12月11日㈪

ひのでグリーンプラザ１階ホール
（日の出町平井3231-1）

総合スポーツ祭
第１回スキー教室参加者募集
︵小・中学生・高校生︶

瑞穂町産業会館２階大会議室（瑞穂町石畑1973）

▽宿泊 ホテルアルペンブリッ
ク︵新潟県妙高市池の平温泉︶
▽対象 小学校３年生〜高校生
人︵申込み順︶
▽定員
▽共同企画 あきる野スキーク
ラブ、立川観光㈱︵東京都知
事登録旅行業第２ー２１１６︶
▽旅行企画・実施 立川観光㈱
▽費用 小学生３万２１５０円、
中学生・高校生３万６５００
円
▽費用支払先 立川観光㈱
▽その他 詳しくは、秋川体育
館、五日市ファインプラザ、
市民プールなどに配置してい

12月 8日㈮

▽日時 平成 年１月３日㈬〜
５日㈮︵２泊３日︶
▽出発時間 午前６時 分
※乗車場所は、市内各所あり
▽場所 池の平温泉スキー場

▽検査内容 HIV抗体検査
▽検査項目 HIVと梅毒は血
液検査、クラミジア感染症と
淋菌感染症は尿検査
▽費用 無料
▽その他
●検 査 、 結 果 と も に 予 約 不 要
︵匿名検査可︶
●希望者には性感染症検査あり
︵梅毒、クラミジア感染症、
淋菌感染症︶
●詳しくは、お問い合わせくだ
さい。
▽問合せ 西多摩保健所保健対
策課感染症対策担当︵☎０４
２８・ ・６１４１︶

青梅商工会議所３階会議室（青梅市上町373-1）

増戸ソロバン

（以下は広告枠です）
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青梅税務署からのお知らせ
決算説明会のご案内

12月 7日㈭

時
日毎月第２・第４木曜日
〜 時／場五日市ファインプラ
ザ２階／活楽しく計算しながら
脳トレしませんか。 歳以上な
らどなたでもどうぞ。／会月１
５００円／問藤山☎５９６・３
７３５

あきる野ルピア３階産業情報研修室（秋川1-8）

▽日時など 表のとおり
▽その他 あきる野ルピアへ車
で来場の方は、﹁もくせい駐
車場﹂をご利用ください。
▽問合せ 青梅税務署個人課税
第１部門 指導担当︵☎０４
２８・ ・３１８５︶

12月 5日㈫

講 演 会 な ど

もくせい会館２階202会議室（福生市本町18）

市民のひろば

集

12 30
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○事業所得の決算説明会
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掲載に関する問合せ
市長公室
直通５５８・１２６９

募

20

30
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30
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﹁ 都医療券﹂と﹁自己負担限

12月 4日㈪

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

員
フォーレの﹁ラシーヌの雅歌﹂
を一緒に歌いましょう︒

会
マーベリックス
時〜 時／場
日 月２日㈯
中央公民館３階集会室／講見上
潤さん／費無料／他美しい合唱
曲が楽しく学べます。／問秋川
コーラス 角野☎５９６・３６
９６

度額管理票﹂を必ず窓口に提
るパンフレットをご覧くださ ▽期日・場所
● 月９日㈯…羽村市産業福祉
示してください
い。
センター２階セミナールーム ※詳しくは、都ホームページで
▽問合せ あきる野市スキーク
● 月
日㈰…あきる野ルピア
確認できます。
ラブ 宮﨑︵☎５９５・０７
３階会議室
▽問合せ 東京都福祉保健局環
５９︶
▽時間 午前９時 分〜午後３
境保健衛生課［☎ ・５３２
創業塾受講者募集
時 分
０・４４９２︵受付時間は平
専門家が、起業に興味がある ▽対象 西多摩地域在住の方
日の午前９時から午後５時ま
人︵申込み順︶
方などに、基礎知識や実務ノウ ▽定員
で︶］
月７日㈭まで
ハウを体系的に学べるセミナー ▽申込み方法
HIV抗体検査・
に電話で申し込んでください。
を開催します。起業者の経験談
相談を行います
や日本政策金融公庫、東京信用 ▽申込み・問合せ 東京税理士
会青梅支部［☎０４２８・
保証協会の現役実務担当者から
西多摩保健所では、HIV検
・２３３１︵平日午前 時〜 査を実施します。またエイズや
見た融資のポイントなど実践的
午後４時︶］
で役立つ情報です。
性感染症などの相談に応じてい
▽日時 平成 年１月 日㈰・
ます。
気管支ぜん息の 都医療券を
月５日㈫ 午後
日㈰・ 日㈰、２月３日㈯
▽検査日時
お持ちの皆さんへ
１時 分〜４時 分
・ 日㈯︵全５回︶ 午前
〜東京都大気汚染医療費
月 日㈫ 午後
▽結果報告
時〜午後４時 分︵午後０時
助成制度改正のお知らせ〜
１時 分〜３時︵直接本人に
分から１時 分を除く︶
来所していただき、お伝えし
▽場所 三鷹産業プラザ７階会
平成 年４月から、東京都大
気汚染医療費助成制度の改正に
ます︶
議室
▽対象 起業に興味がある方、 伴い、一部自己負担が生じます。 ※両日とも来所可能な方のみ検
▽平成 年４月１日から変更す
査が受けられます。
起業して間もない方
る内容
人︵申込み順︶
※証明書などの発行はしません。
▽定員
▽費用 １人５千円︵全５回分、 ①平成 年４月１日以降の診療 ▽場所 西多摩保健所
分から、認定された疾病に対
テキスト、資料代込み︶
する保険診療の窓口支払額の
▽申込み・問合せ あきる野商
うち、月額６千円までが自己
工会︵☎５５９・４５１１︶
負担となります。
平成 年度東京都
②
月額の自己負担額は、各医療
自立支援協議会セミナー
機関などで﹁自己負担限度額
管理票︵東京都大気汚染医療
超高齢社会における障害者と
費助成用︶﹂に記載してもら
家族〜﹁8050﹂﹁老障介
い、管理します。
護﹂で孤立する家族を地域でど
③同じ月に支払った各医療機関
う支えるか〜
月８日㈮ 午後１時
などの医療費を合算し、月額
▽日時
分から
の合計が６千円に達したとき
▽場所 東京都庁大会議場
は、その月はそれ以上の自己
▽定員 ５００人︵抽選︶
負担はありません。
月 日㈫まで ▽対象 有効な医療券をお持ち
▽申込み方法
に、所定の申込書に記入の上、
の方で、生年月日が平成９年
ファックスで申し込んでくだ
４月１日以前の方
さい。
▽その他
●﹁自己負担限度額管理票︵東
※申込書は、都ホームページか
京都大気汚染医療費助成用︶﹂
らダウンロードできます
は、平成 年２月頃までに、
▽申込み・問合せ 東京都心身
平成 年４月１日から使用す
障害者福祉センター︵☎ ・
る新しい医療券と一緒に対象
・
３２３５・２９５２、
の方にお送りします。
３２３５・２９５７︶
● 歳未満の方はこれまでと同
税理士による個別無料相談会
様、窓口での自己負担はあり
ません。
10
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●各医療機関などの利用時は、

青梅青色申告会３階会議室（青梅市師岡町4-7-25）
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羽村市産業福祉センター２階ⅰホール
（羽村市緑ヶ丘2-11-1）

午後1時30分
〜4時

12月 6日㈬
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FAX

税の専門家である税理士が、
皆さんからの相談を個別にお受
けします。

12月 1日㈮

10

日毎週月曜・木曜日の 時から、
日曜日 時から／場南秋留小学
校体育館など／活週３回バレー
ボールの練習や試合をしていま
す。／会月２千円／問渡邉☎０
９０・１９９０・８０２０

27

所

場

開催日時

16

▽問合せ あきる野市吹奏楽団
岩﨑︵☎０９０・６１２８・
５６０９︶

27

あきる野市吹奏楽団
︵キララバンド︶
第 回定期演奏会

24

12

12

午前9時30分 青梅青色申告会３階会議室
〜正午 （青梅市師岡町4-7-25）

12月1日㈮

14

寿大学秋川校主催﹁寿限夢展﹂

11

30 30

11

80

寿大学受講生の日ごろの活動
成果を発表します。
月 日㈮〜 日㈪
▽日時
午前 時〜午後５時︵ 日は
午後１時から、 日は午後４
時まで︶
▽場所 あきる野ルピア４階展
示室
▽内容 絵画、写真、俳句、絵
手紙、陶芸などの作品展
▽費用 無料
▽申込み・問合せ 中央公民館
︵☎５５９・１２２１︶
24

場

開催日時

12

10

29

30

▽日時
月 日㈰ 午後２時
から︵１時 分開場︶
▽場所 秋川キララホール
▽曲目 はげ山の一夜、サウン
ド・オブ・ミュージックなど
▽指揮 小玉公二さん︵常任指
揮者︶
▽費用︵全席自由︶ 無料
▽主 催 あ き る 野 市 吹 奏 楽 団
︵キララバンド︶
▽共催 秋川キララホール
月 日㈭午前９時
▽その他
から整理券を配布します︵１
人４枚まで︶。
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官公庁
などからの
お知らせ
19

12

ネット
ワーク
11

☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成29年（2017年）11月15日
（７）
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表
○不動産所得の決算説明会

