市民表彰候補者を
ご推薦ください

で近所の複数のお年寄りの病
院送迎、食事、入浴などの世
話をしていた。
＊ 年にわたり、ボランティア
で駅に生け花を生けている。
▽推薦期限 ８月 日㈫まで
▽その他 詳しくは、お問い合
わせください。
▽問合せ 市長公室
ーツへの貢献
▽推薦方法 ９月１日㈮までに、
生涯学習推進課で配布する推
薦書に必要事項を記入の上、
提出してください。
※推薦書を審査の上、表彰該当
者を選考します。
※推薦書は、市ホームページか
らダウンロードできます。
▽表彰式
●日時…
月３日㈮ 午後３時
●場所…五日市地域交流センタ
ー３階まほろばホール
▽申込み・問合せ 生涯学習推
進課生涯学習係︵直通５５８
・２４３８︶

災害時における二次避難所
施設利用に関する協定を
締結しました
市では、災害発生時の対応力
強化を図るため、各種団体、民
間業者などとの応援協定の締結
に取り組んでいます。
この度、折立地区に隣接する
社会福祉法人東京武尊会特別養
護老人ホーム羽村園と﹁災害時

における二次避難所施設利用に
関する協定﹂を締結しました。
二次避難所は、高齢者や障がい
者など、避難生活に支援を必要
とする方を対象に、必要に応じ
て開設する避難所です。この協
定で、折立地区の二次避難所が
確保され、災害時の支援体制が
強化されます。
▽問合せ 地域防災課防災安全
係

高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画の
策定委員追加募集
市では、平成 年度から 年
度までの﹁第７期高齢者保健福
祉計画・介護保険事業計画﹂を
策定するため、策定委員会を設
置し、検討を行っています。策
定委員に欠員が生じたため、追
加募集をします。
▽応募資格 市内在住で、８月
１日現在あきる野市介護保険

今年も夏の風物詩﹁とうろう
流し﹂を行います。
多くの﹁とうろう﹂の灯りが
夕闇の秋川の水面に浮かび、幻
想的な雰囲気を醸し出します。
▽日時 ８月 日㈯ 午後６時

12

分
※荒天の場合は、 日㈰
▽場所 リバーサイドパーク一
の谷︵駐車場あり︶
▽その他
●当日﹁とうろう﹂を販売しま
す︵１基８００円︶。
●先着２００人に﹁花の苗﹂を
プレゼントします。
▽問合せ リバーサイドパーク
一の谷︵あきる野市観光協会
☎５５０・３７８９︶、観光
まちづくり推進課

ます。種を付けないように、
花が咲く時期をねらってオオ
ブタクサを刈り取ります。
●日時…８月
日㈯ 午前８時
〜 時頃︵小雨実施︶
●場所…瀬戸岡御堂橋上流右岸
の平井川河川敷︵現地集合・
解散︶
●内容…鎌を使ってオオブタク
サを刈り取ります。
●対象…小学生以上︵小学生は
保護者同伴︶
●申込み方法…８月
日㈮まで
に、電話で申し込んでくださ
い。
※平井川流域連絡会の﹁平井川
オオブタクサ駆除作業﹂︵東
京都主催︶と合同で行います。
※申込み後、詳しい案内を送付
します。
▽申込み・問合せ 環境政策課
環境政策係︵☎５９５・１１
１０︶

記入の上、送付するか直接窓
被保険者︵第二号被保険者︶、
歳以上 歳未満の方
口にお持ちください。
▽定員 ２人
▽選考方法 委員の選考は、あ
▽任期︵予定︶ ９月から平成
きる野市介護保険事業計画策
年３月 日まで
定委員会委員︵被保険者代
▽謝礼 ７５００円︵委員会１
表︶選考実施要領に基づいて
回当たり︶
行います。
︵必着︶ ▽応募・問合せ 高齢者支援課
▽応募方法 ８月 日㈮
までに、原稿用紙などに郵便
介護保険係︵〒１９７ー０８
番号、住所、氏名、電話番号、
１４ 二宮３５０、直通５５
８・１９６９︶
応募動機︵４００字程度︶を
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青少年の善行者を
ご推薦ください
あきる野市青少年顕彰ふるさ
と委員会では、青少年の善意や
親切心を育み、社会に広めてい
くことを目的に、青少年善行表
彰式を行います。お知り合いや
ご近所で、該当する方がいまし
たら、推薦してください。
▽対 象 市 内 在 住 の 歳 未 満
︵平成 年 月１日現在︶の
青少年の方や青少年団体
▽主な表彰基準 小さな親切、
公共生活への貢献、 環境の美
化、社会福祉、青少年指導、
自然と文化財愛護、緊急時貢
献、芸術文化への貢献、スポ

外来植物の除去に
ご協力ください
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植物です。葉はキュウリに似
ていて、９月頃、トゲに覆わ
れた緑色の実がいくつも固ま
ってつきます。実ができる前
に、根ごと引き抜くか、地際
から刈り取って駆除してくだ
さい。
▽オオブタクサ除去作戦〜ボラ
ンティア募集〜 在来植物を
守るため、オオブタクサ除去
作戦のボランティアを募集し
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８月 日は
戦没者を追悼し
平和を祈念する日です
正午に黙とうしましょう
市では、あきる野市表彰条例
に基づき、各分野で功績のあっ
た市民の方を 月３日㈮の表彰
式で表彰します。お知り合いや
ご近所で、該当する方がいまし
たら、推薦してください。
▽対象
●卓越した技能を持ち、市の産
業の振興に寄与し、同一職種
の指導的立場にある方…５年
以上継続して市内に住所を有
する方で、 年以上の経験が
ある方
※対象となる職種例…鳶職、左
官、石工、大工、屋根職、建
具職、表具師、畳職、植木
職、電気工、板金工、塗装
工、配管工、菓子製造工、マ
ッサージ師、和服仕立職、洋
服仕立職など
●市民の模範となるような善行
をおおむね 年以上、継続し
て実施されている方
●過去の具体例
＊ 年にわたり、ボランティア

▽アレチウリの除去にご協力く
ださい アレチウリは、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。市の生物多様性の保全を
進めるため、アレチウリを見
かけられた際は、繁殖場所を
ご連絡ください。また、敷地
内に生えている場合は、除草
をお願いします。
●特徴など…河原などで、他の
植物に巻きついて伸びるつる

とうろう流し

30

15

国際姉妹都市交流
中学生海外派遣団が
マールボロウ市︵米国︶を
訪問します！
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日㈫に全国戦没者追悼式が
日本武道館で行われます。
先の大戦において亡くなられ
た方々を追悼し平和を祈念する
ため、市の正午のチャイムに合
わせて平和祈念の黙とうをささ
げましょう。
▽問合せ 総務課庶務係

平和パネル展を開催します
東京空襲を中心に、先の大戦
の貴重な写真パネルなどを展示
します。
▽日時 ８月７日㈪〜 日㈫
午前８時 分〜午後５時 分
︵９日㈬は午後８時まで、
日㈫は午後３時まで、日曜
日、祝日を除く︶
▽場所 市役所１階コミュニテ
ィホール
▽問合せ 総務課庶務係

市議会の正・副議長︑常任委員長︑
議会運営委員長が決まりました
●副議長…清水晃
●総務委員長…中嶋博幸

み

●環境建設委員長…たばたあず

と

●福祉文教委員長…中村のりひ
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中︶、森屋ちひろさん︵東
中︶、中村麻姫さん︵西中︶、
陶山愛嘉さん︵御堂中︶、山
岡達弥さん︵御堂中︶、竹内
陽香さん︵増戸中︶、岩木葵
さん︵五日市中︶
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中学生海外派遣団︵市立中学
校在籍生徒８人︶が８月 日か
ら 日まで国際姉妹都市のマー
ルボロウ市︵米国マサチューセ
ッツ州︶を訪問します。滞在
中、団員はホストファミリーの
家にホームステイしながら、ウ
ィットコム・スクールの生徒と
交流し、日本文化の紹介など両
市の文化理解と友好関係の発展
に寄与する活動に携わります。
▽派遣団
●団長…望月一広さん︵秋多中
学校長︶
●団 員 … 沖 倉 詩 乃 さ ん ︵ 秋 多
中︶、八櫛航太郎さん︵秋多

オオブタクサ

15

７月 日に開催された、あき
る野市議会第２回定例会開会会
議で、正・副議長と各委員会の
委員長など、役職の選出が行わ
れました。
●議長…子籠敏人

●議会運営委員長…増﨑俊宏

監査委員に天野正昭氏

30

アレチウリ

39

議会選出の監査委員の任期満
了に伴い、新しい監査委員が決
まりました。
細谷功氏の後任として、天野
正昭氏が７月 日付けで監査委
員に選任されました。
任期は、平成 年６月 日ま
でです。
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子籠敏人議長
清水晃副議長
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