あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

平成30年（2018年）６月１日

市長

一日民生委員・児童委員
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●申込み方法…６月４日㈪から
電話で申し込んでください。
●申込み・問合せ…子ども家庭
支援センター子育て支援事業
係︵☎５５０・３３６１︶
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ファミリー・サポート・
センター会員登録説明会

ファミリー・サポート・セン
ターは、地域で助け合いなが
ら、子どもの一時預かりや送迎
などの子育ての相互援助活動を
する会員組織です。活動に関心
のある方、地域における子育て
支援・育児の援助に関心のある
方︵提供会員︶、子育ての援助
を受けたい方︵依頼会員︶を対
象に説明会を行い、説明会終了
後に会員登録を受け付けます。
▽日時 ６月 日㈪ 午前 時
分〜 時 分︵ 時 分か
ら受付︶
▽場所 子ども家庭支援センタ
ー会議室
▽対象 市内在住で、活動に関
心のある方
▽持ち物 依頼会員として登録
をする方は、はんこをお持ち
ください。
▽申込み・問合せ ファミリー
・サポート・センター︵☎５
５０・３８５５︶

クールビズを
実施しています

市では、 月 日まで市庁舎
や各公共施設において、適温冷
房︵室温 度程度︶による空調
稼動や軽装での執務などクール
ビズを実施しています。また、
年間を通して、照明の節減、エ
レベーターの利用自粛、ブライ
ンドなどの活用等に取り組んで
います。
▽問合せ 総務課庶務係

○市・都民税 第１期
○国民健康保険税 過年３期
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横沢入でホタルを観察しよう！
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﹁ここるの﹂
子育て情報
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６月の休日医科診療と歯科診療（急患の方） ※往診はしません

教育・子ども相談
教育相談（予約制）
○相談日・時間 月曜〜金曜日、午前９時〜正午、午
後１時〜５時（適応指導教室は３時まで、随時）
○相談場所・問合せ
・秋川教育相談所（☎５５８−６４４４）
・五日市教育相談所（☎５９６−６４６０）
適応指導教室［せせらぎ教室］
○相談日・時間 月曜〜金曜日、午前９時〜正午、午
後１時〜３時
○相談場所・問合せ 適応指導教室［せせらぎ教室
（☎５５０−６５２７) ］
子ども相談（予約制）
○相談日・時間 月曜〜土曜日、午前９時〜午後５時
30分
○相談場所 各児童館
子ども家庭支援センター総合相談（随時）
○相談日・時間 月曜〜土曜日、午前10時〜午後６時
30分（第３水曜日、祝日、年末・年始を除く）
○相談場所・問合せ 子ども家庭支援センター（☎５
５０−３３１３）
子育て相談（予約制）
○相談日・時間 月曜〜金曜日、午前10時〜午後５時
○相談場所 屋城保育園、神明保育園、すぎの子保育
園
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︵あきる野ルピア２階︶
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▽子育て講座﹁ベビーマッサー
ジ﹂ 子どもの体に触れ、親
子でスキンシップを楽しみま
す。
●日時…６月
日㈪ 午前 時
分〜 時 分
●場所…子ども家庭支援センタ
ー研修室
●講師…園田美保さん︵ベビー
ボンディングケアインストラ
クター︶
●対象…生後３か月から７か月
までの子どもとその保護者
●定員…
組︵申込み順︶
●持 ち 物 … 飲 み 物 、 バ ス タ オ
ル、レジャーシート
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●費用…３００円︵オイル代︶
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※武蔵増戸駅前 午後４時集合
︵時間厳守︶
▽場所 横沢入
▽講師 市民解説員
▽対象 小学校１年生以上の児
童とその保護者
人︵申込み順︶
▽定員
▽持ち物など 飲み物、軽食、
雨具、筆記用具、軍手、タオ
ル、懐中電灯、着替え、履き
替え用の靴、保険証のコピ
ー、虫よけスプレー・虫ささ
れ用の薬、長靴、長袖シャ
ツ、長ズボン、帽子
▽費用 無料
▽申込み方法 電話か直接窓口
で申し込んでください。
▽申込み・問合せ 中央公民館
︵☎５５９・１２２１︶
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６月の育児相談・
乳幼児健診

▽育児相談 ７日㈭・ 日㈪・
日㈭
▽３歳児健康診査︵平成 年５
月生まれ︶ １日㈮・５日㈫
▽１歳６か月児健康診査︵平成
年 月生まれ︶ ８日㈮・
日㈫
▽３・４か月児健康診査︵平成
年２月生まれ︶
日㈮・
日㈫
※各乳幼児健診は対象の方に通
知をします。１週間前までに
通知が届かない方や、最近転
入した方で未受診の方は連絡
してください。
▽場所 あきる野保健相談所
※７日の育児相談は、五日市保
健センター
▽問 合 せ 健 康 課 母 子 保 健 係
︵直通５５８・５０９１︶

６月の市税の納期

納税等には便利な口座振替をご利用ください

東京都民生委員制度は、東京の民生委
員の始祖である「救済委員制度」発足か
ら平成30年で100年を迎えました。５月
14日㈪に市長が「一日民生委員・児童
委員」として民生児童委員協議会会長か
ら委嘱され、市役所１階市民ロビーで、
民生委員・児童委員の普及啓発活動を行
いました。
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市職員の田中さやかさんが、５月10
日㈭〜13日㈰にモンゴルのウランバー
トルで行われた第９回アジアテコンドー
選手権大会に出場し、マッソギ（組手）
の部で、見事銅メダルを獲得しました。
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親子自然体験教室

夕暮れ時の植物や生きものの
観察をします。
▽日時 ６月 日㈯ 午後４時
〜８時 分︵雨天の場合は、
日㈰︶
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フォトニュース

第９回
アジアテコンドー選手権大会で、
あきる野市職員の
田中さやかさんが銅メダル獲得！
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期 日

医療機関・住所・電話番号

３日㈰

清水耳鼻咽喉科クリニック
五日市1039‐1 ☎596‐6311

樋口クリニック
秋川3‐7‐5 ☎559‐8122

森田歯科医院 日の出町
平井2069‐2 ☎597‐5141

10日㈰

葉山医院
引田552 ☎558‐0543

櫻井病院
原小宮1‐14‐11

ひらい歯科医院
日の出町平井971

17日㈰

米山医院
二宮1133

伊藤整形外科
秋川3‐5‐7 ☎558‐6211

かねこ歯科医院 小川東2‐7‐2
遠藤ビル2Ｆ ☎558‐5118

24日㈰

こばやし内科小児科クリニック
草花1439‐9 ☎518‐2088

さくらクリニック
野辺1003 ☎559‐0118

井上歯科医院 伊奈891‐7
ショッパーズ増戸2Ｆ ☎595‐1327

☎558‐9131

医療機関・住所・電話番号

歯

受付・診療時間
９:00〜12:00
13:00〜17:00

☎558‐7007

医療機関・住所・電話番号

☎597‐5979

※診療時間は変更になる場合があります。また、受診する際は、事前に診療科目を確認してください。
※この他の医療機関でも休日・夜間に診療を行っている場合がありますので、東京都医療機関案内サービス「ひまわり」
（☎03-5272-0303）をご利用ください。
市では、市内の医科・歯科医療機関をまとめた、「あきる野市内医療機関一覧」を作成しています。一覧は、市役所、
五日市出張所、増戸連絡所に配置しています。また、市ホームページでも市内医療機関情報を掲載しています。

（以下は広告枠です）

