ざまな動作を体験します。
●日時…９月２日㈯
午前 時
分〜 時 分︵ 時集合︶
●場所…秋川体育館
●講師…五日市クラブ指導員
●対象…小学校４年生〜中学校
３年生
●定員…
人︵抽選︶
●持ち物など…飲み物、タオル、
動きやすい服装、着替え︵必
要な方︶、室内用運動靴
●申込み方法…８月
日㈮︵消
印有効︶までに、往復はがき
かメールかクラブサイトに、
住所、氏名、年齢︵学年︶、
電話番号を記入の上、申し込
んでください。
＊往復はがき…子ども政策課子
ども政策係︵〒１９７ー０８
１４ 二宮３５０︶
※返信用表面にも必ず返信先を
記入してください。
＊メール…件名に﹁子ども運動
能力改良プログラム参加申込
み﹂と入力し、
info@its
に送信
ukaichiclub.com
してください︵受信許可設定
をお願いします︶。
＊クラブサイト…
http://its
の申し
ukaichiclub.com/
込みフォームの件名に﹁子ど
域子ども育成リーダーとして認
定しました。子どもの見守り活
動や長年の経験、知識、技術を
生かした、学習、スポーツ、文
化活動、郷土芸能の指導や支援
などのさまざまな分野で活動し
ていただき、地域で子どもを見
守り、成長を支えていきます。
▽問合せ 子ども政策課子ども
政策係︵直通５１８・７８５
４︶

10

▽費用 無料
▽その他 検診機関など詳しく
は、７月下旬に対象者に送付
した通知をご覧ください。
▽申込み方法 ８月 日㈭︵消
印有効︶までに、専用申込み
はがきに必要事項を記入の
上、郵送してください。
▽問合せ 健康課健康づくり係
︵直通５５８・１１８３︶

骨密度測定会

現在の骨の状態を知り、生活
習慣を見直すきっかけにしてく
ださい。超音波での測定のた
め、妊娠中の方でも可能です。
▽日時 ８月 日㈪ 午後１時
分〜３時
※測 定 時 間 は 、 午 後 １ 時 分

〜、２時〜、２時 分〜の３
回に割り振ります。
▽場所 市役所１階コミュニテ
ィホール
▽対 象 市 内 在 住 ・ 在 勤 の 方
︵おおむね１年以内に骨密度
測定を受けたことがない方︶
人︵抽選︶
▽定員
※ 分ごとに 人測定
▽費用 無料
▽その他
●測定は、はだしで行います。
●健康手帳がある方は、お持ち
ください。
●申込み結果は、８月
日㈭以
降に、はがきでお知らせしま
す。
▽申込み方法 ８月 日㈫︵消
印有効︶までに、はがきに
﹁骨密度測定会﹂、住所、氏
名、年齢、電話番号を記入の
上、郵送してください。
▽申込み・問合せ 健康課健康
づくり係︵〒１９７ー０８１
４ 二宮３５０、直通５５８
・１１８３︶

30
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特別障害者手当などの
現況届の提出期限は
８月 日までです

要書類︵該当する方のみ︶
▽問合せ 子ども政策課子ども
政策係

15

10
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歯は健康の源
節目の年齢になったら
﹁歯周病検診﹂を
受けましょう
歯周病は、多くの人がかかり、
歯を失う大きな原因となる疾患
の一 つ で す 。 元 気 な 歯 を 保 つ
には、予防と早期のケアが大切
です。 歳、 歳、 歳、 歳
という年齢は、歯にとっても大
切な節目です。この機会に検診
を受けて、歯の健康状態をチェ
ックしましょう。
月２日㈪〜 月
▽検診期間
日㈪
▽対象 市内在住で次に該当す
る方
●昭和
年４月２日〜昭和 年
４月１日生まれ
●昭和
年４月２日〜昭和 年
４月１日生まれ
●昭和
年４月２日〜昭和 年
４月１日生まれ
年４月２日〜昭和 年
４月１日生まれ
●昭和

31

児童手当・児童育成手当の
現況届は提出しましたか

30

も運動能力改良プログラム参
加申込み﹂と入力し、申し込
んでください。
▽費用 無料
▽主催 あきる野市地域子ども
育成リーダー
※この事業は、市との協働によ
り実施します。
▽問合せ 子ども政策課子ども
政策係︵直通５１８・７８５
４︶

地域子ども育成リーダー
新たに 人を認定！

７月 日に、平成 年度研修
会を修了された 人の方を、地

14

地域子ども育成リーダー
提案事業

▽﹁夏だ！夏休みをやりつくそ
う 自由研究もやっちゃお
う！﹂の参加者募集 竹で水
鉄砲づくりや、ペットボトル
などの自由工作、体全体を使
ったわらべうたなど、楽しい
夏休みの一日を過ごせます。
●日時…８月
日㈰ 午前 時
〜午後３時︵雨天実施︶
●場所…草花公園東屋付近
●対象…幼児〜大人
※幼児、小学校３年生以下は、
保護者同伴
●持ち物…飲み物、弁当、着替
え︵必要な方︶
●申込み方法…直接会場にお越
しください。
▽﹁子ども運動能力改良プログ
ラム﹂の参加者募集 専門的
なトレーニングを中心に運動
能力の向上を目的としたさま

19

15

特別障害者手当、障害児福祉
手当、経過的福祉手当、東京都
重度心身障害者手当を受給して
いる方に、現況届の案内通知を
送付しました。現況届は、引き
続き手当を受ける資格があるか
を確認するために行うものです。
期限までに届出がないと手当が
受けられなくなりますので、必
ず提出してください。通知が届
かない方は、お問い合わせくだ
さい。
▽申込み・問合せ 障がい者支
援課障がい者相談係、五日市
出張所︵受付のみ︶

31
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児童手当・児童育成手当を受
給している方は、現況届を提出
する必要があります。提出がな
いと、６月分以降の手当が受け
られなくなりますので、必ず提
出してください。現況届を紛失
された方は、お問い合わせくだ
さい。
▽受付時間 午前８時 分〜正
午、午後１時〜５時 分
▽受付場所 子ども政策課、五
日市出張所
▽対象 児童手当受給者・児童
育成手当受給者
▽持ち物 現況届、はんこ、受
給者本人の健康保険証の写し
︵児童手当のみ︶、窓口に来
られる方の本人確認資料︵運
転免許証など︶、その他の必

15 30

25

●特別児童扶養手当…８月
日
㈪〜 日㈪︵ 日㈰を除く︶
▽受付時間 午前８時 分〜正
午、午後１時〜５時 分
▽受付場所 子ども政策課、五
日市出張所
※８月９日・ 日の水曜日は、
午後８時まで、８月 日㈯
は、午前８時 分〜正午、午
後１時〜５時 分は子ども政
策課のみで受け付けます。
▽対象 児童扶養手当、特別児
童扶養手当受給対象者
▽持ち物 現況届の案内通知に
記載されているもの
▽その他 次の方は、必ず届出
が必要です。
●住所や氏が変わった方
●その他、申請の内容に変更が
あった方
▽問合せ 子ども政策課子ども
政策係

21

30

70

12

53

43

33

23

40

52

42

32

22

50

10

20

16

15 30

20

夏休み子ども消費生活講座
﹁知ろう地域の名産品！
〜﹃あきる野の匠﹄が
教える！
しょうゆづくりと
ＭＹしょうゆ
づくり体験〜﹂

29

児童扶養手当・特別児童
扶養手当の現況届の
提出を忘れずに

13

10

10

ロゴマーク入りのベストなどを身に着け、活動します
手当を受給している方︵支給停
止中の方を含む︶は、現況届の
提出が必要です。現況届は、引
き続き手当を受けるための資格
を確認するものです。期限まで
に提出がないと、８月分以降の
手当が受けられなくなりますの
で、必ず提出してください。
児童扶養手当の対象の方には
７月中、特別児童扶養手当の対
象の方には、８月上旬に通知し
ます。届かない方は、お問い合
わせください。
▽受付期間
●児童扶養手当…８月７日㈪〜
日㈯︵ 日㈮〜 日㈰を除
く︶
11

30
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人︵申込み順︶
▽定員
▽持ち物 飲み物、筆記用具
▽費用 無料
▽申込み・問合せ 商工振興課
商工振興係︵直通５５８・１
８９３︶
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児童扶養手当・特別児童扶養

19

15

HP

１００年以上続くしょうゆ蔵
の工場見学や手づくり体験を通
して、普段自分たちが口にして
いる﹁しょうゆ﹂が造られるま
での工程や食べ物のムダを無く
していくことを学ぶ自由研究に
も最適の講座です。
▽日時 ８月 日㈫ 午前 時
〜正午
▽場所 近藤醸造㈱
▽内容 しょうゆづくり工場見
学、ＭＹしょうゆづくり体
験、手焼きせんべい体験
▽講師 近藤寛さん︵あきる野
の匠︶
、
近藤醸造㈱の社員の方
▽対象 市内在住の小学生
※小学校３年生以下は保護同伴
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平成29年（2017年）８月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

