掲載に関する問合せ
市長公室
直通５５８・１２６９

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

募

／会月２５００円／問小宮☎５
５９・６１０５

講 演 会 な ど
詩吟体験入学の集い
明るく楽しい詩吟教室です

第

回秋川美術協会展

日６月 日㈮〜 日㈫
時
〜 時︵ 日は 時から、
日は 時まで︶／場あきる野
ルピア４階展示室／費無料／
他油彩、水彩画などの作品展
示／問秋川美術協会 岸☎０
９０・４５２５・０９７５

回秋川流域合唱祭

日６月 日㈰
時 分開
場、 時 分開演／場秋川キ
ララホール／費無料／他流域
市町村の合唱団による発表会
／問秋川流域合唱連盟 石倉
☎５５８・３９５５

第

10

市民のひろば

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！
ンター︶・６月７日㈭９時〜
時︵五日市ひろば︶・６月８日
㈮９時〜 時︵秋川農協増戸支
店︶／費包丁１本３００円〜
︵何本でも可、荒天中止︶／問
︵公社︶あきる野市シルバー人
材センター︵☎５５８・１４１
４︶

弓道初心者教室

員

15

るのママ吹奏楽団
周年記念コンサート

50

会

太極拳社Taiji五日市

日６月４日・ 日・ 日の月曜
時 分〜／場中央公民館
日
／講︵公社︶日本吟道学院講師
／費無料／他和歌、俳句などを
楽しみましょう。／問楽しい詩
吟の会 岡野☎５５８・３６０
２

長寿社会を元気に生き抜く
為の詩吟無料体験講座

12 19

11

体育協会

セント

個人で住民税と固定資産税を滞
納していない方・市内に居住し
ている個人住宅の改修工事など
で、６月１日以降、申請後に工
事着工し、平成 年２月 日㈭
までに完了報告書を提出できる
工事︵申込み順︶※市が実施す
る助成金・補助金制度と重複
不可／他助成金額… 万円以上
︵税別︶の改修工事などで、見
積額︵税別︶か工事完了後の支
払額︵税別︶のいずれか少ない
額の５ パーで、１世帯年１回限り
上限 万円︵千円未満切捨て︶
を助成／問あきる野商工会︵☎
５５９・４５１１︶

糖尿病患者さんと
糖尿病予備群の方のための
﹁糖尿病１日教室﹂

12

五日市クラブ
ヒップホップ
ダンスメンバー募集中
ダンスを通して身体を使った
自己表現の素晴らしさを伝えて
いきます。
▽日時 毎週日曜日 午後５時
〜６時、午後６時〜７時の２
クラス
▽場所 五日市ファインプラザ
第３研修室
▽講師 MEG︵メグ︶
▽費用 月３千円︵別途年会費
有り︶
▽申込み・問合せ 五日市クラ
ブ︵☎０８０・２３９２・１
２１２︶

ネットワーク

時〜 時︵祝
日毎週火曜日
日を除く︶／場五日市ファイン
プラザ／活週１回定期練習、各
種交流会参加で健康親睦をめざ
す。／入千円／会月３千円／問
岡部☎０８０・１２３９・７５
７５

里の会

日６月 日・ 日・ 日の日曜
時〜 時 分／場油平ク
日
ラブハウス会議室／講朝翠流指
導主査／費無料／他健康に役立
つ腹式発声で漢詩や和歌などを
吟じます。／問朝翠流秋川吟詠
会 河野☎０７０・５５６０・
０８１１

15

17

10

日７月１㈰
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☎５
５０・３２４１

内交通事故、詐欺などの被害に
あったのに、検察官がその事件
を裁判にかけてくれない。この
ような不服を持っている人のた
めに﹁検察審査会﹂がありま
す。費用は無料で、秘密は固く
守られます。検察審査会では
人の審査員がこの事件の審査に
当たります。審査員は、選挙権
を持っている皆さんの中から
﹁くじ﹂で選ばれます。／問立
川検察審査会事務局［☎０４２
・８４５・０２９２︵ダイヤル
イン︶］

10

官公庁など か ら の お 知 ら せ

大正琴サークル

日第１・第３土曜日、第２・第
４日曜日／場中央公民館／活中
之島流大正琴です。／入２千円

51

17

16

33

52

時〜 時／場
日６月 日㈯
公立福生病院／内糖尿病︵糖尿
病専門医︶、食事療法︵管理栄
養士︶、運動療法︵トレーナー︶
の講演／費無料／問︵一社︶西
多摩医師会︵☎０４２８・ ・
２１７１︶

16

秋川消防署普通救命講習会

交通遺児育英会奨学金

in

日・︵昼の部︶６月 日から７
月 日までの木曜日︵全６回︶
時〜 時・︵夜の部︶６月
日〜７月 日の水曜・土曜日
︵７月 日を除く全 回︶ 時
〜 時／場秋川体育館弓道場／
対中学生以上で、連盟で用意し
た弓を引くことができる方︵初
日にテスト可︶／定各 人／費
１５００円︵用具、施設使用料
など︶／他弓道用具は準備しま
す。服装は、前にボタン、胸ポ
ケットがないもの。長い髪は束
ねる。靴下か足袋を着用／申６
月 日㈪までに、住所、氏名、
年齢、電話番号を電話で申し込
む／問あきる野弓道連盟 斉田
︵☎５５８・１７０２︶

あきる野商工会
住宅改修工事等助成事業

25

24

30

凡例…日日時︵時間は 時間表
示︶／場場所／内内容／講講師
／対対象／定定員／持持ち物／
費費用／締締切り／他その他／
主主催・共催／申申込み方法／
問申込み・問合せ

シルバー人材センターで
刃物研ぎ

日７月 日、９月８日、 月
日、平成 年１月 日、３月９
日の土曜日９時〜 時／場秋川

13

内保護者などが交通事故で死亡
したことなど、経済的理由で修
学が困難な方に奨学金の貸付を
行っています。／対保護者等が
自動車やバイクの事故など、道
路における交通事故で死亡した
り、重い後遺障害のために働け
ず、経済的に修学が困難な生徒
と学生／他貸付金額︵月額︶・
高等学校、高等専門学校、専修
学校高等課程︵４万円以内︶・
大学・短期大学、専修学校専門

（以下は広告枠です）

13

14

25

対・申請日から市内に居住する

20

14

18

17

30

10

30

11

15

10

10

16

24

消防署／内心肺蘇生法、ＡＥＤ １０︶
課程、各種学校︵６万円以内︶
の使用方法、窒息の手当て、止
・大学院︵ 万円以内︶※償還
方法などは卒業後６か月から
血の方法など／定各 人程度／
ハローワーク青梅
年以内︵無利子︶／問︵公財︶
持筆記用具、教材費、動きやす
合同就職面接会 福生
交通遺児育英会［☎０１２０・
い服装／費１４００円︵教材費︶
・１２８６︵フリーダイヤ
※更新の方は、１２００円／他 日 ６ 月 日 ㈭ 時 分 〜 時
受講者には、後日東京消防庁か ︵ 時〜 時受付︶／場福生市 ル︶］
ら認定証︵３年間有効︶を発行 民会館３階／対就職を希望され
／ 問 秋 川 消 防 署 警 防 課 救 急 係 る方／他 社参加予定／持複数
ごぞんじですか
枚の履歴書︵複数企業面接可︶、
︵☎５９５・０１１９︶
検察審査会検察審査員に
選ばれたらご協力を！
筆記用具／問ハローワーク青梅
︵☎０４２８・ ・９１６３︶
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14

23

10

10

13

28
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30

24

20

97

31

14

12 19

13

77

平成

77

年度の
年金額のお知らせ

77

15

湧き水の出る崖を眺めなが
ら平井川沿いを下り、高瀬耕
地の中の小道を歩きます。田
んぼの青々とした稲やきらめ
く水面、身近な野菜が畑で育
つ様子を見ながら、草花や虫
を探してふれ合いを楽しみま
す。
○日時 ６月17日㈰ 午前
10時〜11時30分
○場所 高瀬会館（草花６６６−１）
○対象 市内在住の子どもとその保護者（未就学児向
け）
○定員 10組（申込み順）
○持ち物など 飲み物、おやつ、雨具、長袖、長ズボ
ン、帽子、歩きやすい靴
○費用 １人50円（保険代含む）
○その他 終了後、昼食会をします。おさんぽ会の感
想や子どもの様子など、参加者の皆さんでおしゃべ
りしませんか（参加できる方は、弁当をお持ちくだ
さい）。
※雨天の場合は、内容を変更して開催します。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください（ホーム
ページのサイト内検索で「おさんぽ」と入力）。
○申込み方法 ６月13日㈬までに電話で申し込んで
ください。
○企画・運営 あきる野市環境委員会森のようちえん
部会
○申込み・問合せ 環境政策課環境政策係（☎５９５
−１１１０）

19

11

30

内本年度の国民年金支給額︵満
額︶は据え置きとなり、昨年度
と同額です。６月から偶数月の
日に振り込まれます。／他・
老齢基礎年金
︵ 万９３００円︶
・障害基礎年金［ 万４１２５
円
︵１級︶
、 万９３００円︵２
級︶］・遺族基礎年金［１００
万３６００円︵子１人︶内訳…
基本額 万９３００円、加算額
万４３００円］／問青梅年金
事務所︵☎０４２８・ ・３４
15

22

31
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21

10

15

16

21

26

13

21

18

10

16

21

24

日・場・６月６日㈬９時〜
時 ︵あきる野市シルバー人材セ

小さな子どものためのおさんぽ会

☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成30年（2018年）６月１日
（７）

