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平成 年度
東京都子育て支援員研修
︵第２期︶の受講者募集

31

31
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FAX

納税などには便利な口座振替をご利用ください

対策部計画課子育て応援事業
担当︵☎ ・５３２０・４１

１５、
http://kosodate.
︶
pass.metro.tokyo.jp/

03

保育や子育て支援分野の各事
業に従事する上で、必要な知識
や技能などを有する﹁子育て支
援員﹂の養成研修です︵地域保
育コース、地域子育て支援コー
ス、放課後児童コース、社会的
養護コース︶。詳しくは、東京
都福祉保健財団ホームページ、
都ホームページをご覧ください。
▽問合せ ︵公財︶東京都福祉
保健財団人材養成部福祉人材
養成室子育て支援員担当︵☎
・３３４４・８５３３、
・３３４４・８５９３︶

29

に電話で申し込んでください。
▽申込み・問合せ 西多摩保健
所保健栄養担当︵☎０４２８
・ ・６１４１︶

10

HP

10

25

（以下は広告枠です）

７月は
愛の血液助け合い運動月間

30

うたごえワークショップ

30

HP

童謡メドレーや﹁アイアイ﹂
を出演者と一緒に元気よく歌え
るワークショップです。歌声で
風船が振動する様子を感じられ
るパフォーマンスもあります。
▽日時 ７月 日㈯ 午前 時
〜 時 分︵ 時 分開場︶
▽場所 あきる野ルピア３階ル
ピアホール
▽予 定 曲 目 オ ペ ラ ﹃ カ ル メ
ン﹄より﹁闘牛士の歌﹂、童

全ての血液製剤を、国内の献
血によって安定的に供給できる
よう、全国的に献血運動が展開
されます。１人でも多くの方の
ご協力をお願いします。
▽日時 ７月 日㈰ 午前 時
〜 時 分、午後１時〜４時
▽場 所 イ オ ン モ ー ル 日 の 出
︵南側駐車場︶
▽持ち物 運転免許証、健康保
険証など本人確認ができる物
か献血カード︵お持ちの方︶
▽問合せ 東京都赤十字血液セ
ンター事業課︵☎５２９・０
４０５︶

03

地域の皆さんに安心して生活し
ていただけるよう、急性期治療
後のリハビリや在宅復帰に向け
た医療と支援を行うための﹁地
域包括ケア病棟﹂を平成 年７
月に開設しました。
平成 年４月までの入院患者
数は４１５人と、多くの患者さ
んにご利用いただいています。
地域包括ケアシステムは、﹁住
み慣れた地域で自分らしい暮ら
しを人生の最後まで続けること
ができるよう、住まい・医療・
介護・予防・生活支援が一体的
に提供されること﹂を目的とし
ていますが、これを支える医療
機能として地域包括ケア病棟は
外せません。当医療センター
は、住民の皆さんが住み慣れた
街で、皆さんがいつまでも暮ら
すための地域包括ケア病棟の役
割を追求していきます。
▽問合せ 公立阿伎留医療セン
ター総務課︵☎５５８・０３
２１︶
45

排水設備工事責任技術者
時差Ｂｉｚの実施
資格認定共通試験
東京都では、快適な通勤を体
月１日㈰ 午前 時
験していただく快適通勤ムーブ ▽日時
〜正午
メント﹁時差Ｂｉｚ﹂を７月
日まで実施しています。詳しく ▽場所 青山学院大学青山キャ
は、ホームページをご覧くださ
ンパス９号館︵渋谷区渋谷４
い。
ー４ー ︶
▽問合せ 時差Ｂｉｚ運営事務 ▽受験費用 ６千円
局︵☎ ・３４７９・０２５ ▽受験申込書
●配布場所…管理課下水道係
４、平日午前９時 分〜午後
●配布日時…７月
日㈪〜８月
６時 分、
https://jisa日㈭ 午前８時 分〜午後
︶
biz.tokyo/
５時︵土曜・日曜、祝日を除
子育て応援
く︶
とうきょうパスポートを
▽申込み方法 ８月１日㈫から
ご活用ください
８月 日㈭︵消印有効︶まで
に、申込書に記入の上、郵送
してください。
▽申込み 東京都下水道サービ
ス㈱︵〒１００ー８６９９
千代田区大手町２ー６ー２︶
▽問合せ 管理課下水道係︵直
通５５８・２０５４︶、東京
都下水道サービス㈱︵☎ ・
３２４１・０８１８︶

03 03

22

11

東京都では、中学生以下の子
どもがいる世帯や妊娠中の方に
対して、企業や店舗などが商品
の割引や粉ミルク用のお湯など
の、サービスを提供する﹁子育
て応援とうきょうパスポート﹂
事業を実施しています。詳しく
は、お問い合わせください。
▽問合せ 福祉保健局少子社会

30

29

28

在宅栄養士研修会のご案内

15

市民のひろば

小学生、中学生、一般（高校生以上）

25

バタフライ、
25ｍ
背泳ぎ

掲載に関する問合せ
市長公室
直通５５８・１２６９

100ｍ

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

50ｍ

講 演 会 な ど

25ｍ×4人 小学生以上（学校、学年、男女混合可）

リレー

一緒に歌って︑
若返りましょう
日７月 日・ 日の木曜日
時〜 時／場中央公民館／講三
浦純子さん／費無料／他浜辺の
歌、夏の思い出／問寿コーラス
遠藤☎５５８・９０８６

30

●種目…表のとおり

30

28

中学生、一般（高校生以上）

西多摩保健所では、食を通し
た健康づくりを推進していくた
め、管理栄養士・栄養士を対象
とした研修会を開催します。地
域活動に関心のある方は、ご参
加ください。
▽日時 ８月３日㈭ 午前９時
分〜午後０時 分
▽場所 東京都西多摩保健所講
堂
▽内容 講演﹁誰もが気軽に栄
養相談できる地域をめざして
︱地域活動栄養士に期待する
こと︱﹂
▽講師 安田淑子さん︵新宿地
域連携栄養士グループ エイ
ヨ新宿♡代表 地域食支援グ
ループ ハッピーリーブス︶
阿伎留医療センター
▽対象 西多摩管内在住の管理
地域包括ケア病棟開設
栄養士・栄養士有資格者で常
１周年を迎えて
勤職についていない方
公立阿伎留医療センターでは、 ▽申込み方法 ８月１日㈫まで

小学生、中学生、一般（高校生以上）
25ｍ

自由形、
平泳ぎ

11

13

象

対

目

種

10

24

ハワイアンポーチ作成体験会

メー
の小学校１年生以上で
謡メドレー︵﹁海﹂﹁象さ
ト以
ル
上泳げる方
ん﹂
﹁シャボン玉とんだ﹂︶
、
●その他
﹁アイアイ﹂他
※ワークショップ、演奏曲は変 ＊プログラムは、当日会場で配
付します。
更することがあります。
▽講師 吉川健一さん︵テノー ＊参加種目は、１人２種目まで
︵リレーを除く︶
ル・オペラ歌手︶
▽対象 幼児以上の子どもとそ ＊スタートはプール内から行い
ます︵飛び込み禁止︶。
の家族
●申込み方法
▽定員 １５０人︵申込み順︶
▽費用 １組５００円︵３人ま ＊市内の小・中学生…各学校か
ら申し込んでください。
で︶
▽申込み方法 電話で申し込ん ＊一般の方…７月 日㈮までに、
電話で申し込んでください。
でください。
▽申込み・問合せ あきる野ル ※当日の申し込みはできません。
ピア︵☎５５０・４７００︶ ▽申込み ＮＰＯ法人あきる野
市体育協会事務局︵☎５６９
体育協会からのお知らせ
・６３１２︶
▽早朝・硬式テニス教室︵全３ ▽問合せ あきる野市水泳連盟
在原︵☎５９５・０１３６︶
回︶参加者募集 初心者は基
本練習を行い、中級者はゲー
ム形式で技術を習得します。
●日時…８月６日・
日・ 日
の日曜日︵全３回︶ 午前７
時〜９時︵予備日 日㈰︶
●場所…秋川グリーンスポーツ
公園テニスコート
●講師…テニス連盟コーチ
●対象…市内在住・在勤・在学
の方
●定員…
人︵申込み順︶
●費用…１５００円︵３回分︶
●申込み方法…７月
日㈪まで
に、郵便番号、住所、氏名、
年齢を電話かメールで申し込
んでください。
●申込み・問合せ…テニス連盟
小野︵☎０９０・８７４７・
５８０４、
y.o.genesis2
︶
003@gmail.com
▽総合スポーツ祭第 回あきる
野市民水泳大会参加者募集
飛び込みをしない記録会形式
の水泳大会です。
●日時…９月３日㈰
午前 時
分から
︵９時 分から受付︶

20

13

●場所…五日市ファインプラザ

50

●対象…市内在住・在勤・在学

市民水泳大会競技種目

表

45

日７月 日㈯ ９時〜 時／場
あきる野ルピア／費５００円／
他初心者歓迎。７月 日㈰から
申し込んでください。／問キル
ト・チャオ 正木☎０９０・４
３２６・７１６６
14

10

03

20

10

29

27

27

官公庁
などからの
お知らせ
30

16

31

15

ネット
ワーク
11

20

15

29

☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成29年（2017年）７月15日
（７）

