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▽申込み・問合せ 商工振興課
商工振興係
50
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22

19

45

中小企業に対する
サイバーセキュリティ支援

文化団体連盟事業
写経と春の花

写経体験と花の寺として名高
い龍珠院の見学をします
▽日時 ３月 日㈭ 午前 時
〜午後３時
▽場所 龍珠院︵乙津︶
▽対象 市内在住・在勤の方
人︵申込み順︶
▽定員
▽費用 千円︵弁当、送迎付︶
▽申込み方法 ３月 日㈫まで
に、電話か直接窓口で申し込
んでください。
▽申込み・問合せ 中央公民館
︵☎５５９・１２２１︶
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大島町カメリアマラソン
招待選手が大活躍

位︵ 分 秒︶
メー
障
が
い児
●中学生女子の部︵５キロ ト︶
ル
水泳教室参加者募集
＊奥脇彩花さん︵五日市中︶…
１位︵ 分 秒︶
＊岸峯綾乃さん︵東中︶…３位 ▽ラッコの部 障がいのある小
学生のための水泳教室です。
︵ 分 秒︶
▽問合せ スポーツ推進課スポ
水慣れをしながらプールの楽
ーツ推進係︵直通５５８・１
しさを学びます。
●日時…４月から平成
年３月
２６２︶
までの毎月第３土曜日 午後
１時〜２時
五日市ファインプラザ
●対象…市内在住・在学の小学
申込み・問合せ
校２年生から５年生までで、
☎５９６・５６１１
愛の手帳を持ち、水中での歩
行が可能な方
※最新情報を専用ホームページ ▽イルカの部 障がいのある小
中学生の水泳教室です。水中
︵ http://www.tama-spo.
︶でご案
活動を楽しみながら、心身の
com/itsukaichi/
内しています。
成長を促します。
●日時…４月から平成
年３月
ファインフェスティバル
までの毎月第３土曜日 午後
２０１８
２時〜３時
●対象…市内在住・在学の小学
校６年生から中学校３年生ま
でで、愛の手帳を持ち、水中
での歩行が可能な方
▽場所 プール
▽定員 各 組
※介助者の参加が必要です。
▽費用 無料
30

▽今後の予定
●冊 子 の 配 布 ︵ 冊 子 は 、 市 役
所、檜原村役場、あきる野商
工会で配布しています︶
●サイバーセキュリティセミナ
ーの開催︵日程未定︶
▽問合せ 商工振興課商工振興
係︵直通５５８・１８６７︶
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体操や舞踊、ダンスなどの活
動をしている団体が集まり、日
ごろの成果を披露します。
▽日時 ３月 日㈰ 午前９時
分〜午後２時
▽場所 体育室
▽持ち物 室内履き
▽費用 無料

（以下は広告枠です）

○美しいあきる野を描く会水彩画展
● 日時…３月７日㈬〜11日㈰
午
前10時30分〜午後４時30分（７
日は正午から、11日は午後１時
30分まで）
● 主催…美しいあきる野を描く会
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東町自治会では、地域のコミ
ュニティ活動の充実を図るため、
︵一財︶自治総合センターのコ
ミュニティ助成事業の宝くじ助
成金を受け、老朽化した東町会
館の建て替えを行いました。
▽問合せ 地域防災課地域振興
係︵直通５５８・１３９４︶
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31
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第２回マチづくり勉強会
五日市活性化戦略委員会では、
五日市地区のリノベーションを
通じて、街を活性化させること
を目的とした勉強会を開催しま
す。今回は、青梅市でタウンマ
ネージャーとして商店街のリノ
ベーションを手掛ける先生によ
る講演会を行います。
▽日時 ３月 日㈭ 午後７時
分〜９時
▽場所 五日市壱番館２階︵五
日市１︶
▽講師 國廣純子さん︵青梅市
中心市街地活性化協議会︶
▽費用 無料
人︵申込み順︶
▽定員
▽主催 五日市活性化戦略委員
会
15

あきる野市・檜原村サイバー
セキュリティに関する
協定を締結しました
あきる野市、檜原村、あきる
野商工会、福生警察署、五日市
警察署では、市村内に所在する
中小企業におけるサイバーセキ
ュリティ意識の向上やサイバー
犯罪による被害の防止を図るこ
とを目的として、協定を締結し
ました。
▽取組事項
●サイバーセキュリティに関す
る広報啓発活動
●セミナーの開催
●被害認知時の情報発信活動
など
▽相互協力事項
●リーフレットなどの配布、ポ
スター掲示
●各種イベントや広報媒体を活
用した啓発活動
●セミナー開催に当たっての施
設の提供
など
●講師の選定や派遣

２月 日に東京都大島町で開
催された﹁第 回カメリアマラ
ソン﹂で、友好姉妹都市大島町
から招待された市内の４選手が
大活躍しました。
▽結果
メー
●中学生男子の部︵５キロ ト
︶
ル
＊清水大成さん︵西中︶…１位
︵ 分 秒︶
＊横田哲太さん︵御堂中︶…２
42
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３月の休館日
○申込み方法 中央図書館へ電
○中央図書館 毎週金曜日と20
話か直接申し込んでください。
日㈫
東部図書館エル（☎550−5959）
○東部図書館エル、五日市図書
館、中央図書館増戸分室 毎 わらべうたのじかん
○日時 ３月８日㈭ 午前11時
週月曜日と21日㈬
〜11時30分
中央図書館（☎558−1108）
○対象 ０歳から３歳までの子
おはなし会
どもとその保護者
○日時 ３月４日㈰ 午前11時 ボランティアおはなし会（おは
〜11時30分
なしタ・ン・ト）
ひよこのおはなし会
○日時 ３月14日㈬ 午後３時
○日時 ３月12日㈪ 午前11時
30分〜４時
〜11時20分
○対象 １歳から３歳までの子 五日市図書館（☎595−0236）
どもとその保護者
映画会「プーさんととら」
ボランティアおはなし会（絵本 ○日時 ３月７日㈬ 午後２時
とおはなしの会）
30分〜３時
○日時 ３月14日㈬ 午後３時 ボランティアおはなし会（絵本
〜３時30分
とおはなしの会）
書架整理ボランティア養成講座 ○日時 ３月14日㈬ 午後２時
○日時 ３月14日㈬ 午後２時
30分〜３時
〜３時30分
中央図書館増戸分室（☎596−0109）
○対象 市内在住・在勤の方
○内容 図書館の資料の分類な 本のテーマ展示
ど書架を整理するボランティ ○テーマ 図書館スタッフのお
すすめ本（一般向け）、３の
アをしていただくための基本
おはなし（児童向け）
について説明を行います。
○期間 ３月31日㈯まで
○定員 ５人（申込み順）

20

３月の市民ギャラリー
（中央公民館）

宝くじの助成金で
東町会館を建て替えました

11

16

図書館からのお知らせ
図書館からのお知らせ

30

今回の開催地は、都内に残る
貴重な里山、横沢入。早春の田
んぼや小川では、小さな命が春
を感じて活動を始めています。
野の花や水辺の生きものを探し
て、のんびりお散歩しましょう。
○日時 ３月21日㈬ 午前10時
〜11時30分（祝日です）
○場所 横沢入拠点施設（横沢
394、横沢入里山保全地域内）
○対象 市内在住の子どもとそ
の保護者（未就学児向けの内
容です）
○定員 10組（申込み順）
○持ち物など 飲み物、おやつ、
雨具、長袖、長ズボン、帽子、
歩きやすい靴
○費用 １人50円（保険代含む）
○その他 終了後、昼食会をし

ます。おさん
ぽ会の感想や
子どもの様子
など、参加者
の皆さんでお
しゃべりしま
せんか（参加
できる方は弁
当をお持ちく
ださい）。
※雨天の場合は、内容を変更し
て開催します。
※詳しい内容と今後の予定は、
市ホームページをご覧くださ
い（ホームページのサイト内
検索で「おさんぽ」と入力）。
○企画・運営 あきる野市環境
委員会森のようちえん部会
○申込み方法 ３月15日㈭まで
に電話で申し込んでください。
○申込み・問合せ 環境政策課
環境政策係（☎５９５−１１
１０）

小さな子どものための
おさんぽ会

（６）
平成30年（2018年）３月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

