障がいがある方などの
軽自動車税 は 免 除 に な り ま す

障がい者スポーツ教室

▽問合せ スポーツ推進課スポ
ーツ推進係︵直通５５８・１
２６２︶

スクールガード
リーダーによる巡回

▽任期 平成 年３月 日まで
▽問合せ 教育総務課学務係

放課後子ども教室﹁見守り
ボランティア﹂募集中！

高齢者げんき応援事業

高齢者在宅サービスセンター
では、市内在住の 歳以上の方
を対象に次の事業を実施します。
※受付時間…平日午前９時〜午
後５時

五日市センター
︵☎５３３・０３３０︶

▽アメリカンフラワー教室 ４
回コースで２つの作品を作り
ます。
●日時…５月
日、６月 日、
７月 日、８月 日の水曜日
午後１時 分〜４時

23

人︵申込み順︶

▽ペン習字教室 美しい文字を
目指して基礎から指導します。
●日時…毎月第２木曜日
午後
１時 分〜２時 分︵祝日を
除く︶
●講師…中村梨香さん
●定員…
人︵申込み順︶
●持ち物…万年筆か筆ペン︵鉛
筆可︶
●費用…千円
▽男の台所 いなり寿司と汁物
を作ります。

萩野センター
︵☎５５０・２７２２︶

別︶

●費用…１回５００円︵材料費

●定員…

●講師…土橋美加さん

25
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骨髄移植ドナー支援事業
助成金交付制度

市では、地域ぐるみの学校安
全体制整備推進事業の一環とし
て、効果的・継続的な安全体制
を確保するため、警察官ＯＢの
方をスクールガードリーダーと
して委嘱しています。
▽主な内容
●登下校時、校門周辺と通学路
を中心とした見回り
●校内の施設設備の安全状況の
確認
●学校の防犯・安全体制に関す
る相談・助言
●学校安全ボランティアの取組
への助言
▽被委嘱者と担当学区
●小 林 兼 良 さ ん ︵ 東 秋 留 小 学
校、西秋留小学校、南秋留小
学校、一の谷小学校︶
●沖正さん︵多西小学校、屋城
小学校、草花小学校、前田小
学校︶

▽放課後子ども教室 子どもた
ちが安全で安心できる放課後
の活動場所を提供する事業で
す。学校の施設などを利用
し、地域の方等に協力をいた
だきながら実施します。
▽見守りボランティアの活動内
容 今までの経験や特技を活
かし、遊びや学びの手助けを
しながら、子どもたちを見守
ります。都合の良い日︵時
間︶に参加できます。活動の
様子は市ホームページでも紹
介しています。
▽活動日時 毎週水曜日︵放課
後〜午後４時︶
▽活動場所 東秋留・西秋留・
多西・草花・五日市の各小学
校
▽申込み・問合せ 生涯学習推
進課生涯学習係︵直通５５８
・２４３８︶

高齢者のための
法律相談会︵予約制︶

65
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●日時…５月
日㈯ 午前 時
分〜午後１時
●講師…地域活動栄養士会のら
ぼうず
人

30

五日市小学校︶

30

30

●柴田健次さん︵増戸小学校、

ードできます
▽応募・問合せ
高齢者支援係

31

高齢者支援課

市営雨間ハイツの
生活協力員の募集

60

るもの︵マイナンバーカード、
通知カード︶、通知カードの
方は本人確認書類︵運転免許
証、パスポートなど︶
▽その他 免除は、障がい者１
人につき１台です︵普通自動
車などで減免、免除を受けて
いる方は受けられません︶。
▽申請方法 ５月 日㈭までに
申請してください。
▽申請・問合せ 課税課市民税
係︵直通５５８・１６８２︶

21

知的障害者相談員を
委託しました

30

市では、障がいのある方やそ
の家族の方の身近な相談に応じ
る相談員を委託しました。
▽知的障害者相談員︵敬称略︶
●田野倉祐子︵☎５９６・２７
９１︶
●田中晴美︵☎５５８・６４１
６︶
▽問合せ 障がい者支援課障が
い者相談係

骨髄などの移植の推進、ドナ
ー登録者の増加を図るため、㈶
日本骨髄バンクが行う骨髄バン
ク事業で、骨髄などの提供を行
った方等に助成金を交付します。
▽対象
①…骨髄などの提供を完了し、
完了した日に市内在住の方
②…①が勤務する事業所
※国、地方公共団体など、骨髄
等の提供に伴う休暇制度があ
る事業所を除く
▽助成額
①…１日２万円
②…１日１万円
※いずれも骨髄などの提供のた
めに要した通院、入院、面接
等の日数︵上限７日︶
▽申込み方法 骨髄などの提供
が完了した日から 日以内に
申請してください。申請書類
は、健康課で配布しています。
※市ホームページからダウンロ
ードできます。
▽申込み・問合せ 健康課予防
推進係︵直通５５８・１１９
１︶

17

27

10

▽ボッチャ教室 赤・青各チー
ムそれぞれ６球ずつのボール
を目標球にいかに近づけるか
を競います。
●日時…平成
年３月までの毎
月第４火曜日 午前 時〜午
後１時
●場所…秋川体育館
第１トレ
ーニング室
●対象…どなたでも︵障がいの
有無を問いません︶
▽障がい者スポーツ体験教室
障がい者スポーツなどのいろ
んな種目を体験します。
●日時…５月
日、６月３日、
７月 日、９月９日の日曜日
午後１時 分〜３時︵９月９
日のみ３時 分〜５時︶
●場所…都立あきる野学園体育
館
●対象…小学生以上︵障がいの
有無を問いません︶
▽定員 各回 人程度
▽持ち物など 室内履き、飲み
物、動きやすい服装
▽費用 無料
▽主催 障がい者スポーツ教室
実行委員会
▽申込み方法 電話で申し込ん
でください。
▽申 込 み ア ス ポ ル ト 事 務 局
︵☎５９５・５１９０︶

10

30
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健康教室﹁美食健﹂
〜気になる︑骨粗しょう症とコレステロール・中性脂肪〜

45

10

12

●費用…６００円︵材料費別︶

手拭きタオル、筆記用具

●持ち物…エプロン、三角巾、

●定員…

30

11

歳を過ぎたら意識したい２
つのこと。骨粗しょう症予防や
コレステロール・中性脂肪の値
を改善する食べ方などについて
お話しします。毎日の健康づく
りに役立つ食の講話と調理実習
で楽しく学べる内容です。
○日時 ５月 日㈫ 午前 時
〜午後１時︵９時 分から受
付︶
○場所 秋川ふれあいセンター
○内容
●講話…脂質異常症、骨粗しょ
う症の予防とバランスのよい
食事のポイント

65
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40

30

31

財産や遺産のことなど、専門
家に相談できます。ご家族から
の相談も受け付けます。
▽日時 ５月 日㈮ 午後２時
〜４時︵１人 分︶
▽場所 市民相談室
▽対象 市内在住のおおむ 歳
以上の方とその家族
▽定員 ３人︵申込み順︶
▽申込み方法 ５月２日㈬午前
８時 分から電話で申し込ん
でください。
※毎月実施する市民相談でも相
談を受け付けています︵日程
は毎月 日発行の広報紙に掲
載︶。
▽申込み・問合せ 五日市はつ
らつセンター︵☎５６９・８
１０８︶
40

31

13

30

20

29

31

市営雨間ハイツの生活協力員
住居へ居住し、入居者の安否確
認、疾病などに対する応急処置
や関係機関への連絡等を行って
いただける方を募集します。
▽業務開始日 平成 年７月上
旬予定
▽対象 次の要件を全て満たし
ている方
●市内に１年以上居住する夫婦
のみの世帯で、高齢者の福祉
に理解と熱意のある心身とも
に健康な方
● 歳から
歳までの方
●雨間ハイツに居住できる方
※応募要領は、市ホームページ
をご覧ください。
▽応募方法 ５月 日㈭までに
高齢者支援課に配置している
申込用紙に必要事項を記入の
上、直接申し込んでください。
※市ホームページからダウンロ

30

90

しょう症予防の献立︵１食分︶
○講師 健康課栄養士
○対象 市内在住の方
人︵抽選︶
○定員
※初めての方優先
○持 ち 物 筆 記 用 具 、 エ プ ロ
ン、三角巾、手拭用タオル
○費用 ３００円
○申込み方法 ５月２日㈬から
日㈭までに、電話で申し込
んでください。
※結果は、５月 日㈪以降、は
がきで通知します。
○申込み・問合せ 健康課健康
づくり係︵直通５５８１・１
８３︶

15

15

●調理実習…脂質異常症、骨粗

40

障がいのある方のために使用
する軽自動車などの税金は、障
がいの等級等一定の要件を満た
した場合、申請することで免除
となります。
▽申請に必要なもの 軽自動車
税納税通知書、交付を受けて
いる手帳、はんこ、運転免許
証︵免除を受ける軽自動車を
運転される方のもの︶、納税
義務者のマイナンバーが分か

どんなときに相談できる？消費生活相談窓口利用方法

31

○あきる野市消費生活相談窓口 契
約に関するトラブルや悪質商法な
ど、消費生活に関して困ったとき
は、一人で悩まずに気軽にご相談
ください。電話でも相談にお答え
します。
● 開設日時…毎週月曜・木曜日午前
９時〜午後４時（正午〜午後１時
を除く）
※予約の必要はありません。
● 場所…市役所１階市民相談室
※月曜・木曜日以外でお急ぎのとき
は、東京都消費生活総合センター
にご相談ください。
○東京都消費生活総合センター
● 開設日時…毎週月曜日〜土曜日
午前９時〜午後５時（☎０３−３
２３５−１１５５）
※多重債務相談も受付けています。
消費生活相談では、消費生活に関
する商品やサービスの契約トラブル
などの相談に、消費生活相談員が応
じ、助言・あっせん等を行っていま
す。平成29年度に多かった相談は、
インターネットサイト上での契約、
ＳＮＳを利用した投資話や屋根・雨
どいの点検工事などによるトラブル
などです。相談の際は契約内容を整
理したメモや契約書面があるとスム
ーズです。相談内容によっては、よ
り専門性の高い相談機関などをご紹
介する場合がありますが、内容の幅
広さも「消費生活相談」の特徴です。
「これは相談してもいいのかな」と
疑問に思ったら、気軽に消費生活相
談窓口をご利用ください。電話でも
相談にお答えします。

〜消費生活相談情報〜

くらしの 知 恵 袋

（４）
平成30年（2018年）５月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

