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地域子ども育成リーダー研修会参加者募集
〜郷土愛を持った心豊かな
﹁あきる野っ子﹂を育てよう〜

羽村市・あきる野市
共同開催﹁大島・子ども
体験塾﹂参加者募集

異なる年齢、学校、地域の子
どもたちが﹁創造、感動、自
立﹂をテーマに伊豆大島で三原
山登山、海水浴、椿油しぼりな
どの体験学習をします。
▽期間 ８月８日㈬〜 日㈰４
泊５日︵船中１泊︶
▽場所 東京都大島町
▽応募資格 市内在住・在学の
小学校５・６年生、中学生で、
事前・事後活動に必ず参加で
きる健康な方。学校や地域な
どで青少年活動のリーダーと
して活動する意欲のある方
人︵初めての方を優
▽定員
先し、抽選︶
▽費用 １万円︵天候不良など

で現地での宿泊が増える場合
は、別途実費負担有り︶
▽その他
●保護者説明会…７月
日㈬
●事前活動…７月
日㈰
●事後活動…８月
日㈯
●公開抽選会…６月
日㈬午後
４時から中央公民館
▽申込み方法 ６月 日㈬︵必
着︶までに、所定の申込書に
必要事項を記入の上、送付す
るか、直接窓口にお持ちくだ
さい。
※申込書は、各学校や生涯学習
推進課で配布します。
※市のホームページからダウン
ロードできます。
▽申込み・問合せ 生涯学習推
進課生涯学習係︵〒１９７ー
０８１４ 二宮３５０、直通
５５８・２４３８︶
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この事業は、子どもに関する
研修︵全３回︶を受講し、修了
された方を﹁地域子ども育成リ
ーダー﹂として市長が認定する
ものです。主な活動は、子ども
の見守り活動、長年の経験や知
識などを生かした、学習、スポ
ーツ、文化活動、郷土芸能の指
導や支援などです。様々な分野
で子ども育成リーダーの方にで
きる支援をいただき、地域で子
どもを見守り、成長を支えてい
きます。
▽日時・内容
●第１回研修…７月
日㈭ 午
後７時〜９時 ①教育支援者
について
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平成 年度に使用する小・中
学校の教科書を展示します。な
お、小学校各教科︵﹁特別の教
科 道徳﹂を除く︶、中学校用
﹁特別の教科 道徳﹂の教科書
は、今年度採択を行います。
▽日時 ７月４日㈬まで 午前
９時〜午後５時︵土曜・日曜
日を除く︶
▽場所 市役所別館１階
▽問合せ 指導室指導係︵直通
５５８・２４３１︶
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歳以上の方
※登録期間は、３年︵期間中に
市主催の研修を修了した方
は、更新可︶
人︵抽選︶
▽定員
▽費用 無料
▽申込み方法 ７月２日㈪まで
に電話か直接窓口で申し込ん
でください。
▽申込み・問合せ 子ども政策
課子ども政策係︵直通５１８
・７８５４︶
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後７時〜９時 ②子どもを取
り巻く環境について、③子ど
もとの接し方
●第３回研修…７月
日㈭ 午
後６時 分〜７時 分 ④子
どもの理解について
※終了後、認定式を行います。
▽場所
●第１回・第２回…市役所別館
第1会議室
●第３回…市役所５０３会議室
▽講師 NPO法人東京学芸大
こども未来研究所
▽対象 子ども･子育て支援活
動に意欲・関心のある方や地
域で子どもの育成に関わって
いる方などで自ら子ども育成
リーダーとして活動できる
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日㈭ 午
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絡します。
クスで教室名、郵便番号、住
▽応募方法 ６月 日㈮までに、
所、氏名︵親子とも︶、子ど
履歴書を直接窓口にお持ちく
もの学年、電話番号を記入の
ださい。
上、申し込んでください。
▽応募・問合せ 管理課管理係 ※電話、直接窓口でも申し込み
できます。
小学生親子手話教室
▽申込み・問合せ 障がい者支
〜親子で楽しみながら
援課障がい者相談係︵〒１９
手話を学びましょう〜
７ー０８１４ 二宮３５０
直通５５８・１１５７、 ５
５８・１１７０︶
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●第２回研修…７月

秋留野広場噴水稼動に伴う
監視員の募集
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手話で自己紹介や歌を歌った
り、手話を使った遊びを通して
楽しく学びます。
▽日時 ６月 日㈯ 午前９時
分〜 時 分
▽場所 市役所５階５０３会議
室
▽講師 緒方好子さん︵手話通
訳士、東京都認定登録手話通
訳者︶
▽対象 市内在住の小学生とそ
の保護者
組︵申込み順︶
▽定員
※親子で申し込んでください。
▽持ち物 筆記用具
▽費用 無料
▽申込み方法 ６月 日㈮︵必
着︶までに、はがきかファッ
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▽雇用期間 ７月 日㈫〜８月
日㈮ 午前９時 分〜午後
３時 分︵２交代制︶
※８ 月 １ 日 ㈬ か ら ５ 日 ㈰ ま で
は、夏まつりのため中止
▽賃金 時給９５８円︵土曜・
日曜日、祝日は１１９８円︶
▽募集定員 ６人程度
▽その他 面接の上、結果を連
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けのマウンテンバイクコースの
走行体験をします。
▽日時 ６月 日㈰ 午前９時
〜午後３時 分頃
▽集 合 場 所 菅 生 会 館 駐 車 場
︵菅生１３８８番地︶
▽講師 黒川優樹さん︵西多摩
マウンテンバイク友の会︶
▽対象 ４歳から 歳までの子
どもとその保護者
人︵申込み順︶
▽定員
▽持ち物など 飲み物、弁当、
軍手、ヘルメット、プロテク
ター、マウンテンバイク︵お
持ちの方︶、動きやすい服装
・靴
※貸 出 し 用 マ ウ ン テ ン バ イ ク
︵５００円・申込み順︶
▽費 用 １ 人 ３ ０ ０ 円 ︵ 保 険
料︶
▽申込み方法 ６月 日㈪まで
に電話で申し込んでください。
▽申込み・問合せ 環境政策課
環境の森推進係︵☎５９５・
１１２０︶
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▽申込み・問合せ 企画政策課
︵〒１９７ー０８１４ 二宮
３５０、直通５５８・１２６
１、 ５５８・１１１３︶

あきる野
菅生の森づくり協議会事業
親子で体験﹁マウンテン
バイク体験教室﹂

森との親しみを感じる体験と
してマウンテンバイク体験教室
を行います。自転車の安全な乗
り方やマナーの指導、初心者向
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安全で快適な道づくりにご協力ください

60

道路に面した生垣や庭木の枝
が伸びると、車や歩行者の通行
の妨げや道路照明やカーブミラ
ーなどを覆い、交通事故の要因
となります。山林などでは、樹
木の倒木や枝の落下などで、思
わぬ事故を招くことになりま
す。道路の事故防止と安全対策
のために、生垣や樹木の手入れ
を計画的に行いましょう。ま
た、次のような行為は、直接通
自転車やオートバイが転倒す
行の支障となり危険ですので行
る危険があります。また、道
わないでください。
●路上に商品や置看板を並べる
路面排水の妨げにもなります。
こと
※車の出入りのために、Ｌ型溝
●自転車・バイクなどの放置
など縁石を切り下げる場合は、
●車などの出入りのために段差
自費工事となりますので、お
プレートなどを置くこと
問い合わせください。
※段差プレートなどは、歩行者、 ▽問合せ 管理課管理係
る意欲のある方
人︵抽選︶
▽定員
▽費用 無料
▽保育︵予約制︶ 生後６か月
から就学前までの乳幼児
▽その他
●競技会場などで活動するボラ
ンティアとは異なります。
●﹁外国人おもてなし語学ボラ
ンティア﹂として登録するた
め、修了された方の個人情報
は東京都に提供します。未成
年の方は保護者の同意の上、
応募してください。
●すでに﹁外国人おもてなし語
学ボランティア﹂育成講座セ
ットコースかおもてなしコー
スを受講されている方は参加
できません。
▽申込み方法 ６月 日㈮︵必
着︶までに、住所、氏名︵ふ
りがな︶、電話番号、保育を
希望される方は子どもの氏
名、年齢を記入の上、はがき
かファックスで申し込んでく
ださい。直接窓口でも受け付
けます。
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﹁外国人おもてなし
語学ボランティア﹂
育成講座の受講者募集
都では、２０２０年東京オリ
ンピック・パラリンピック競技
大会開催を見据え、日常生活の
中で困っている外国人を見かけ
た際などに、簡単な外国語で手
助けいただくボランティアを育
成しています。
▽日時 ７月８日㈰ 午後１時
〜４時 分
▽場所 市役所５階５０３・５
０４会議室
▽内容 動画やグループワーク
を通して外国人とのコミュニ
ケーションに関する知識や異
文化理解などを学習します。
※語学講座ではありません。
▽応募資格 市内在住・在勤・
在学の 歳以上︵中学生を除
く︶で、実用英語技能検定２
級以上かTOEIC５００点
以上に相当する英語力があ
り、修了後も積極的に外国人
観光客の支援などの活動をす
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（４）
平成30年（2018年）６月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

