１面のつづき
デジタルフォトコンテスト

●コメント…紅葉と雲浮かぶ青
空、観覧車が覗いて秋たけな
わ。

秋川渓谷の四季折々の自然や
行事、里山やまちの風景などを
デジタルカメラやスマートフォ
ンで撮影した作品︵デジタル画
像︶を市のホームページから応
募するデジタルフォトコンテス
トを開催しています。
今回は、秋・冬をテーマに開
催をしたところ、たくさんのご
応募をいただき、栄えある賞を
受賞された作品をご紹介します。 ▽銀賞 ﹁晩秋の彩り﹂撮影者
…ソラジローさん
●撮影場所…秋川渓谷瀬音の湯
●コメント…瀬音の湯の施設の
傍の様子です。真っ赤な紅葉
がガラス戸に映り込み、感動
的な景観でした。

●撮影場所…小滝
●コメント…普段は目立たない
小さな滝ですが、この日は青
空をバックに紅葉と競演し、
美しい光景を見せてくれまし
た。

▽特別賞 ﹁夕日に染まる﹂撮
影者…白玉あんみつさん
●撮影場所…旧都立秋川高校付
近
●コメント…冬仕様のメタセコ
イヤは夕日とも相性が良く、
きれいに撮ることができまし
た。

８月４日開催
第 回あきる野夏まつり
参加者・出店者募集

参加を希望する団体は、どち
らか一方のみの参加となる場
合があります。
▽申込み あきる野商工会［土
曜・日曜日、祝日を除く午前
時〜午後５時︵正午〜午後
１時を除く︶］
▽問合せ 商工振興課商工振興
係︵直通５５８・１８６７︶

国民年金保険料は
追納ができます
国民年金保険料の全額免除や、
一部免除の承認を受けた期間と
納付猶予、学生納付特例制度の
承認を受けた期間がある方は、
保険料の全額を納めた場合と比
べ、将来受け取れる年金額が少
なくなります。これらの期間が
ある方は 年以内であれば、保
険料をさかのぼって納めること
︵追納︶で、年金額を増やすこ
とができます。保険料の免除な
どの承認を受けた期間のうち、

平成 年度に平成 年度分から
平成 年度分までの保険料を追
納する場合、当時の保険料に、
経過期間に応じた額が加算され
ます。保険料を追納する方は、
申込みが必要です。
▽持ち物 マイナンバーが分か
るもの、年金手帳、はんこ、
運転免許証など本人確認でき
るもの
▽申込み・問合せ 保険年金課
年金係、五日市出張所市民総
合窓口係︵申込みのみ︶、青
梅年金事務所︵☎０４２８・
・３４１０︶

議会事務局

６月５日㈫から市議会６月定例会議が開催されます

付加保険料とは、月々の保険
料に４００円を加えて納める
と、老齢基礎年金に付加年金が
上乗せされて受け取ることがで

受け取る年金額が増やせる
付加保険料制度を
ご利用ください
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＊午前９時３０分から開会します。
＊なお、各常任委員会で市内視察がある場合は、開始時刻
が変更になります。詳しくは議会事務局へお問い合わせ
ください。
＊請願・陳情は、５月２８日㈪までに提出されたものを審
査します。

ます。
▽問合せ

本会議（最終日）

きる制度です。
▽対象 国民年金第１号被保険
者、任意加入被保険者︵保険
料の免除などを受けている
方、国民年金基金に加入され
ている方を除く︶
▽納付方法 申込み月から付加
保険料を納められます。
▽持ち物 マイナンバーが分か
るもの、年金手帳、はんこ、
運転免許証など本人確認でき
るもの
▽申込み・問合せ 保険年金課
年金係、五日市出張所市民総
合窓口係︵申込みのみ︶、青
梅年金事務所︵☎０４２８・
・３４１０︶

市では、特設相談窓口を開設
し、人権に関する相談などを受
け付けます。
▽日時 ６月１日㈮ 午後１時
分〜４時 分
▽場所 あきる野ルピア３階ル
ピア会議室
▽定員 ３人︵予約制︶
▽予約・問合せ 市民課市民相
談窓口係︵直通５５８・１２
１６︶

６月１日は
人権擁護委員の日
特設人権身の上相談を開設
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資源集団回収団体を
表彰しました

５月 日に行われたあきる
野環境フェスティバル２０１
８で、平成 年度資源集団回
収事業の回収実績が優秀だっ
た次の団体を表彰しました。
▽表彰団体
●菅生歌舞伎菅生一座
●大塚地区親睦会
●ころりん村幼児園
▽問合せ 生活環境課清掃・
リサイクル係

12

10

日程は表のとおりです。
※日程は変更になる場合があり

6月21日㈭

▽募集内容
●イベント参加者…駅前大通り
で実施する流し踊り・和太鼓
・ソーラン踊り出演
●ステージ参加者…秋留野広場
で実施する北口フェスティバ
ルの出演
●模擬店出店者
＊区画…１区画︵テント１張間
メー
メー
︶
口
ト×
ル 奥行
トル
＊出店料…１万５千円︵道路使
用申請手数料含む︶
▽対象 町内会・自治会、社会
教育団体、市民団体、市内事
業所
※代表者は、 歳以上の方
▽申込み方法 ５月 日㈪まで
に、あきる野ルピア３階あき
る野商工会窓口に配置してい
る申込用紙に必要事項を記入
の上、申し込んでください。
※状況によりお断りすることが
あります。
※イベントとステージの両方へ

福祉文教委員会

▽金賞 ﹁六枚屏風岩の秋﹂撮
影者…toshiさん

6月14日㈭

危険業務従事者叙勲受章者

環境建設委員会

問合せ 観光まちづくり
推進課観光まちづくり推
進係

6月13日㈬

▽特別賞 ﹁清冽﹂撮影者…n
atsuさん

総務委員会

●撮影場所…六枚屏風岩

藍綬褒章
︵統計調査功績︶
青木健治さん
︵五日市在住︶

6月12日㈫

春 の 叙 勲
旭日中綬章
︵地方自治功労︶
臼井孝さん
︵秋留二丁目在住︶

多年にわたり、国勢調査員と
して尽力されました。

本会議（4日目）
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瑞宝双光章
︵更生保護功労︶
坂本範夫さん
︵五日市在住︶

多年にわたり、保護司として
多年にわたり、市の礎を築き、 保護活動に尽力され、活躍され
市の発展に尽力されました。
ています。

▽瑞宝双光章
︵警察功労︶
●清水清さん︵小川東一丁目在
住︶
●豊田重之さん︵秋川六丁目在
住︶
●樋口清房さん︵草花在住︶
▽瑞宝単光章
︵防衛功労︶
●安田肇さん︵雨間在住︶
︵警察功労︶
●杉山正樹さん︵牛沼在住︶
●宮田美都雄さん︵菅生在住︶
●諸江君雄さん︵伊奈在住︶
︵消防功労︶
●飯田秀治さん︵小和田在住︶
●奥平敏男さん︵牛沼在住︶

6月8日㈮

委員長報告、
議案審議など
本会議（3日目）
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6月7日㈭

議案審査など
本会議（2日目）

議案審議など
6月6日㈬

一般質問
本会議（初日）

30

10

6月5日㈫

容
内
名
議
会
日
月

1.8
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●中島吉己さん︵菅生在住︶

６月定例会議予定表

16

3.6

（２）
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