17

11

15

郵便番号、住所、氏名︵親子
とも︶、子どもの学年、電話
番号を記入してください。
▽申込み・問合せ 障がい者支
援課障がい者相談係︵直通５
５８・１１５７、 ５５８・
１１７０︶

15

青田美憂さんの作品

22

30

30

30

31

31

31

東京都パラリンピック体験プログラム
﹁ N O L I M I T S C H A L L E N G﹂
E 開催

11

FAX

平成 年度
小・中学校の入学に係る
費用の一部を援助します
〜就学援助費

〜午後３時
▽場所 都立秋留台公園陸上競
技場
▽ゲスト 齋田悟司さん︵２０
０４アテネパラリンピックダ
ブルス金メダリスト︶
▽問合せ スポーツ推進課スポ
ーツ推進係︵直通５５８・１
２６２︶

10

56

あきる野市産業祭で、車いす
テニスプレーヤーの齋田悟司選
手をゲストに、パラリンピック
競技﹁車いすテニス﹂の体験会
を実施します。
他にも、パラリンピックの競
技紹介や映像、パネル展示など
を実施します。
月 日㈰ 午前 時
▽日時

●木造住宅の耐震改修…山辺豊
彦さん
●耐震化に係る金融知識︵補助
制度︶の説明…共催区市
月 日㈯・ 日㈰
▽その他
に都立秋留台公園で開催され
る、あきる野市産業祭で耐震
診断・建築相談コーナーを開
設します。昭和 年以前の木
造住宅の方は、お立ち寄りく
ださい。
▽申込み方法 ﹁木造住宅耐震
改修事業者講習会﹂申込書に
記入の上、２０１８年度耐震
改修キャンペーン事務局へフ
ァックスで申し込んでくださ
い。
▽申込み・問合せ ２０１８年
度耐震キャンペーン事務局
︵☎ ・６２６１・６６０４、
・６３０３・０８８６︶、
都市計画課住宅係︵問合せの
み︶

11

31

10

木造住宅耐震改修
事業者講習会

東京都耐震キャンペーンの一
環で、都内の施工事業者を対象
に、木造住宅の耐震改修工法の
講習、耐震化に係る金融知識の
講習、共催する区市の助成制度
の説明を行います。
月 日㈮ 午後２時
▽日時
〜６時
▽場所 東京都庁第一本庁舎５
階大会議場
▽対象 都内で施工業を営む方
▽定 員 ４ ０ ０ 人 ［ １ ９ ０ 人
︵先着順︶、２１０人︵共催
枠︶］
▽費用 無料
▽テーマ・講師
●木造住宅の耐震化施策と助成
金制度…富永信忠さん
●耐震リフォームの支援制度…
山本充さん

FAX

※受付時間は、午前８時 分〜
午後５時︵土曜・日曜日、祝
日を除く︶
▽申込み・問合せ 環境政策課
環境政策係︵〒１９０ー０１
６４ 五日市４１１、☎５９
５・１１１０︶、生活環境課
︵受付のみ︶

14

10

31

30

小学生親子手話教室
〜親子で楽しみながら

11

30

11

11 12

15

25

遊佐光希さんの作品

月 日㈪〜 日㈯
▽日時
午前８時 分〜午後５時 分
▽場所 市役所１階コミュニテ
ィホール
▽問合せ 生活環境課清掃・リ
サイクル係

24

11

14

うちエコ診断を
実施します︵無料︶

10

11

11

12

森田ヒカルさんの作品

手話を学びましょう〜
︵
新
入
学
児童生徒
﹁うちエコ診断士﹂が環境省
学用品費︶〜
の﹁うちエコ診断ソフト﹂を用
手話で自己紹介や歌を歌った
いて、ご家庭のライフスタイル
に合わせて、無理なくできる省 り、動物の名前の手話を覚えた ▽対象 平成 年２月１日現在
次の全てに該当する方
り、手話を使った遊びを通して
エネ対策をご提案します。
①平成 年度の就学援助費が認
簡単にＣＯ２を削減でき、光 楽しく学びます。
月１日㈯ 午前９時
定となる年長未就学児、小学
熱費が削減できるお得な情報も ▽日時
分〜 時 分
校６年生の保護者
たくさんあります。
▽場所 市役所別館３階第１会 ②市内に住所が有る年長未就学
▽受診時間 １人１時間程度
議室
児、小学校６年生の保護者ま
▽場所 市役所会議室
たは、平成 年２月１日まで
※日程などは、別途調整します。 ▽講師 緒方好子さん︵手話通
にあきる野市立小・中学校に
訳士・東京都認定登録手話通
▽対象 市内に住所が有り、市
入学することを教育委員会が
訳者︶
に受診結果を提供できる方
人︵抽選︶
承諾した年長未就学児、小学
▽対象 市内在住の小学生とそ
▽定員
▽費用 無料
校６年生の保護者
の保護者
組︵申込み順︶
▽その他 詳しくは、環境政策 ▽定員
▽申請方法 平成 年１月 日
●優秀賞…草間陽太さん︵増戸
㈭︵消印有効︶までに申請し
課、生活環境課で配布するチ ※親子で申し込んでください。
中︶
てください。
ラシ、申込書をご覧ください ▽持ち物 筆記用具
●年長未就学児の保護者…
月
▽中学校２年生の部
︵市ホームページにも掲載︶。 ▽費用 無料
月 日㈭︵必 ▽申込み方法
月 日㈭まで
●最優秀賞…遊佐光希さん︵秋
に送付した就学時健康診断通
▽申込み方法
着︶までに申込書に必要事項
に、電話、ファックスか直接
多中︶
知に同封の申請書に必要書類
●優秀賞…大澤宇宙さん︵秋多
を記入の上、送付するか直接
窓口で申し込んでください。
を添付の上、申請してくださ
中︶
窓口で申し込んでください。 ※ファックスの場合は教室名、
い。
●小学校６年生の保護者…平成
●佳作…矢坂美華さん︵西中︶
年度の就学援助費が認定の
▽中学校３年生の部
●最優秀賞…青田美憂さん︵西
方は、新入学児童生徒学用品
﹁あきる農を知り隊﹂みんなで秋の収穫体験
中︶
費も認定となります。
人︵申込み順︶
●優秀賞…石川実怜さん︵西中︶
▽その他 前年度の就学援助費
農家の方と一緒に秋野菜など ▽定員
が認定であった方、前年度に
の収穫体験を楽しみながら、あ ▽費用 １人５００円︵保険代
金など︶
新入学児童生徒学用品費の入
きる野の秋を堪能しましょう。
入選作品の展示
月 日㈯ 午前９時 ▽その他 汚れてもよい服装で
学前支給を受けた方も今年度
▽日時
〜正午︵小雨実施、荒天中止︶
お越しください。
の就学援助費の支給を希望す
月 日㈬まで
▽場所 五日市ファーマーズセ ▽申込み方法
る場合は、申請が必要です。
に電話で申し込んでください。
ンター周辺の農地
詳しくは、お問い合わせくだ
▽対象 小学生以上の方︵小・ ▽申込み・問合せ 農業委員会
さい。
事務局︵農林課農政係︶
中学生は保護者同伴︶
▽申請・問合せ 教育総務課学
務係︵直通５５８・２４１２︶
12

環境問題啓発用絵画︵図画︶・
ポスター展入選作品決定

▽小学校４年生の部
●最優秀賞…秋川心南さん︵増
戸小︶
▽小学校５年生の部
●最優秀賞…役優衣さん︵多西
小︶
●優秀賞…小松ちひろさん︵増
戸小︶
●佳作…佐野果さん︵多西小︶
▽小学校６年生の部
●最優秀賞…東希美さん︵五日
市小︶
●優秀賞…奥山朋佳さん︵増戸
小︶
▽中学校１年生の部
●最 優 秀 賞 … 森 田 ヒ カ ル さ ん
︵増戸中︶

03

03

11

30

秋川心南さんの作品
役優衣さんの作品
東希美さんの作品

（４）
平成30年（2018年）11月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

