光化学スモッグ
警報

オキシダント濃度が240ppb以上の状態になり、その状態が継
続すると認められるとき。

光化学スモッグに気をつけましょう

●費用…６００円︵別途材料費
４００円︶
▽認知症について話そうカフェ
はなみずき︵認知症予防体
操︶
●日時…６月７日㈭
午後１時
分〜３時
●講師…介護福祉士
●定員…
人︵申込み順︶
●費用…３００円︵飲み物、お
菓子付き︶

開戸センター
︵☎５５０・２７５５︶
五日市センター
︵☎５３３・０３３０︶

▽健康麻雀大会 楽しく麻雀し
ましょう！
●日時…５月
日㈯ 午前 時
〜午後４時
●場所…五日市センター
●定員…
人︵申込み順︶
●費用…２千円︵昼食付︶
▽認知症について話そうカフェ
はなみずき︵ハンドマッサー
ジ︶
●日時…６月８日㈮
午後１時
分〜３時
●定員…
人︵申込み順︶
●持ち物…バスタオル１枚、フ
ェイスタオル２枚
●費用…３００円︵飲み物、お
菓子付き︶
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地域振興係︵直通５５８・１ つ情報がまとめられた冊子です。
今回、全戸配布するに当たり、
３９４︶
掲載する広告を募集します。
くらしの便利帳
▽発行月 ９月︵予定︶
広告掲載事業者募集中
▽発行部数 ３万８千部
▽ページ数 １３０ページ︵予
市では、平成 年９月に発行
定︶
した﹁くらしの便利帳﹂の改訂 ▽刷り色 全ページ４色カラー
版を官民協働で作成し、９月に ▽問合せ
●くらしの便利帳に関すること
発行します。﹁くらしの便利帳﹂
…市長公室︵直通５５８・１
は、生活に関連した手続き・制
２６９︶
度などの行政情報や市の歴史・
●広告に関すること…㈱サイネ
観光などの地域情報、医療機関
ックス︵☎５４８・１５５６︶
関係の情報など、くらしに役立
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気温が高く風が弱い日は、光
化学スモッグが発生しやすくな
ります。光化学スモッグが発生
すると、﹁目がチカチカする﹂
﹁のどが痛い﹂など、健康への
影響が心配されるため、屋外で
の運動を控えるよう心掛けまし
ょう。
▽光化学スモッグ注意報などの
発令基準 表のとおり
▽光化学スモッグ注意報などの
入手方法
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●日時…５月
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●車内…月３２４０円︵広告作
成費を除く︶
●車外…年
万６千円︵広告作
成費を含む︶
▽その他 募集は随時行います。
また、広告の内容で掲載でき
ない場合があります。詳しく
は、お問い合わせください。
▽申 込 み 方 法 掲 示 す る 広 告
︵車外広告は原稿︶１部と申
請書を提出してください。
※申込書は地域防災課で配布し
ます。
▽申込み・問合せ 地域防災課

30

30

・５

﹁るのバス﹂
車内・車外広告募集
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▽広告掲載場所
●車内８か所…車内ポスター・
チラシなど
●車外…特殊フィルム貼り付け
▽対象 市内事業者
▽費用︵１か所、税込み︶

30

30

６４０・６８８０

オキシダント濃度が120ppb以上の状態になり、その状態が継
続すると認められるとき。
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●テレホンサービス…☎

●インターネット…
http://w
ww.ox.kankyo.metro.
tokyo.jp/ox.php

午後１時 分〜３時︵全２回︶
森っこサンちゃんクラブ
高齢者げんき応援事業
●
講
師
…
尾
根澤直美さん
﹁切り倒した竹を利用して竹筒パンを焼いてみよう﹂
●定員…
人︵申込み順︶
●費用…千円︵材料費込︶
高齢者在宅サービスセンター
学校
▽対象 市内在住の小学校４年 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。 萩野センター
生から６年生まで
︵☎５５０・２７２２︶
人︵申込み順︶
※受付時間…平日午前９時〜午
▽定員
▽費用 無料
後５時
▽シニアフラダンス シニア向
▽チラシ兼申込書配置場所 環
けのやさしいフラダンスです。
境政策課︵五日市出張所︶、 開戸センター
︵☎５５０・２７５５︶
大舞台での発表はありません。
小宮ふるさと自然体験学校、
●日時…毎月第１・第３火曜日
生活環境課、中央図書館、東
午前 時 分〜 時 分︵祝
部図書館エル、五日市図書館 ▽牛乳パック手芸 牛乳パック
日を除く︶
※市ホームページからダウンロ
を使って実用的な物からイン
●講師…小林容子さん
ードできます。
テリアまで毎回違う物を作り
●定員…
人︵申込み順︶
▽主催 小宮ふるさと自然体験
ます。
●日時…毎月第２金曜日
午後
●持ち物など…バスタオルかヨ
学校
体験学校周辺の竹やぶに行
１時 分〜３時︵祝日を除く︶
ガマット、運動しやすい服装
き、混み合った竹を切り倒しま ▽申込み方法 ５月 日㈭︵必
●講師…小熊孝彦さん
●費用…１回５００円
着︶までに、申込書に必要事
す。その竹を利用して竹筒を作
●定員…
人︵申込み順︶
▽布ぞうり 脚にやさしい布ぞ
項を記入の上、送付するか直
り、自分で練ったパン生地を焼
うりを２回で１足仕上げます。
接窓口で申し込んでください。 ●費用…１回５００円︵別途材
きます。竹筒を燃やさないよう
料費有︶
▽申込み・問合せ 環境政策課
パンを焼きあげましょう。
環境の森推進係︵〒１９０ー ▽認知症について話そうカフェ
▽日時 ５月 日㈰ 午前 時
〜午後３時頃
はなみずき︵散策ドライブ︶
０１６４ 五日市４１１、☎
●日時…５月
日㈯ 午前 時
▽場所 小宮ふるさと自然体験
５９５・１１２０︶
分〜正午
●講師…小熊孝彦さん
ン動画を、あきる野フィルムコ
ールに添付してください。
▽申込み・問合せ あきる野フ ミッションの動画サイト︵ You ●定員…７人︵申込み順︶
●費用…３００円︵飲み物、お
︶に公開しています。
ィルムコミッション︵市長公
Tube
菓子付き︶
室、
http://www.akiru スマートフォンなどからコー
●日時…５月
日㈫・ 日㈬
、
で、 ▽立体折り紙 脳トレにピッタ
ドを読み取ると
no-film.jp/
film-akir
YouTube
︶
午後１時〜３時
動画がご覧いただけます。
リ！折り紙を組み合わせて吊
uno@snow.ocn.ne.jp
●講師…手工芸講師
るし飾りを作ります。
●定員…
人︵申込み順︶
日㈫・ 日㈬
27

シティプロモーション
動画公開中

HP

市では、シティプロモーショ

24

Ishibunebashi
Bridge in spring
greenの動画はこちら

20

40
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光化学スモッグ
注意報

所などがありましたら、連絡し
てください。路地など普段見慣
れている場所がロケ候補地にな
ることもあります。
また、市内の自宅や庭、畑、
店舗、工場、病院などの個人・
会社所有のあらゆる物件もロケ
地の候補になります。ご応募い
ただいたロケ地は映像制作者向
けに情報発信します︵承諾後、
ロケ地紹介ホームページ上で公
開します︶。
※協力いただける方は、ホーム
ページ記載の﹁ロケ候補地募
集にあたっての注意事項﹂を
確認し﹁ロケ地登録用紙﹂に
必要事項を記入の上、メール
で応募してください。画像デ
ータがある場合は、併せてメ

光化学スモッグ
学校情報

発
令
基
準
オキシダント濃度が100ppb以上の状態になり、その状態が継
続すると認められるとき。
※学校情報は、児童・生徒の光化学スモッグによる被害を未
然に防止するため、学校などに提供する情報です。
発 令 区 分

●自動メール送信…パソコンや
携帯電話のメールアドレスを
登録することで、光化学スモ
ッグ注意報などが発令された
際に自動的にメールが送信さ

れ、情報が入手できます︵ h
ttp://www.ox.kankyo.
metro.tokyo.jp/mail.p

︶。
hp
▽問合せ 生活環境課生活環境
係

ロケ地を募集しています

あきる野フィルムコミッショ
ンでは、ロケを誘致するため皆
さんからロケ候補地を募集して
います。市内で映画やテレビの
撮影に向いていると思われる場
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石舟橋上空

光化学スモッグ注意報などの発令基準
表

03

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

