秋川渓谷戸倉体験研修センター
２周年記念事業 青い目の人形特別展示
われ、見守られてきました。
この度、戸倉小学校の施設を
受け継いだ戸倉しろやまテラ
スで常設展示している２体の
友情人形に加え、八王子市立
第八小学校に保存されている
２体の友情人形︵メアリーち
ゃん、ベッキーちゃん︶の展
示と紹介を行います。
▽その他
●ＤＶＤ上映…午前
時、午後
２時︵各日２回上映︶
●解説…５月５日㈯・６日㈰の
み︵﹁友情人形﹂ＤＶＤ上映
後︶
●﹁友情人形﹂展示…八王子市
立第八小学校に保存されてい
る﹁友情人形︵メアリー、ベ
ッキー︶﹂と旧戸倉小学校で
保存されていた﹁友情人形
︵シャロン、ローラ︶﹂の展
示
▽問合せ 戸倉しろやまテラス
︵戸倉３２５、☎５９５・１
２３４、火曜日休館︶

第 回あきる野映画祭

﹃ようこそ！メアリーちゃん
ベッキーちゃん 歓迎会 ﹄
年振
〜シャロンとメアリー
りの再会〜
▽日時 ５月３日㈭〜６日㈰
午前 時〜午後５時
▽場所 戸倉しろやまテラス２
階メモリアルラウンジ
▽内容 旧戸倉小学校には２体
の友情人形︵シャロンちゃ
ん、ローラちゃん︶が保管さ
れていました。この人形たち
は多くの卒業生により、戸倉
小学校の宝物として大切に扱

今年もやります！

宴会での食べ残しは
ありませんか？

年度食品中の
放射性物質検査結果

まだ食べられるのに捨てられ
てしまっている食品が全国で年
間約６００万 トン以上も発生して
います。特に宴会では多くの食
べ残しが発生しています。これ
からの季節は、職場や知人との
宴会が多く予定されていると思
います。一人ひとりが﹁もった
いない﹂を心掛けてください。
●食べきれない量の注文はしな
いようにしましょう。
●乾杯後の
分間は、席を立た
ずに料理を食べましょう。
●食べ残しがないよう幹事が配
慮するなど、食べ残しがない
ようにしましょう。
▽問合せ 生活環境課清掃・リ
サイクル係

平成

市では、食品の安全・安心を
確保するため、小・中学校など
の給食で使用される食材などを

対象に、食品中に含まれる放射
性物質の測定を行っています。
平成 年度は、延べ３３２検体
の検査を行い、基準値を超える
食材は検出されませんでした。
詳しくは、市ホームページをご
覧いただくかお問い合わせくだ
さい。
▽問合せ 商工振興課商工振興
係

４月は﹁ＡＶ出演強要・
﹃ＪＫビジネス﹄等
被害防止月間﹂
近年、アダルトビデオ出演強
要問題や、いわゆる﹁ＪＫビジ
ネス﹂と呼ばれる営業により児
童が性的な被害に遭う問題など、
若年層の女性に対する性的な暴
力に係る問題が発生しています。
市ホームページでは、内閣府
による取組や相談窓口などを掲
載していますので、ご覧くださ
い。
▽問合せ 企画政策課

くらしの
便利帳の広告
を募集中
市では、平成 年９月に発行
した﹁くらしの便利帳﹂の改訂
版を官民協働で作成し、９月に
発行します。﹁くらしの便利
帳﹂は、生活に関連した手続
き・制度などの行政情報や市の
歴史・観光などの地域情報、医
療機関関係の情報など、くらし
に役立つ情報がまとめられた冊
子であり、今回、全戸配布する
に当たり、掲載する広告を募集
します。
▽発行月 ９月︵予定︶
▽発行部数 ３万８千部
▽ページ数 １３０ページ︵予
定︶
▽刷り色 全ページ４色カラー
▽問合せ
●くらしの便利帳に関すること
…市長公室︵直通５５８・１

あきる野菅生の森づくり協議会事業
﹁菅生こどもの森広場﹂参加者募集
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３月のセミナーで大変好評を
などの
いただいた F ac e book
SN、
S ブログやホームページ
など、販売促進に不可欠な Web
マーケティングの活用法につい
て、再度セミナーを実施します。
▽日時 ５月 日㈪ 午後２時
〜３時 分
▽場所 Bi@Staスモール
オフィス︵あきる野ルピア２
階︶
▽講師 發知健太郎さん︵Bi
@Sta相談員、中小企業診
断士︶
▽定員 ６人︵申込み順︶
▽費用 無料
▽申込み・問合せ あきる野創
業・就労・事業承継支援ステ
ーションＢｉ＠Ｓｔａ［☎５
１８・７７７８ 午前 時〜
午後７時︵日曜日、祝日を除
く︶］

ビ
ス
タ
２６９︶
Ｂｉ＠Ｓｔａ創業支援セミナー
●広告に関すること…㈱サイネ
﹁
W
e
b
マ
ーケティングの
ックス︵☎５４８・１５５６︶
基礎と活用法﹂

リサイクル品の募集

５月 日㈯に開催するあきる
野環境フェスティバル２０１８
で、﹁必要のなくなった人から
必要な人への橋渡しの場﹂とし
てリサイクル品再利用コーナー
を開設します。ご家庭にまだ十
分使える家具類や生活用品︵電
気製品を除く︶がありましたら、
ご連絡ください。当日会場に展
示し、抽選で必要な方に再利用
していただきます。規定数に達
し次第、受付を終了します。
※乗用車で運搬可能なものとな
ります。たんす、ベッド、学
習机などの大きいものや状態
が悪いものは、回収をお断り
する場合があります。
▽問合せ 生活環境課清掃・リ
サイクル係︵直通５５８・１
８３０︶

10

●日時…５月

28

▽習字教室
●日時…
月までの第２・第４
月曜日 午前 時 分〜正午
︵祝日を除く︶
●講師…古城麗紅さん
●定員…
人︵申込み順︶
●持ち物…習字道具
※貸し出し有
●費用…１回千円

五日市センター
︵☎５３３・０３３０︶

●費用…１８００円︵材料費別︶

●持ち物…裁縫道具

●定員…５人︵申込み順︶

●講師…佐々木英子さん

14

映像市

︵観光まちづくり推進課でも
配付可︶に必要事項を記入の
上、作品と共に申込み先に送
付してください。
※応募作品の総時間数が上映時
間を超えた場合は、選考によ
り上映作品を決定します。

20

30

までの第１・３火曜日 午後
１時 分〜３時
高齢者げんき応援事業
●講師…古城久美生さん
●定員…
人︵申込み順︶
高齢者在宅サービスセンター
●持ち物など…筆記用具、録音
では、市内在住の 歳以上の方
機︵お持ちの方︶
を対象に次の事業を実施します。
●費用…月１５００円
※受付時間…平日午前９時〜午 ▽パッチワークキルトのメガネ
後５時
ケ
ー
ス
作
り
日・ 日・ 日
の月曜日 午前 時〜正午

ししゅう

▽ユニークボイストレーニング
●日時…５月１日から
月 日

萩野センター
︵☎５５０・２７２２︶

●費用…１回千円︵材料費別︶

▽ハーダンガー刺繍
●日時…毎月第２・４火曜日
午前 時〜正午︵祝日を除
く︶
●講師…古口あき子さん
●定員…５人︵申込み順︶
●持ち物…手芸用はさみ︵ある
方︶

開戸センター
︵☎５５０・２７５５︶

65
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※詳しい内容は、参加者に通知
します。
▽対象 小学校１年生〜６年生
︵小学校２年生までは保護者
同伴、市外の方参加可︶
▽募集人員 ９人︵申込み順︶
▽費用 １人１回千円
▽主催 あきる野菅生の森づく
り協議会
▽申込み方法 ４月 日㈮まで
に、環境政策課︵五日市出張
所内︶、生活環境課、各図書
館で配布するチラシ兼申込書
に必要事項を記入の上、送付
するか直接窓口で申し込んで
ください。
※市ホームページからダウンロ
ードできます。
※スタッフの募集も行っていま
す。詳しくはお問い合わせく
ださい。
▽申込み・問合せ 環境政策課
環境の森推進係︵〒１９０ー
０１６４ 五日市４１１、☎
５９５・１１２０︶

21

10

30

実行委員募集

22

14

10

西多摩地区にゆかりのある公
募作品の上映
▽期日 ７月 日㈯
▽場所 五日市地域交流センタ
ー３階まほろばホール

観光まちづくり推進課観

あきる野映画祭は、映画が好
きな人やイベントが好きな人に
よる実行委員が運営していま
す。私たちと一緒に映画祭を作
り上げていきましょう。
▽活動内容 上映作品の選定、
イベントの企画、パンフレッ
トの作成、当日の運営など
▽主催 あきる野映画祭実行委
員会
申込み

五日市４１１︑☎５９

25

30

光まちづくり推進係︵〒１９０ー
０１６４

11 13

30

10

12

10

映像市作品募集

28 30

29

市では、﹁あきる野菅生の森
づくり協議会﹂を設置して、産
学公が連携して郷土の恵みの森
づくりを進めています。この取
組の一環として、次世代を担う
心豊かな子どもたちを育てるた
めの体験の場として、里山と触
れ合いながら、森や川での生き
物探しや森での遊び、オオムラ
サキの舞う里山へ向けた再生活
動などといった自然体験活動参
加できる児童を募集します。
▽日時 ５月 日、７月 日、
９月９日、 月 日、１月
日、３月 日の日曜日
▽場所 あきる野市菅生地区
17

11

18
18

29

５・１１３５︶

16

21

91

29

回目となる、あきる野映画 ▽応募作品 西多摩地区にゆか
りのある人たちが撮った作品
祭は、﹁ k a i k a n﹂! をテーマ
︵プロ・アマ不問︶
にあきる野映画祭発祥の地であ
る﹁五日市会館﹂をメイン会場 ▽応募形式 ＤＶＤかブルーレ
イ
として開催します。大スクリー
ンと臨場感あふれる音響、温か ▽作品時間 原則 分以内
みある手作りの会場で、他には ▽完成時期 平成 年４月１日
以降完成の作品
ない映画体験を楽しみましょう。
▽賞 あきる野グランプリ︵１
メインスクリーン
作品︶、観客賞︵１作品︶
▽申込み方法 ５月 日㈮まで
に、あきる野映画祭ホームペ
ージ︵ https://www.akiru
︶で
no-film-festival.com
ダウンロードできる応募用紙
27

12

10

34

10

一般作品の上映︵上映作品は
決定次第、広報あきる野などで
お知らせします︶
▽期間 ７月 日㈮〜 日㈰
▽場所 五日市会館

10

34

☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成30年（2018年）４月15日
（５）

