介護教室︵講演会︶
介護保険のお話
介護保険利用方法やサービス
内容について学びます。
▽日時 ６月 日㈮ 午後１時
分〜３時
▽場所 あきる野ルピア３階産
業情報研修室
▽講師 主任介護支援専門員
▽対象 市内在住・在勤の方
人︵申込み順︶
▽定員
▽申込み方法 ６月４日㈪午前
８時 分から電話で申し込ん
でください。
▽申込み 五日市はつらつセン
ター︵☎５６９・８１０８︶
▽問合せ 高齢者支援課高齢者
支援係

あきる野市
ふるさと農援隊会員の
追加募集

22

クビアカツヤカミキリを探しています
クビアカツヤカミキリは、樹
木に寄生し、幼虫が内部を食い
荒らすことで枯死させてしまう
恐れのある特定外来生物です。
市内で生息が確認され、対策を
進めています。クビアカツヤカ
ミキリの分布拡大を防ぐため、
幼虫に寄生されていると思われ
る樹木や成虫を発見した方は、
ご連絡ください。また、捕獲し
た場合は、その場で処分をお願
いします。
フラス
メー
▽成虫の特徴 体長 センチ ト
ル
メー
。全体的に光沢
〜 センチ ト
ル
のある黒色で、胸部︵首部︶
のみ赤色です。６月下旬から
８月上旬まで飛翔します。
▽寄生された樹木の特徴 主に
サクラやモモです。幼虫に内
部を食い荒らされ、木くずと
ふんの混ざったもの︵フラス︶
が根元にたまっています。
▽連絡先 環境政策課環境政策
係︵☎５９５・１１１０︶

2.5

あきりゅうジオの会による〜ジオ講座〜

※受付時間…平日午前９時〜午
後５時

句協会会員︶

●定員…５人

●持ち物…筆記用具

●費用…１回千円

人︵申込み順︶

●講師…山根嘉王さん

●定員…

●費用…１回５００円

五日市センター
︵☎５３３・０３３０︶

10

萩野センター
︵☎５５０・２７２２︶

開戸センター
︵☎５５０・２７５５︶

30

日本列島や秋川流域の大地の
成り立ちを学べる講座です。
▽日本海の拡大から山国へー列
島誕生の謎に迫る
日㈫

30

●期日…６月

中央図書館増戸分室（☎596−0109）

30

●講師…高橋雅紀さん︵産業技

30
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15

東部図書館エル（☎550−5959）

※申込者多数の場合は、抽選
▽問合せ 高齢者支援課高齢者
支援係

10

ひよこのおはなし会
○日時 ６月11日㈪ 午前11時〜
11時20分
○対象 １歳から３歳までの子ど
もとその保護者

高齢者
げんき応援事業

おはなし会
○日時 ６月３日㈰ 午前11時〜
11時30分
ボランティアおはなし会（絵本と
おはなしの会）
○日時 ６月10日㈰ 午前11時〜
11時30分

10

おはなし会
○日時 ６月13日㈬ 午後２時30
分〜３時

▽チョークアート教室 チョー
▽尺八教室 日本の伝統楽器、
クアートで表札を作ります。
尺八を始めましょう。
●日時…６月
日㈭ 午前 時
●日時…毎月第４水曜日
午後
〜正午
１時 分〜３時︵祝日を除く︶ ●講師…斎藤映子さん
●定員…
人︵申込み順︶
●講師…尺八愛好会﹁竹秋舎﹂
●費用…８００円︵材料費別︶
●定員…
人︵申込み順︶
●持ち物…尺八︵お持ちの方︶、 ▽中条かおる一座
歌謡曲、芸
手拭タオル
者踊り、股旅踊りなど楽しい
※尺八がない方には、貸出有り
時間をお過ごしください。
●日時…６月
日㈮ 午後１時
●費用…１回５００円
分〜３時
▽やさしい詩吟教室 詩吟の発
声法で、童謡や唱歌なども楽 ※演目は午後１時 分〜２時
分
しめます。
●講師…中条かおる一座
●日時…毎月第２・第４月曜日
●定員…
人︵申込み順︶
午前 時 分〜正午︵祝日を
●費用…５００円︵お茶菓子付︶
除く︶

30

五日市図書館（☎595−0236）
▽楽々健康体操 懐かしい歌を
歌いながら体操をします。
●日時…毎月第２・第４火曜日
午前 時 分〜 時 分︵祝
日を除く︶
●講師…橋本よしこさん
●定員…
人︵申込み順︶
●持ち物など…飲み物、動きや
すい服装、タオル
●費用…１回８００円
▽やさしい俳句教室 初心者大
歓迎。五七五で感動を表現す
る大人の言葉遊びを楽しみま
しょう。
●日 時 … 毎 月 第 ２ ・ 第 ４ 水 曜
日 午前 時〜正午︵祝日を
除く︶
30

●講師…高木勝代さん︵現代俳

11

中央図書館（☎558−1108）

視覚障がいのある方へ
図書館では次のようなサービス
を行っています。
①録音資料の作成や貸出
②対面朗読（録音機材と媒体をご
用意いただければ 同時録音も
できます）
③ＤＡＩＳＹ版広報あきる野（音
声版広報）の貸出
詳しくは図書館にお問い合わせ
ください。

30

図書館からのお知らせ
図書館からのお知らせ
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
を対象に事業を実施します。

30

10

30

ふるさと農援隊は、市が貸し
付ける農地で、体を動かしなが
ら農作業をすることにより、健
康増進と介護予防を図ることを
目的としています。農作物の収
穫、健康に関する講習会への参
加などの活動に取り組む方を募
集します。
また、指導員が指導しますの
で、農業を経験したことがない
方でも安心して取り組めます。
▽貸付期間 ７月１日㈰〜平成
︵２０２０︶年３月 日㈫
▽場 所 ・ 対 象 区 画 渕 上 地 区
︵一の谷小学校東側︶１区画
︵ 平方 程度︶
▽対象 市内在住の 歳以上の
メー
方︵農業者
を除く︶
トル
▽費用 無料
▽申込み方法 ６月８日㈮まで
に高齢者支援課の窓口に備え
付けの申込用紙に必要事項を
記入の上、直接窓口で申し込
んでください。
31

4.0

術総合研究所地質情報研究部
門研究主幹︶
▽日本列島の形成と関東山地の
付加体
●期日…７月
日㈫
●講師…宮下敦さん︵成蹊大学
理工学部︶
●持ち物…色えんぴつ︵４色︶
▽あきる野の河川敷・里山・奥
山の自然を語る指標種たち
●期日…８月
日㈫
●講師…パブロ・アパリシオさ
ん︵森林レンジャーあきる野︶
▽時間 午後６時から
▽場所 五日市地域交流センタ
ー２階会議室
▽費用 無料
▽その他 申込み不要、直接会
場へお越しください。
▽問合せ 観光まちづくり推進
課観光まちづくり推進係︵☎
５９５・１１３５︶

65

本のテーマ展示
○テーマ 太宰治という男（一般向
け）、歯をたいせつに（児童向け）
○期間
・一般向け…６月30日㈯まで
・児童向け…７月15日㈰まで

10

10

10

30
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ボランティアおはなし会（おはな
しタ・ン・ト）
○日時 ６月13日㈬ 午後３時30
分〜４時
わらべうたのじかん
○日時 ６月14日㈭ 午前11時〜
11時30分
○対象 ０歳から３歳までの子ど
もとその保護者
15

30

30

６月の休館日（通常の休館日、蔵
書点検による休館日）
○中央図書館 毎週金曜日と12日
㈫、13日㈬、19日㈫
○東部図書館エル 毎週月曜日
○五日市図書館 毎週月曜日と20
日㈬〜22日㈮
○中央図書館増戸分室 毎週月曜
日と26日㈫〜29日㈮
学生ボランティア募集（社会福祉
協議会「2018夏！体験ボランティ
ア」参加事業）
図書館の仕事を体験してみまし
ょう。
○活動期間 ７月23日㈪〜８月26
日㈰ 午前10時〜午後５時（１
コマ２時間程度）
※活動日・時間応相談、事前説明
会あり
〇内容 資料整理（図書の返却、
配架、整架作業、各種事業など）
○活動場所 中央図書館、東部図
書館エル、五日市図書館
○対象 市内在住の高校生・専門
学校生・大学生
〇募集人数 図書館ごとで異なり
ます。
〇申込み方法 参加申込みカード
に記入の上、あきる野市社会福
祉協議会へ提出してください。
〇申込み・問合せ あきる野ボラ
ンティア・市民活動センター
（☎５９５−９０３３）
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あきる野市版
レッドリスト︵哺乳類︶を
作成しました
市の生物多様性の保全を進め
るために、市内に生息する野生
動物のうち、絶滅の恐れのある
生きものの一覧︵レッドリスト︶
を作りました。ヤマコウモリや
カヤネズミなどの 種が掲載さ
れています。詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。
▽問合せ 環境政策課環境政策
係︵☎５９５・１１１０︶
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☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成30年（2018年）６月１日
（５）

