あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）
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5月28日㈪

12

10

12

10
15
11
15

30

30

35

31

30

５月の市民相談（予約制・無料）

その他の相談（随時）

相談先が不明な場合や日常の悩みごとな
どに市職員が担当窓口のご案内や専門の相
談員を紹介する等解決に向けたお手伝いを
します。
○予約・問合せ 市民課市民相談窓口係
（直通５５８−１２１６）
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●講師…保健師、管理栄養士、
図書館司書
●対象…第１子︵生後３か月〜
５か月︶とその母親
●持ち物…バスタオルなど
▽場所 子ども家庭支援センタ
ー研修室
▽定員 各講座 組︵申込み順︶
▽費用 無料
▽申込み方法 ４月 日㈪から
電話で申し込んでください。
▽申込み・問合せ 子ども家庭
支援センター子育て支援事業
係︵☎５５０・３３６１︶

○市役所
● 法律相談…８日㈫・22日㈫
● 交通事故相談…９日㈬
● 相続・遺言など暮らしの手続相談…11日㈮
● 税務相談…14日㈪
● 登記相談…18日㈮
● 行政相談…23日㈬
○五日市出張所
● 法律相談…10日㈭
● 人権身の上相談…25日㈮
○時間 午後１時30分〜４時30分
○予約 法律相談は、相談日の７日前の午
前８時30分から電話で受け付けます。な
お、10日㈭の法律相談は、５月７日㈪か
ら受け付けます。また、法律相談以外の
相談は、随時受け付けます。
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（以下は広告枠です）
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観光情報 東京のふるさと

ファミリー・サポート・センター
﹁事業説明会﹂﹁提供会員養成講習会﹂

20

人
▽定員
▽持ち物 筆記用具
▽費用 １４００円︵普通救命
講習︶
▽申込み方法 ５月 日㈫まで
に電話か事業説明会会場で申
し込んでください。
▽申込み・問合せ ファミリー
・サポート・センター︵☎５
５０・３８５５︶

5月23日㈬

20

予約制の相談
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講義内容／講師／時間
・オリエンテーション／アドバイザー…午前10時〜10時30分
・子どもの心理と親の心理／臨床心理士…午前10時30分〜午後0時30分
・子どもの健康と日常のお世話／保健師…午後1時30分〜3時
・子どもの安全と応急手当（普通救命講習）／東京防災救急協会…午後1時〜4時
・育児の援助者として〜保育の心／臨床発達心理士…午前10時〜正午
・子どもの遊び／保育士…午後1時〜2時30分
・援助活動体験談／アドバイザー…午後2時40分〜3時10分
・子どもの栄養と食事／管理栄養士…午前10時〜正午
・いろいろな子どもとのお付き合い／都立あきる野学園教諭…午後1時〜3時
・援助活動を始めるにあたって／アドバイザー…午後3時10分〜4時10分

か月までの子どもの保護者
のみ︶、歯科医師から﹁妊娠
●講師…髙岸祐幸さん︵アスポ
▽もぐもぐ・かみかみ︵２・３
中のお口のケアについて﹂、
ルト指導員︶
回食︶コース ２回食、３回
歯科衛生士と話そう、妊娠中
●対象…１歳の子どもとその保
食の進め方、取り分け食から
の食生活︵試食付︶です。
護者
の離乳食づくりの実演と試食
●期日…５月
日㈭
●持ち物など…飲み物、動きや
コース
▽子育て準備クラス︵３日目︶
すい服装
●期日…５月９日㈬、６月６日
保育のポイント、体験︵赤ち ▽初めての赤ちゃんとのかかわ
㈬
ゃんのお風呂、おむつ交換、
り 初めての赤ちゃんの育児
●対象…おおむね６か月から９
妊婦体験︶、妊娠期からの絵
やお母さんの食事の大切さを
か月までの子どもの保護者
本の活用です。
学んだり、絵本の読み聞かせ
●期日…６月７日㈭
▽時間 午前 時 分〜 時
やお友だちづくりをします。
分︵ 時から受付︶
●日時…５月
日㈮・ 日㈬、
▽時間 午後１時 分〜４時
▽場所 あきる野保健相談所
▽場所 あきる野保健相談所
６月５日㈫︵全３回︶ 午前
人︵申込み順︶
時 分〜 時 分
▽定員
▽対象 妊娠週数がおおよそ
週から 週︵出産予定日が平
▽そ の 他 保 育 室 あ り ︵ 定 員
人、対象乳児のみ︶
成 年７月から９月︶までの
▽申込み・問合せ 健康課母子
妊婦とその家族
人︵申込み順︶
保健係︵☎５５８・５０９１︶ ▽定員
▽申込み・問合せ 健康課母子
保健係︵☎５５８・５０９１︶
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日

5月18日㈮

﹁ここるの﹂子育て情報

時
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︵あきる野ルピア２階︶

▽遊びながら体を知ろう！ 成
長に大切な体の動かし方、使
い方などを知り、親子で楽し
く遊びます。
日㈭ 午前 時
分
分〜

●日時…４月

11

期

ハッピーベビークラブ
平日コース︵３日制︶

▽マタニティライフクラス︵１
日目︶ 妊娠中の心と体の変
化とお産の話、妊婦体操、
﹁ママやパパになる自分をイ
メージしてみよう！﹂です。
●期日…５月
日㈭
▽食べて・歯っぴいクラス︵２
日目︶ 歯科健診︵妊婦の方
30

30 15

表

6月1日㈮
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ファミリー・サポート・セン
ターは、地域で助け合いなが
ら、子どもの一時預かりや送迎
などの子育ての相互援助活動を
する会員組織です。活動に関心
のある方、地域における子育て
支援・育児の援助に関心のある
方︵提供会員︶、子育ての援助
を受けたい方︵依頼会員︶を対
象に事業説明会と提供会員養成
講習会を開催します。

にこにこ離乳食教室

日㈭

▽ごっくん︵１回食︶コース
離乳食の開始時期と１回食の
進め方、身近な食材から簡単
に作れる離乳食づくりの実演
と試食

●期日…５月

●対象…おおむね４か月から６

納税等には便利な口座振替をご利用ください
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事業説明会

30

▽日時 ５月 日㈫ 午前 時
分〜 時 分︵ 時 分か
ら受付︶
▽場所 子ども家庭支援センタ
ー会議室
▽対象 市内在住で、活動に関
心のある方
▽持ち物 入会登録を希望する
方は、はんこをお持ちくださ
い。

10 24

提供会員養成講習会

45

提供会員として育児の援助を
したい方を対象とした講習会で
す。講習会を修了した方で提供
会員の登録をした方が援助活動
をすることがきます。
▽日時など 表のとおり
▽場所 子ども家庭支援センタ
ー会議室・研修室
▽対象 市内在住の 歳以上で
育児の援助をしたい方

５月の乳幼児歯科健診

▽期日・受付時間
●８日㈫・
日㈭・ 日㈫…午
前９時〜 時
● 日㈪…午後１時
分〜２時
分
▽場所 あきる野保健相談所
▽内容 歯科医師による口の中
の健康診断
▽対象 ４歳未満の子ども
人︵申込み順︶
▽定員
▽申込み・問合せ 健康課母子
保健係︵☎５５８・５０９
１︶
30 28

平成30年（2018年）４月15日

あきる野

あきる野市観光ボランティアガイド案内再開！
４月より武蔵五日市駅を拠点に、秋川渓谷の観光スポットを案
内する「観光ボランティアガイド」が活動を再開します。初めて
秋川渓谷を訪れる観光客の方にも気軽にご利用いただけるよう、
当日受付の案内も実施します。お越しの際は、ぜひ秋川渓谷観光
情報コーナーへお立ち寄りください。

ボランティアガイド概要
○案内日 ４月から11月の土
曜・日曜日、祝日の午前中
（８月を除く）

秋川渓谷観光情報コーナー
ＪＲ武蔵五日市駅構内に、
情報コーナーを設置していま
す。秋川渓谷の観光情報の発
信や観光パンフレットを設置
しています。

※当日の状況でガイドが不在の
場合があります。
○サービス内容 四季折々の秋
川渓谷の観光スポットの案内
○料金 無料
○サービス内容
・パンフレットの掲出
・季節のポスター掲示
・デジタルサイネージによる
観光案内
○問合せ 観光まちづくり推
進課（☎595−1135）

春の秋川渓谷イベント情報
大悲願寺御開帳
「木造伝阿弥陀如来三尊像」
（国重要文化財)が、年に一度
ご開帳します。
○日時 ４月21日㈯ 午前11
時〜、午後３時〜、22日㈰ 午後１時〜、午後３時〜
○場所 大悲願寺（横沢134）
○問合せ 大悲願寺（☎596−0141）

あきる野市民デーin東京サマーランド
一足先に夏気分を楽しめる「東京サマーランド」で、あきる野
市内在住・在勤・在学の方を対象に、特別優待料金でご利用でき
る市民デーを開催します。
○日時 ６月２日㈯・３日㈰ 午前９時から午後６時（プールの
営業は午後５時まで）
○場所 東京サマーランド（一部エリアを除く屋内外プール・遊
園地エリア）
区分（特別優待料金）
○対象 市内在住・在勤・在学
の方（証明できるもの１枚に
入園券（無料）
つき、５人まで）
大人（1,700円）
○料金 表のとおり
○利用方法 チケット売り場で フリー 小学生（1,300円）
市 内 在 住 を 証 明 で き る も の パス
幼児・シニア（1,300円）
（免許証・保険証・社員証・
※利用可能施設
学生証など）を提示し、チケ 入園券：入園＋屋内プール＋湯遊大洞
ットを購入。
窟（温浴施設）+屋外プール
○問合せ 東京サマーランド予 フリーパス：入園券内容＋のりもの乗
り放題（コイン遊戯機は除く）
約センター（☎558−6511）

