はつらつ元気アップ教室
参加者募集！

業情報研修室
▽内容 体力測定、筋力アップ
体操、栄養や口腔ケアに関す
る講話など
▽講師 健康運動指導士、歯科
衛生士、管理栄養士
▽対象 市内在住の 歳以上の
方
人程度︵申込み順︶
▽定員
▽持 ち 物 な ど 飲 み 物 、 タ オ
ル、筆記用具、動きやすい服
装・靴
▽費用 無料
▽その他 最寄りのバス停など
から送迎有︵希望者︶
▽申込み方法 ７月３日㈪から
日㈮までに、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︵直通５５８
・１９５３︶
認、病気などに対する応急処置
や関係機関への連絡などを行っ
て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
をご確認ください。
月上旬︵予
▽業 務 開 始 日
定︶
▽応募方法 ７月 日㈮までに、
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30
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高齢者支援課の窓口に配置し
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。
※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 高齢者支援
課高齢者支援係

介護教室︵講演会︶
﹁熱中症予防のための
栄養管理について﹂

20

旧ホームヘルパー２級資格と
同じく、介護を学ぶ方の入門研
修です。合計１３０時間の研修
で、介護でのコミュニケーショ
ン技術、生活支援技術などの講
義と演習をします。
▽日時 ８月から 月までの土

速やかに通報してください。通
曜・日曜日、祝日 午前９時
報者の秘密は守られます。高齢
〜午後５時
者虐待を未然に防ぎ、助け合え ※詳しくは、お問い合わせくだ
る地域をつくっていきましょう。
さい。
▽相談窓口 高齢者支援課高齢 ▽場所 五日市センター
者支援係、高齢者はつらつセ ▽講師 介護福祉士など
ンター［☎５５０・６１０1 ▽対 象 介 護 業 務 を 希 望 す る
︵秋川地区︶］、五日市はつ
方、介護に関心があり、知識
らつセンター［☎５69・８
・技術などを身に付けたい方
人
１０８︵五日市地区︶］
▽定員
▽費用 ７万９９８０円︵テキ
スト代含む︶
介護職員初任者研修
▽その他 条件により資格取得
参加者募集
受講料が無料になる場合があ
りますので、東京都福祉人材
センターのホームページをご
確認ください。
▽申込み・問合せ 五日市セン
ター︵☎５３３・０３３０︶、
医療法人財団 暁 あきる台
病院︵☎５５０・６１０２︶
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65

市営雨間ハイツの
生活協力員の募集

●講師…高島晟さん
払い、材料費別︶
高齢者げんき応援事業
●定員…６人︵申込み順︶
●費用…１回５００円
高齢者在宅サービスセンター
五日市センター
︵☎５３３・０３３０︶
では、市内在住の 歳以上の方
を対象に次の事業を実施します。 萩野センター
︵☎５５０・２７２２︶
※受付時間…平日午前９時〜午
▽
健康で明るく楽しく覚えられ
後５時
る詩吟教室 やさしいボイス
▽脳を鍛える折り紙教室 初心
トレーニングと健康発声で短
者向けのやさしい教室です。
歌、俳句、現代詩詞などを楽
開戸センター
︵☎５５０・２７５５︶
基本の折り方から始めます。
しく学びます。
●日時…７月〜 月の毎月第１、
●日時…７月
日・ 日、８月
第３水曜日 午前 時 分〜
２日・ 日の水曜日 午後１
▽小さな帽子の壁掛け 夏の模
正午
時 分〜３時
様替えに涼しげな壁掛けを作
●講師…北島初音さん
●講師…古城精宝さん︵岳精流
ります。
●日時…７月
日㈬ 午後１時
●定員…
人︵申込み順︶
師範︶
分〜３時
●費用…１回７００円︵材料費
●定員…
人︵申込み順︶
●講師…大津節子さん
●持ち物…筆記用具
別︶
●定員…
人︵申込み順︶
●費用…１回５００円
▽たたいて染めてエコバッグ
●費用…１５００円︵材料費込
新緑の葉っぱでたたき染めを ▽ジェルキャンドルづくり ジ
み︶
ェルの中に貝殻や魚のオーナ
し、エコバッグを作ります。
●日時…７月
日・ 日の木曜
▽初心者向け将棋教室 認知症
メントを閉じ込めて、涼しげ
日 午後１時 分〜３時
予防の頭のトレーニングとし
なキャンドルを作ります。
●講師…辻かおりさん
●日時…７月
日㈭ 午前 時
て将棋を始めてみませんか。
●定員…
人
分〜正午
基礎から丁寧に指導します。
●日時…７月〜 月の毎月第１、
●持ち物…お問い合わせくださ
●講師…辻かおりさん
●定員…
人︵申込み順︶
第３、第５月曜日︵祝日を除
い。
●費用…１５００円︵初回一括
●費用…８００円︵材料費別︶
く︶ 午前 時〜正午

▽場所 市役所１階市民相談室
▽対象 市内在住のおおむね
歳以上の方とその家族
▽定員 ３人︵申込み順︶
▽申込み方法 ７月３日㈮午前
８時 分から電話で申し込ん
でください。
※毎月実施する市民相談でも相
談を受け付けています︵日程
は毎月 日発行の広報紙に掲
載︶。
▽申込み・問合せ 高齢者はつ
らつセンター︵☎５５０・６
１０１︶
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高齢者虐待の相談窓口
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高齢者虐待は、介護する家族
が心身ともに疲れきって、追い
詰められて起こす場合がありま
す。虐待に気づいたときには、
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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

財産や遺言のことなど、専門
家に相談できます。ご家族から
の相談も受け付けます。
▽日時 ７月 日㈮ 午後２時
〜４時︵１人 分︶

30

10

15

住み慣れた地域でいつまでも
元気で過ごせるよう、日常生活
に役立つ講話や自宅で取り組め
る体操を取り入れた教室を開催
します。
▽日時 ８月〜９月の毎週火曜
日︵全９回︶ 午後２時〜３
時 分
▽場所 あきる野ルピア３階産

危険な熱中症を予防するため
のポイントを栄養管理の面から
幅広く学びましょう。
▽日時 ７月 日㈬ 午後１時
分〜３時
▽場所 あきる野ルピア３階産
業情報研修室
▽講師 舞木文子さん︵公立阿
伎留医療センター管理栄養
士︶
▽対象 市内在住・在勤の方
人︵申込み順︶
▽定員
▽申込み方法 ７月３日㈪８時
分から電話で申し込んでく
ださい。
▽申込み 五日市はつらつセン
ター︵☎５６９・８１０８︶
▽問合せ 高齢者支援課高齢者
支援係
30

高齢者のための法律相談会
︵予約制︶
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夏の日差しがまぶしい季節。
平井川沿いをゆっくり歩き、水
に入って遊びます。流れの冷た
さ、川底の感触、生きものとの
出会い。小さな子どもの目線
で、川の自然を楽しみます。
○日時 ７月17日㈪ 午前10時
〜11時30分
○集合場所 草花公園クラブハ
ウス（草花３２７５−２）
○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。川遊びのため、子ども１人につき保護者１人以上）
○定員 10組（申込み順）
○持ち物など 飲み物、おやつ、雨具、タオル、帽子、汚れ
ても良い服と靴（虫さされなどの防止のため長袖・長ズボ
ン、サンダル不可）、帰り用の服と靴（保護者の方も必要）
※服を着たまま靴で川に入ります。
○費用 １人50円（保険代含む）
○その他 終了後、草花公園の木陰で昼食会をします。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）。
※雨天や増水の場合は、場所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 ７月12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）
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小さな子どものためのおさんぽ会

（６）
平成29年（2017年）７月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

