市内の優れた人物の心豊かな
生き方と業績

坂上洋之さん
溝口重郎さん

民俗芸能 ６月25日、７月23日、９月３日、10月
（１単位） 15日の月曜日 午後２時〜４時30分

坂上洋之さん
溝口重郎さん
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清水浩さん

スマートフォンを

▽対象 市内在住の方
生涯学習推進事業
▽費用︵１科目︶ １５００円
市民解説員養成
▽その他 全 科目を２年周期
﹁市民カレッジ入門講座﹂
で設定。全単位を取得した方
受講者募集
が市民解説員の認定対象にな
ります。
市民解説員は、習得した知
識・技術を多くの方に伝える学 ※既に単位を取得した科目は受
講不可。
習ボランティアです。
あきる野の歴史・文化などに ▽申込み方法 ４月 日㈪︵必
着︶までに、はがきに、郵便
ついて学習する、市民解説員養
番号、住所、氏名、電話番
成講座﹁市民カレッジ入門講
号、受講科目を記入の上、申
座﹂の受講者を募集します。
し込んでください。
▽科目・日時・内容・講師 表
▽申込み・問合せ 中央公民館
のとおり
︵〒１９７ー０８１４ 二宮
▽場所 中央公民館ほか
６８３、☎５５９・１２２１︶
▽定員 各おおむね 人︵抽選︶

浦野守雄さん
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近世史
９月12日、10月３日、11月28日、12月
あきる野の近世
（１単位） 12日の水曜日 午後２時〜４時30分

市内に受け継がれている民俗芸能

舘野孝さん

考古学Ⅱ ８月15日、９月５日、10月10日、11月21 考古学の始まり
（１単位） 日の水曜日 午後２時〜４時30分

師

講

容

４月の市民ギャラリー
︵中央公民館︶
▽生き生き人生発表展示会
●日時…４月９日㈪・
日㈫
午前９時〜午後５時︵９日は
午後２時から︶
●内容…絵画、習字、写真、手
芸品など
●主催…全日本年金者組合西多
摩秋川支部
▽一歩会展
●日時…４月
日㈬〜 日㈰
午前 時〜午後５時︵ 日は
正午から、 日は午後４時ま
で︶
●内容 … 油 絵 、 水 彩 、 水墨
●主催…一歩会
▽あきる野風景スケッチ展
●日時…４月
日㈬〜 日㈰
午前 時 分〜午後４時 分
︵ 日は正午から︶
●内容…スケッチ
●主催…秋川美術協会スケッチ
部
▽想春展
●日時…４月
日㈪〜 日㈮
午前 時〜午後４時︵ 日は
正午から、 日は午後３時ま
で︶

きる野市生涯学習コーディネ
ーターの会など
▽対象 市民の生涯学習活動推
進に関心のある方
人
▽定員
▽費用 無料
▽主催 あきる野市教育委員会
▽企画・運営 あきる野市生涯
学習コーディネーターの会
▽申込み方法 ５月１日㈫まで
に電話で申し込んでください。
▽申込み・問合せ 生涯学習推
進課生涯学習係︵直通５５８
・２４３８︶

●主催…想春会

アート、ペーパークイリング

●内容…版画、油絵、フラワー

18

利用した市税などの

営、情報の収集と発信
の団体名を確認できる振込先
の預金通帳をお持ちください。 ●６月 日㈬…学びを地域に還
元する、 期生との交流
▽その他 収集した資源は、市
●６ 月
日㈭…グループ討議
に登録している回収業者に引
︵新企画案の提案︶
取ってもらうことが条件です。
●７ 月 ４ 日 ㈬ … グ ル ー プ 討 議
▽登録・問合せ 生活環境課
︵新企画案の討議︶
清掃・リサイクル係
●７月
日㈪…成果発表会︵代
表企画案の発表︶
生涯学習コーディネーター
養成講座
▽代表企画の実践発表 実践講
座終了後、年度内に実際に講
座を企画・運営していただき
講座では、生涯学習の基礎知
ます。
識や、講座の企画・運営のノウ
ハウとスキルを学んでいただき ※養成講座を受講された方には、
修了証が発行されます︵代表
ます。講座を修了された方は、
企画２件の運営終了までを含
市民の生涯学習推進の調整役と
む︶。
して、﹁生涯学習コーディネー
※生涯学習コーディネーターの
ターの会﹂で活動できます。
会との協働で開催する講座で
▽基礎講座︵全３回︶
●５月９日㈬…あきる野市の生
す。
涯学習
▽時間・場所 午後７時〜９時
●５月
日㈭…生涯学習とは？
あきる野ルピア
●５月
日㈬…生涯学習コーデ ※７月 日㈪は午前 時〜正午
ィネーターの役割と機能
▽講師 瀬沼克彰さん︵桜美林
▽実践講座︵全５回︶
大学名誉教授︶、有馬廣實さ
ん︵拓殖大学名誉教授︶、あ
●６月６日㈬…講座の企画と運

※日時・内容は、変更になる場合があります。

市内の歴史・自然などの地域理解
市民解説員
と解説方法（現地学習）

地域めぐりⅡ ５月16日、６月６日、11月７日、12月
（１単位） ５日の水曜日 午前９時〜正午

野鳥観察（座学、現地学習）

人物伝Ⅱ ６月18日、７月９日、８月６日、９月
（１単位） 10日の月曜日 午後２時〜４時30分
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▽対象種目 市・都民税︵普通
徴収︶、固定資産税・都市計
画税、軽自動車税、国民健康
保険税、学童クラブ育成料、
保育料、給食納付金
▽取扱金融機関 りそな銀行、
埼玉りそな銀行、みずほ銀行、
ゆうちょ銀行、じぶん銀行の
ほか一部の地方銀行など︵順
次拡大予定︶
▽その他 取扱金融機関の拡大
情報など詳しくは、ＰａｙＢ
︵ペイビー︶ホームページ
︶をご
︵ https://payb.jp/
覧ください。
▽問合せ 徴税課徴税係、子ど
も政策課児童館係、学校給食
課秋川学校給食センター係
▽対象団体 市内
に住民登録があ
る方で組織する
各種団体のう
ち、次の要件を
備え、市に登録
をした団体
●資源集団回収事
業を自らの手で
行うこと
●町 内 会 ・ 自 治
会、ＰＴＡ、子
ども会など、営
利を目的としな
い団体であるこ
と
▽対象品目奨励金
奨励金の交付額
は、資源回収登
録業者に売払っ
た資源の量に対し、次の条件
で奨励金を交付します。
グラ
●古紙類、鉄類…１キロ ム
９円
●アルミ、銅などの金属…１キ
グラ 円
ロ ム
●びん類…１本９円
グラ
●カレット…１キロ ム
９円
●ビンケース…１個９円
▽登録方法 団体の代表者のは
んこ、口座名義人氏名と口座
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収納サービス

市では、ごみの減量化・資源
化を図るため、資源の集団回収
を奨励しています。資源集団回
収を行う団体には奨励金を交付
しています。交付を受ける団体
は事前に登録︵年１回︶が必要
です。
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奥田重俊さん
大森雄二さん

自然史Ⅱ
（１単位） ・６月４日㈪ 午後２時〜４時30分
・６月11日㈪ 午前９時〜午後１時

植物観察（座学、現地学習）

・５月14日㈪ 午後２時〜４時30分
・５月21日㈪ 午前９時〜午後１時
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市では、あきる野市の魅力
をアピールし、「るのびと」
（「あきる野で暮らす人々」
「あきる野が好きな人々」）
を増やしていくことを目的
に、市の公式インスタグラム
「るのびと」の運用をはじめ
ました。写真や動画などで市
の魅力を紹介していきますの
で、フォローしてください。
※インスタグラムとは、無料
で写真や短時間動画を共有
できるSNSのひとつです。
また、市の魅力ある写真や
動画をハッシュタグ「＃るの

﹁ＰａｙＢ︵ペイビー︶﹂

③つぶす

市の公式
インスタグラム
をはじめ
ました！
23 17

の取扱いを開始しました

④出す

ＰａｙＢ︵ペイビー︶とはス
マートフォン決済アプリです。
スマートフォンやタブレット端
末で納付書のバーコードを読み
取り、アプリに登録した金融機
関口座から、市税などを引落す
ことで納付ができます︵インタ
ーネットバンキングの契約は不
要︶。
▽取扱開始日 ４月１日㈰から

②水で中をすすぎ
水を切って
ください

資源集団回収奨励団体の
登録を受け付けます

①ラベルと
キャップは、
はずし
可燃ごみへ

びと」をつけて、投稿いただ
ければ、職員が選考の上、市
公式インスタグラム・市ホー
ムページ・広報紙などで紹介
します。皆さんが見つけた市
の魅力を、市と共有しません
か。
○利用方法
・スマートフォンやタブレッ
トの場合…A p p S t o r e 、
GooglePlayからインスタグ
ラムのアプリをダウンロー
ド。「るのびと」または
「tokyo_akiruno_city」で
検索し、フォローしてくだ
さい。
・パソコンの場合…市ホーム
ページをご覧ください。
※投稿、利用の際の注意事項
など、詳しくは市ホームペ
ージをご覧ください。
○問合せ 市長公室
16
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講座内容

平成30年度市民カレッジ「入門講座」

表

ペットボトル本体は、洗って、ペットボトルの収集日に出
してください。詳しくは、ごみカレンダーをご覧ください。
○問合せ 生活環境課清掃・リサイクル係
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４月からペットボトルの出し方が変わりました

（４）
平成30年（2018年）４月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

