市民のひろば

募

集

あきる野山歩会

知足会

日毎月第２・第４土曜日
時
分〜 時 分／場東部図書館
エル／活初心者、経験者も可。
見学も可。茶会初釜浴衣会有。
／会月千円︵菓子代は実費︶／
問小岩井☎５５９・２４０７

裏千家茶道教室

時〜 時
日毎月２回木曜日
／場中央公民館音楽室／活毎年
秋流合唱祭・市民文化祭に出場
しています。／会月２千円／問
大西☎５５８・８９０６

男声合唱団秋川

☎０９０・６９６２・０２６７

岸野

フォトサークル
あきる野写真展

日４月 日㈬
時〜／場都立
秋留台公園噴水付近／講坂本と
し子さん／費無料／他桜を美し
く描きましょう。／問彩友会
鈴木☎０９０・２４１７・５７
４４

楽しい水彩画

時〜 時／場
日４月８日㈰
二宮神社／費無料／他国指定無
形文化財の踊りの発表／問野の
芸術祭西馬音内踊り 白野☎５
５８・６５７６

野の芸術祭西馬音内豊年踊り

にしもない

詩の吟詠／問草花吟友会
☎５５９・２５４７

時〜／場あ
日４月 日㈰
きる野ルピア４階レセプショ
ンルーム／費無料／他桜の漢
詩和歌俳句歌謡などの吟詠／
問あきる野吟道会 岡部☎５
５９・００４３

春爛漫楽しい
桜花の吟詠無料体験会

８０９４

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！
森っこサンちゃんクラブ﹁サクラの枝や
花びらを使って春らしい工作をしてみよう﹂
掲載に関する問合せ
市長公室
直通５５８・１２６９

員

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

会
さざんか
時〜 時／場
日毎週木曜日
市民プール／活水中運動から始
めて楽しく泳げるようになりま
しょう。／入５００円／会月２
５００円／問吉岡☎５５８・７
８０５

日毎月第２・第４日曜日／場市
周辺の低山、丘陵／活市周辺の
低山歩き、地図読みなど中高年
初心者向き。雨天中止／会無料
／問木村☎５５８・８３０２

ミドルからの
お洒落コレクション春夏

日４月 日㈰
時開場、
時 分開演／場秋川ふれあい
センターふれあいホール／費
無料／他ファッションショー
形式にて約１２０点のコーデ
ィネートをお見せします。／
問ソーイングメイトあきる野
金森☎０９０・７８２４・
１３３５

子育てセミナー
﹁ゲームばかりで大丈夫？
どこまで許す？﹂

平成 年度東京都
子育て支援員研修
︵第１期︶の受講者募集

歯科医師会／問大塚歯科医院
︵☎５５９・６３２８︶

10

▽費用 無料
▽チラシ兼申込書配置場所 環
境政策課︵五日市出張所︶、
小宮ふるさと自然体験学校、
生活環境課、中央図書館、東
部図書館エル、五日市図書館
※市ホームページからダウンロ
せんてい
冬に剪定した枝を煮て、色を
ードできます。
取り出し、染物をします。また、 ▽主催 小宮ふるさと自然体験
散ってしまった桜の花びらを押
学校
し花にし、しおりを作ります。 ▽申込み方法 ４月 日㈭︵必
着︶までに、申込書に必要事
▽日時 ４月 日㈰ 午前 時
〜午後３時頃
項を記入の上、送付するか直
▽場所 小宮ふるさと自然体験
接窓口で申し込んでください。
学校
▽申込み・問合せ 環境政策課
▽対象 市内在住の小学校４年
環境の森推進係︵〒１９０ー
生から６年生まで
０１６４ 五日市４１１、☎
人︵申込み順︶
▽定員
５９５・１１２０︶

太極拳教室﹁仲良し﹂

講 演 会 な ど

日４月 日㈬〜 日㈰
時〜
時︵ 日は 時から、 日は
時まで︶／場あきる野ルピア
４階展示室／費無料／他熊谷講
師の作品を含め約 点展示／問
フォトサークルあきる野 尾崎
☎５５９・４５３０

日４月 日㈮
時〜／場秋川
体育館／講天野成子さん／費無
料／他護身武術合気道基本技の
体験会／問あきる野市合気道連
盟 澤﨑☎０９０・４７３１・
19

生以上／費無料／他動きやすい
服装、親子での体験入門大歓迎
／問あきる野市少林寺拳法連盟
高井︵☎０９０・４８３８・
９２１９︶

詩吟教室見学会
詩吟に興味のある方
おいでください
20

合気道基本技無料体験会

ストリートダンスサークル

日４月 日㈪
時〜 時
分／場五日市ファインプラザ
／講寺田美佐恵さん／費３０
０円／他より良い家庭づくり
の学びの場です。保育有︵要
申込み︶／問家庭倫理の会あ
きるのマムズ 菅澤☎０９０
・３０９９・２５３９

日毎週金曜日 ９時〜 時／場
秋川体育館／活若さと健康維持。
太極拳を始めてみませんか。／
入千円／会月２５００円／問野
口☎５９５・２９０１

15

日４月６日・ 日・ 日の金曜
時 分〜／場中央公民館
日
／講︵公社︶日本吟道学院講師
／費無料／他漢詩和歌俳句新体
13

︵体育協会︶社交ダンス
初心者講習会受講者募集

13

13

13

日毎週金曜日
時〜 時／場
五日市地域交流センター／活ダ
ンスの練習、レッスン、バトル
など。／会回５００円／問吉田

30

日毎月第４木曜日 午後１時
分〜３時︵８月、 月を除く︶
／場西多摩医師会館／対糖尿病
患者、糖尿病予備群︵家族の方
も可︶／費無料／問︵一社︶西
多摩医師会︵☎０４２８・ ・
２１７１︶

13

21

凡例…日日時／場場所／内内容
／講講師／対対象／定定員／持
持ち物／費費用／締締切り／他
その他／主主催・共催・協力／
申申込み方法／問問合せ

13

15

22
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15 10

30

17

14

60

15

13

30

内地域型保育︵小規模保育、家
庭的保育、事業所内保育︶や一
時預かり事業、企業主導型保育
事業などの各事業に従事する上
で、必要な知識や技能等を有す
る﹁子育て支援員﹂の養成研修
︵地域保育コース︶。詳しくは、
東京都福祉保健財団ホームペー
ジ、都ホームページをご覧くだ
さい。／問︵公財︶東京都福祉
保健財団人材養成部福祉人材養
成室子育て支援員担当︵☎ ・
・３
３３４４・８５３３、
３４４・８５９３︶
内事業主の皆さんへ 家内労働

12

30

30

︵体育協会︶平成 年度
ゲートボール初心者講習会

日毎週月曜日 午後７時 分〜
８時 分︵祝日を除く︶／場中
央公民館集会室／内ジルバ、ブ
ルース、ワルツ、タンゴ、ルン
バ、チャチャチャを行います。
／講JDSF公認指導員※正し
い技術をわかり易く、楽しく指
導／対社交ダンス未経験者及び
初心者／定男女各 人︵年齢問
わず、申込み順︶／費月２千円
／主あきる野市ダンススポーツ
連盟／問ダンススポーツ連盟
福田︵☎０９０・８７７５・５
４０９、 ５５９・６３１９︶

﹁平井川流域連絡会﹂
委員募集

11

11 11

30

野ルピアを予定︶に出席できる 者へ仕事︵内職など︶を委託し
第９回秋川歯科医師会
方︵任期２年︶／申４月 日㈭ ている事業主の方は、毎年４月
市民公開講座
︵消印有効︶までに、平井川へ １日現在の家内労働者数などに
〜口腔がん・
の思いや意見など﹁応募の動機 ついて﹁委託状況届﹂を労働基
気になることがあれば
について﹂の作文︵４００字程 準監督署に提出することが義務
かかりつけ歯科で検診〜
度︶に、住所、氏名、年齢、電 付けられています。５月１日ま
話番号を記入︵在学の方は学校 でに忘れずに提出してください。 日４月 日㈯ 午後２時〜４時
の住所、電話番号も記入︶の上、 ／問東京労働局賃金課家内労働 ／場ルピアホール／内口の中も
郵送してください。／他選考結 係︵☎ ・３５１２・１６１４︶ ﹁がん﹂になることがあります。
果は５月中旬に本人に通知しま
もし、﹁がん﹂だったとしても
糖尿病教室
す。報奨金・交通費などの支給
早期に発見して処置をすれば笑
﹁糖尿病の
はありません。／問東京都西多
顔を保つことができます。早期
すべてが学べます﹂
摩建設事務所工事第二課﹁平井
発見に欠かせない検診を、安心
川流域連絡会﹂事務局︵〒１９
して受診できるように、お話し
８ー００４２ 青梅市東青梅３
ます。／講足立雅利さん︵公立
ー ー１、☎０４２８・ ・７
阿伎留医療センター歯科口腔外
３１５︶
科科長︶／定１００人︵当日受
付、受付順︶／費無料／主秋川
東京労働局からのお知らせ
歯科医師会・公立阿伎留医療セ
ンター・︵一社︶東京都西多摩
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FAX

日４月 日・ 日・ 日の土曜
日︵全３回︶ 午前９時〜正午
︵雨天中止︶／場秋川駅南口運
動広場／対小学校５年生以上／
費無料／他動きやすい服装・靴
︵用具は主催者が用意します︶
／申直接会場へ／問ゲートボー
ル連盟 木下︵☎５５８・７８
１９︶、芦沢︵☎５５８・１２
６５︶
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（以下は広告枠です）
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内平井川を﹁自然を生かした地
域に息づく里の川﹂とするため、
地元の皆様と意見交換や提案を
行う﹁平井川流域連絡会﹂の委
員を募集します。／対平井川流
域に在住・在勤・在学の方や流
域の市民団体の方で、年３回程
度の平日、昼間の会議︵あきる
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︵体育協会︶
少林寺拳法体験教室
日４月 日・ 日の火曜日︵全
２回︶ 午後７時 分〜８時
分／場五日市ファインプラザ／
対市内在住・在勤・在学の小学
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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）４月１日
（７）

