６面のつづき
バドミントン
初心者・初級者講習会
日６ 月 ４ 日 ㈪ ・ ８ 日 ㈮ ・ 日
㈫・ 日㈮︵全４回︶ 午後７
時〜９時／場五日市ファインプ
ラザ／対初心者から初級レベル
の方／定 人︵申込み順︶／費
３００円︵参加初日に集金︶／
他保険は、個人で加入してくだ
さい。小学生以下は保護者同伴
／申５月 日㈬までに、電話か
ファックス︵氏名、電話番号︶
で申し込む。／問バドミントン
連盟 野呂︵☎・ ５９５・１
４７７︶

18

市民のひろば
掲載に関する問合せ
市長公室
直通５５８・１２６９

員

募

集

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

あきる野市合気道連盟
日毎週水曜・金曜日、隔週火曜
日 時〜／場秋川体育館 龍山
荘道場／活小学生から合気道の
護身体術・剣と杖の基本から応
用／入５千円会月３千円／問澤
﨑☎０９０・４７３１・８０９
４

あきる野いきいき麻雀友の会
日毎週水曜日
時〜 時／場
千代里会館／活ふれあい麻雀を
楽しくやりましょう。／入千円

時〜

時／場

に体験してもらいながら想像
力を広げてもらう／問アイル
クリエイティブ 安田☎０９
０・９８０１・５６５６

日毎月第１・第３水曜日 ９時
分〜／場中央公民館音楽室／
活丁寧な指導によるカラオケ曲
の練習と発表／会年６千円／問
松下☎５５９・６１５３

あきる野混声合唱団演奏会
カルミナブラーナ・
水のいのち

日５月 日㈮〜 日㈰ ９時
〜 時︵ 日は 時から、
日は 時まで︶／場五日市会
館／費無料／他大人から幼児
までの書と硬筆作品。／問五
日市書道連盟 鈴木☎５５
８・８４３５

五日市書展

講 演 会 な ど

さわやかカラオケサークル

市民プール／活講師２人の指導
で楽しく泳いでいます。体験で
きます。／入５００円／会月２
５００円／問佐々木☎５５８・
５５１１

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！
※対象の方には、東京都計量検
事業主の皆さま
定所からはがきを送付していま
﹁
学
卒
求
人
申
込
説
明
会﹂の
す。届かない方、はかりを新た
ご案内
に使用する方、使用しなくなっ
た方は、お問い合わせください 日５月 日㈭ 午後１時 分〜
４時 分︵１時から受付︶／場
／他検査期間 ６月４日㈪〜
日㈪︵土曜・日曜日、祝日を除 羽村市生涯学習センターゆとろ
く︶／問東京都計量検定所検査 ぎ︵羽村市緑ヶ丘１ー ー５︶
課︵☎ ・５６１７・６６３８︶ ／内平成 年３月新規学校卒業
予定者を対象とする、求人の申
ＨＩＶ検査を実施します
込手続きなどについての説明会
／主ハローワーク青梅、羽村市
／問ハローワーク青梅事業所
部門︵☎０４２８・ ・８６４
１︶

内フレイル︵虚弱︶とは、加齢
に伴い、健康を崩しやすく介護
が必要になる前段階の状態のこ
とで、要介護や死亡などの危険
性が高くなります。フレイルの
状態は健康と要介護状態の間に
あるため、早く気づけば健康な
状態に改善することができます。
西多摩保健所ホームページ内に
﹁高齢者のフレイル対策﹂ペー

﹁高齢者のフレイル対策﹂
ホームページを開設しました

30

ジ︵
http://www.fukushi ／会年２千円／問山口☎５５８
hoken.metro.tokyo.jp/nisit ・９９４８
ama/hokeneiyou/koureis さくら会
日毎週水曜日

みんなで詩吟を楽しみましょう

詩吟愛好会吟友の集い︒
日５月２日・９日・ 日の水曜
時 分〜／場五日市上舘
日
谷自治会館／講︵公社︶日本吟
道学院教授／費無料／他詩吟に
興味のある方ご参加ください。
／問五日市詩吟愛好会 栗原☎
０９０・６９５８・６４５７

日６月３日㈰
時開演／場
秋川キララホール／講箕輪健
さん︵公演監督・指揮︶／費
９００円︵前売り７００円︶
／他ダイナミックな大合唱の
祭典／問あきる野混声合唱団
松村☎５５８・２５３１

日７月１日㈰
時開演／場
秋川キララホール／講岩崎拓
哉さん︵指揮︶／費無料／他
０歳児から入場できます。／
問るのママ吹奏楽団 鈴木☎
５５０・３２４１

るのママ吹奏楽団
周年記念コンサート

日５月 日㈮〜 日㈰／場森
︵山田大橋キャンプ場︶／費無
料／他絵本の世界を子どもたち

絵本の世界を体験しよう
﹁パンダくんのおかいもの﹂

27

１３５︶、東京都農業振興事務
所振興課緊急防除対策担当︵☎
０４２・５４８・４８８１︶

31

場西多摩保健所１階／内西多摩
保健所では、東京都の﹁ＨＩＶ
検査・相談月間﹂キャンペーン
の時期に合わせ、ＨＩＶ検査を
実施します。保健所では、エイ
ズや性感染症に関する相談に応
じています。検査︵６月５日㈫
午後１時 分〜４時︶。結果
︵６月 日㈫ 午後１時 分〜
３時︶※結果は、本人に直接伝
えます。※両日とも来所可能な
方のみ検査可。※証明書などの
発行はしません。／費無料／他
予約不要。匿名で検査可。希望
者には性感染症検査︵クラミジ
ア感染症、梅毒、淋菌感染症︶
も実施︵検査項目…ＨＩＶと梅
毒は血液検査、クラミジア感染
症と淋菌感染症は尿検査︶／問
西多摩保健所保健対策課感染症
対策担当︵☎０４２８・ ・６
１４１︶

13 27

14

14

11

︶を
ya_frailty/index.html
開設しました／問東京都西多摩
保健所 生活環境安全課保健栄
養担当︵☎０４２８・ ・６１
４１︶

25

東京多摩いのちの電話
電話相談員ボランティア
募集中

14

（以下は広告枠です）

18

内前期研修［９月〜平成 年
︵２０１９︶８月…講義、体験
学習︵グループ演習・ロールプ
レイ︶など］。後期研修［平成
年︵２０１９︶年９月〜平成
年︵２０２０︶３月…インタ
ーンシップ、講義、ロールプレ
イなど］／費有料／他月に２回
［１回２時間程度︵土曜・日曜
日、祝日︶］／申７月 日㈯ま
でに電話で申し込む。／問ＮＰ
Ｏ法人東京多摩いのちの電話
︵☎０４２・３２８・４４４１、
平日午前 時〜午後５時︶

16

者︵﹁東京都委託調査員プラム
ポックスウイルス防除対策﹂と
書かれた黄色腕章をつけた者︶
が実施します。調査対象植物は、
必要に応じて葉のサンプル採取
を行います。感染が確認された
場合には、都から結果が通知さ
れます。・調査期間︵５月中旬
〜８月末予定︶、調査対象植物
︵ウメ、モモ、スモモ、セイヨ
ウスモモ、アンズ、ネクタリン、
サクランボ、ユスラウメなど
︵ソメイヨシノ、シダレザクラ
など観賞用のサクラは除外︶、
セイヨウマユミ、ナガバクコ、
ヨウシュイボタ。詳しくは、お
問い合わせいただくか植物防疫
所ホームページ︵
h ttp ://w
︶／問農
ww.maff.go.jp/pps/
林水産省横浜植物防疫所国内検
疫担当︵☎０４５・２８５・７

30

16

10

30

24

ウメ輪紋ウイルス︵プラム
ポックスウイルス：ＰＰＶ︶
調査にご協力ください

しい影響が懸念されています。
農水省では、このウイルスのま
ん延を防止するため、平成 年
２月から植物防疫法に基づく
﹁緊急防除﹂を実施し、指定さ
れた防除区域内にあるウメやモ
モなどの規制対象植物の苗など
について、防除区域外への持ち
出しを禁止しています︵果実な
どの移動は規制外︶。また、防
除区域内での規制対象植物の販
売や新たな植栽も、早期根絶の
ために自粛のご協力をお願いし
ています。なお、このウイルス
はヒトや動物には感染しません
ので、感染した植物の果実を食
べても健康に影響ありません。
／対市内︵小川東、小中野、小
峰台、戸倉、深沢、養沢を除
く︶／他調査は、農水省と都の
職員か都から業務委託された業

13

25

10

27

19

31

内農地、住宅、事業所の植物庭
木も対象です。農水省と都では、
ＰＰＶの感染植物が確認されて
いる防除区域で、まん延防止と
感染した植物の伐採を行うため
の調査を実施します。ウメ園な
ど農地だけでなく、住宅や事業
所など防除区域内のＰＰＶが感
染する可能性のある植物が調査
の対象となります。・ＰＰＶ…
ウメやスモモなどに感染し、欧
米ではスモモなどの商品価値の
低下、収穫量が減少するなど被
害が報告され、農業生産への著

32 31

赤十字運動月間のお知らせ
内日本赤十字社では毎年５月を
﹁赤十字運動月間﹂とし、皆様
に活動資金のご協力をお願いし
ています。地域の皆様からお預
かりした活動資金は、災害時に
迅速で効果的な救護活動を展開
するために、救援物資や資機材
の整備、救護要員の養成などの
ほか、地域と密接な関わりを持
った赤十字活動や人道的な活動
に役立てられます。市内では、
町内会・自治会を通じて、活動
資金のご協力をお願いしていま
す︵町内会・自治会に未加入の
世帯は、窓口で受付︶。／問日
本赤十字社東京都支部あきる野
市地区事務局［あきる野市社会
福祉協議会秋川事務所内︵☎５
９５・９０３３︶］

HP

25

17

12

12

内商店での取引や学校・病院な
どで証明に使用する﹁はかり﹂
は２年に１度の検査を受けなけ
ればなりません。検査の際は、
身分証・名札を携帯した都職員
が対象のお店に直接伺います。
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30

24
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30

90

30

HP

FAX

24

31
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30

秋川体育館スポーツ教室
インドア硬式テニス教室
参加者募集
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24

22

30

22
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日６月４日から８月 日までの
月曜・木曜日︵全 回︶ 午後
５時〜７時︵講習は 分。７月
日、８月 日は休み︶／対小
学校４年生〜中学生／講深沢悌
造さん︵元高等学校テニス部コ
ーチ、現テニス連盟コーチ︶／
定 人程度︵抽選︶※４人以下
の場合は中止／持室内運動靴、
運動できる服装、ラケット︵な
い方は主催者が用意︶／費１万
２千円／申５月 日㈭︵必着︶
までに、往復はがきに住所、氏
名、学年、電話番号、ラケット
の有無、保護者の同意を記入の
上、送付︵返信用表面にも必ず
返信先を記入︶するか直接窓口
へ／問あきる野市体育協会︵〒
１９７ー０８１４ 二宮６８
３︶、秋川体育館︵☎５５９・
１１６３︶、体育協会事務局
︵☎５６９・６３１２︶
16

はかりの
定期検査を実施します

10

☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成30年（2018年）５月１日
（７）

