健康教室﹁美食健﹂

募

集

講 演 会 な ど
スポーツ吹矢初心者講習会
日２月 日㈰・ 日㈰ ９時〜
時 分／場秋川体育館剣道場
／講スポーツ吹矢公認指導員／
費無料／他健康スポーツとして
始めませんか／問あきる野市吹
矢協会 矢崎☎５５９・３８９
０

自然栽培大豆の
手作りみそ作り体験会
︵１キロ㌘持ち帰り︶

員

ほうじょう会

時〜
日２月 日㈯・ 日㈪
／場中央公民館実習室／費２千
円／他親子でも、１人でも参加
可／問イマジネーションキッズ
☎０７０・５５８０・８５３９

会

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

掲載に関する問合せ
市長公室
直通５５８・１２６９

市民のひろば

交通事故など第三者から受けたけがや病気は︑加入の健康保険へ届出しましょう！
献立
▽講師 栄養士︵健康課職員︶
▽対象 市内在住の方
人︵抽選︶
▽定員
※初めての方優先
▽持 ち 物 筆 記 用 具 、 エ プ ロ
ン、三角巾、手拭用タオル
▽費用 ３００円
▽申込み方法 ２月２日㈮から
日㈮までに、電話で申し込
んでください。
※抽選結果は、２月 日㈯以降
にはがきで通知します。
▽申込み・問合せ 健康課健康
づくり係︵直通５５８・１１
８３︶
日毎週金曜日／場東部図書館エ
ル会議室／活電子書籍︵ＫＤ
Ｐ︶を創作します。パソコン操
作有／会月千円／問西田☎０９
０・４４５７・９４８８
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〜気になる︑コレステロールと
中性脂肪︵脂質異常症予防︶〜

毎日の健康づくりに役立つ食
の講話と調理実習で楽しく学べ
る教室です。
▽日時 ２月 日㈮ 午前 時
〜午後１時︵９時 分から受
付︶
▽場所 秋川ふれあいセンター
▽内容
ンスのよい食事のポイント

●講話…脂質異常症予防、バラ
●調理実習…脂質異常症予防の

平成 ・ ・ 年度
物品買入れ等競争入札
参加資格審査申込書受付
▽受付日時 ２月５日㈪〜８日
クスで申し込んでください。
㈭ 午前９時〜 時、午後１ ※ファックスの方は、﹁認知症
時 分〜４時
サポーター﹂と記入の上、送
▽場所 公立阿伎留医療センタ
信してください。
ー地下１階講堂
▽申込み・問合せ 西多摩三師
※詳しくは、
http://www. 会︵☎０４２８・ ・２１７
をご覧くださ
１、 ０４２８・ ・１６１
akiru-med.jp/
い。
５︶
▽問合せ 阿伎留病院企業団財
市民公開講座
務課用度係︵☎５５８・０３
脳卒中にならないために︑
２１︶
脳卒中になってしまったら

（以下は広告枠です）

25

れずに、生きにくさを感じては
いませんか？誰もが楽しくコミ
ュニケーションを図るにはどう
したら良いか、お話していただ
きます。
▽日時 ２月 日㈯ 午後１時
分〜４時︵１時開場︶
▽場所 あきる野ルピア３階ル
ピアホール
▽講師 高森信子さん［こころ
の相談員・社会生活技能訓練
︵SST︶リーダー］
▽費用 無料
※直接会場にお越しください。
▽問合せ ＮＰＯ法人秋川虹の
家精神保健福祉会︵☎５５９
・１０８６︶
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都立秋留台公園
﹁第４回ユニバーサル
スポーツ祭﹂開催

ラソンは、事前に申し込んで
平
成
年度
ください。その他の競技は当
下水道モニター募集
日参加できます。
東京都下水道局では、利用者
※ボランティアスタッフも募集
の意見や要望を事業運営に役立
します。
▽申込み・問合せ 都立秋留台 てることを目的に下水道モニタ
公園サービスセンター︵☎５ ーを募集します。
▽内容 インターネットアンケ
５９・６９１０︶
ートの回答、施設見学会への
西多摩地域市町村共催
参加など
﹁知って得する！
▽対象 平成 年４月１日現在、
羽毛布団工場見学﹂
満 歳以上で都内在住︵公務
東洋羽毛工業㈱で、羽毛布団
員、過去にモニターを経験し
ができあがるまでの工程や構造
た方、島しょ在住の方を除く︶
などを学びます。
で、ホームページの閲覧とメ
▽日時 ２月 日㈮ 午前９時
ールの送受信ができる方
〜午後４時 分
▽定員 千人程度︵応募多数の
▽場所 東洋羽毛工業株式会社
場合は選考︶
︵神奈川県相模原市中央区淵 ▽任期 ４月１日から１年間
野辺２ー ー５︶
▽謝礼 回答数に応じ図書カー
歳以上の西多摩地域
▽対象
ドを贈呈
在住・在勤・在学の方
▽申込み方法 ２月 日㈬まで
人︵申込み順︶
に東京都下水道局ホームペー
▽定員
※あきる野市役所、福生市役所、
ジをご確認の上、申し込んで
羽村市役所から出発します。
ください。
※乗車場所をお伝えください。 ▽問合せ 東京都下水道局総務
▽費用 無料
部広報サービス課︵☎ ・５
３２０・６６９３、
※昼 食 は 見 学 場 所 で 用 意 し ま
http:
す。アレルギーなどがある方
//www.gesui.metro.tok
︶
は昼食をお持ちください。
yo.jp/
▽主催 西多摩地域消費者行政
東京労働局からのお知らせ
事務連絡会
▽申込み方法 ２月８日㈭から ▽事業主の皆さんへ 有期雇用
日㈬までに電話で申し込ん
︵１年更新など︶で従業員を
でください。
雇用している場合でも、契約
▽問合せ 福生市シティセール
期間が５年を超えて反復更新
ス推進課産業活性化グループ
された方は、従業員の申し込
︵☎５５１・１６９９︶
みで、期間の定めのない契約
に転換するルール︵無期転換
ルール︶が法律で定められて
放送大学４月入学生募集
います。平成 年４月以降、
多くの有期契約の従業員から
放送大学はテレビやインター
申し込みが行われることが予
ネットを利用して授業を行う通
想されます。詳しくは、お問
信制の大学です。心理学、福祉、
い合わせください。
経済、歴史、文学、自然科学な
▽労働者の皆さんへ ﹁無期転
ど幅広い分野を学べます。
換ルール﹂は労働者の申し込
▽出願期間
●第１回…２月
日㈬まで
みで、期間の定めのない契約
●第２回…３月
日㈫まで
に転換されます。希望する方
▽資料請求︵無料︶・問合せ
は、有期契約期間中に申し込
放送大学東京多摩学習センタ
みを行いましょう。
ー︵〒１８７ー００４５ 小 ▽問合せ 東京労働局雇用環境
・均等部指導課総合労働相談
平市学園西町１ー ー１、☎
０４２・３４９・３４６７、
コーナー︵☎ ・３５１２・
１６０８︶
29

︶
http://www.ouj.ac.jp/

28
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ユニバーサルマラソン、フラ
イングディスク、玉入れなど、
障がい者と健常者が一緒に楽し
むことができるスポーツ競技を
行います。
▽日時 ３月 日㈰ 午前９時
分〜午後１時
※雨天の場合は、３月 日㈰
▽場所 都立秋留台公園陸上競
技場
▽対象 障がいの有無に関係な
くどなたでも参加できます。
▽申込み方法 ユニバーサルマ

HP

17

認知症サポーター養成講座

▽日時 ２月 日㈯ 午後２時
〜４時
▽場所 青梅市立総合病院南棟
３階講堂
▽総合司会 進藤晃さん︵大久
野病院院長︶
▽講演 小山英樹さん︵公立福
生病院副院長︶、田尾修さん
︵青梅市立総合病院神経内科
部長︶、進藤晃さん︵大久野
病院院長︶
▽費用 無料
※直接会場にお越しください。
▽問合せ 西多摩医師会︵☎０
４２８・ ・２１７１︶

秋川虹の家こころの病講演会
当事者も共に
元気になるために
〜上手なコミュニケーション
を学ぶ〜
自分の気持ちを上手に伝えら
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認知症の人を正しく理解し、
日常生活の中で見守りや、適切
な対応ができる力を身につける
ための講座です。
▽日時 ２月 日㈯ 午後２時
〜４時
▽場所 イオンモール日の出２
階
▽講師 玉木一弘さん︵西多摩
三師会会長︶
▽対象 西多摩地域在住の方
▽定員 １００人
▽持ち物 筆記用具など
▽費用 無料
▽その他 どなたでも参加でき
ます。受講者にはサポーター
の証・オレンジリングをお渡
しします。
▽申 込 み 方 法 氏 名 、 市 町 村
名、電話番号を電話かファッ

14

HP

24
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調理ボランティア養成講座
栄養バランスの良い
手作りのお弁当作り体験
社会福祉協議会で実施してい
る﹁ふれあい食事サービス事
業﹂で提供している内容と同じ
メニューのお弁当︵ 食分︶を
作り、試食します。栄養士から
のワンポイント栄養アドバイス
や調理ボランティアの体験談な
ども聞くことができます。
▽日時 ３月６日㈫ 午前 時
〜午後１時
▽場所 秋川ふれあいセンター
調理室
▽対象 市内在住・在勤の方
人︵申込み順︶
▽定員
▽費用 ５００円
▽メニュー ちらし寿司、八つ
頭と鶏肉の炊き合わせ、玉ね
ぎと桜えびのかき揚げ、菜の
花と人参の胡麻和え、二色ゼ
リー
▽申込み方法 電話で申し込ん
でください。
▽申込み・問合せ あきる野市
社会福祉協議会︵☎５９５・
９０３３︶
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官公庁
などからの
お知らせ
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☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成30年（2018年）２月１日
（７）

