どの子もわかって、楽
しい学校を／問あきる野教科
書ネット 華房☎５５９・３
９３２

ママと子どもの
手相鑑定広場

日６月７日㈬
時 分〜
時 分／場あきる野ルピア３
階会議室／費２千円／他皆で
楽しく手相鑑定をしてもらう
／問アロハ プラン 奥谷☎
０９０・３３４１・９９８２

活動内容のお知らせ

大正琴扇靖流あきる琴の会

活地域の会館で、大正琴の練
習をしています。男女問わず
生涯学習として仲間づくりを
しませんか？連絡を待ってい
ます。／問岸野☎０９０・３
２３７・７０１８

（以下は広告枠です）

16

15

▽問合せ 西多摩保健所保健対
策課感染症対策担当︵☎０４
２８・ ・６１４１︶
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15
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日月３回火曜日

45

よかもん市に
お出かけください
春の﹁手づくりよかもん市﹂
を開催します。多数の出店者が
皆さんとの出会いを楽しみに作
品作りに励みました。今回も東
日本大震災復興支援の東北の特
産品販売を行います。
▽日時 ５月 日㈯・ 日㈰
午前 時〜午後４時
▽場所 秋留野広場︵あきる野
とうきゅう前︶
▽問合せ 手づくりよかもん市
運営委員会︵☎０９０・６９
３６・１０３１︶

12

▽費用 無料
▽その他 予約不要。匿名で検
査できます。

15

小規模事業者のための
個別金融相談会のお知らせ

毎年夏休みに実施している夏
体験ボランティア︵夏ボラ︶の
受付方法を一部変更します。
▽変更内容︵受付時間の抽選︶
●草花保育園、誠和保育園を希
望される方…６月１日㈭から
日㈮︵消印有効︶までに往
復はがきに必要事項を記入の
上、送付してください。
※６月 日㈬に、抽選結果を通
知します。

西多摩保健所では東京都の
﹁ＨＩＶ検査・相談月間﹂キャ
ンペーンに合わせ、ＨＩＶ検査
を実施します。その他にも、保
健所では常時エイズや性感染症
に関する相談に応じています。
▽日時
●検査…６月６日㈫
午後１時
分〜４時 分
●結果…６月
日㈫ 午後１時
分〜３時
※結果は、１週間後に再度来所
いただき、直接本人にお伝え
します。
※両日とも来所可能な方のみ検
査を受けられます。
※証明書などの発行はしません。
▽場所 西多摩保健所
▽検査内容 ＨＩＶ抗体検査
※希 望 者 に は 、 性 感 染 症 検 査
︵クラミジア感染症、梅毒、
淋菌感染症︶も実施
13 30

24

農地、住宅や事業所のウメの
木も対象です。
農林水産省︵農水省︶と都は、
プラムポックスウイルス︵ＰＰ
Ｖ︶の感染樹が確認されている
防除区域で、まん延防止と感染
した樹木の伐採を行うための調
査を実施します。市内のＰＰＶ
の防除対策を進めるため、ご理
解とご協力をお願いします。
▽ウメ輪紋ウイルス ウメやス
モモなどに感染し、商品価値
の低下や収穫量が減少するな
どの影響が懸念されています。
農水省では、ウイルスのまん
延を防止するため、指定され
た防除区域内にあるウメやモ
モなどの規制対象植物の苗、
切り枝、切り花など、防除区
域外への持ち出しを禁止して
います︵果実の移動は対象
外︶。また、防除区域内での
対象植物の販売や新たな植栽
も、早期根絶のために自粛を
お願いしています。なお、こ
のウイルスはヒトや動物には
感染しませんので、感染した
果実を食べても健康に影響は
ありません。
▽調査地域 市内︵小中野、小
峰台、戸倉、深沢、養沢地区
を除く︶
▽調査期間︵予定︶ ５月下旬
〜７月末

30

24

●草花保育園、誠和保育園以外
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30

30
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24
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▽日時 平成 年３月までの原
則毎月第２木曜日 午後１時
〜４時︵要予約︶
▽場所 あきる野商工会︵あき
る野ルピア３階︶
▽対象 市内小規模事業者、新
規創業者など
▽持ち物
●個人事業の方…平成
年・
年分の所得税確定申告書と決
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☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成29年（2017年）５月15日
（７）

