小学校﹂跡に残る古井戸を特別
公開︵古井戸は通常非公開︶／
時〜 時 分
日 月 日㈮
／場都立小峰公園とその周辺／
対小学校４年生以上︵小学生は
要保護者同伴︶※大人のみ、１
人参加可／定 人／費 円／締
月 日㈪までに往復はがきか
メールにイベント名、︵参加者
全員の氏名、ふりがな、年齢、
﹁晩秋の落としもの﹂を
住所︶、前日に連絡のつく電話
探そう！参加者募集
番号、このイベントを知ったき
午前は、小峰公園内の散策ル っかけ、返信用メールアドレス
ートを巡り、秋の見どころガイ ︵メールの方︶を記入し、申込
ド、午後は落ち葉を使ったタペ む※往復はがきの方︵返信用表
ストリーづくり／日 月２日㈰ 面にも必ず返信先を記入︶※メ
時 分〜 時 分／場都立 ー ル の 方 ︵ 件 名 に ﹁ 古 道 め ぐ
小峰公園、小峰ビジターセンタ り﹂と入力︶／他野外で活動で
ー／対３歳以上︵中学生以下は きる服装・靴、天候などで、変
要保護者同伴︶※大人のみ参加 更・中止の場合有り／問小峰ビ
可／定 人︵抽選︶／費 円／ ジターセンター︵〒１９０ー０
締 月 日㈰︵必着︶までに往 １５２ 留原２８４ー１、☎５
復はがきかメールにイベント名、 ９５・０４００、
komi ne
︶
︵参加者全員の氏名、ふりがな、
@tokyo-park.or.jp
年齢、住所︶、前日に連絡のつ
ニホンジカの
く電話番号、このイベントを知
調査捕獲の実施
ったきっかけ、返信用メールア
東京都では、多摩地域の森林
ドレス︵メールの方︶を記入し、
申込む※往復はがきの方︵返信 に生息し、森林生態系や農林業
用表面にも必ず返信先を記入︶ 被害に大きな影響を与えている
※メールの方︵件名に﹁里山季 シカの捕獲強化対策を検討して
節めぐり申込﹂と入力︶／他汚 います。このため、都では、シ
れてもよい服装︵長袖、長ズボ カを効率的に捕獲する方法を検
ン、エプロンなど︶・靴、天候 証するため、東京都の委託業者
などで、変更・中止の場合有り に よ る 調 査 捕 獲 を 実 施 し ま す
／問小峰ビジターセンター︵〒 ︵委託業者は、東京都環境局の
１９０ー０１５２ 留原２８４ 黄色の腕章を着用︶。／日平成
年２月末までのうち７日程度
ー１、☎５９５・０４００、
komine@tokyo-park.or. ︵シカの状況で捕獲実施日を決
︶
定︶／場菅生字大澤／他捕獲方
jp
法はわな猟︵足くくりわな︶／
問東京都環境局自然環境部計画
課森林再生担当︵☎ ・５３８
８・３５０６︶
50

三ツ里村閉村１００年記念
紅葉彩る小峰の古道めぐり
参加者募集

14

古道﹁八王子みち﹂︵五日市
〜小峰公園間、歩行距離約３キ
メー
ロ ト
︶。１００年前に閉村した
ル
三ツ里村の遺構を訪ねる︵歩行
メー
距離約２キロ ト
︶。﹁三道尋常
ル

事する上で、必要な知識や技能
などを有する﹁子育て支援員﹂
の養成研修︵地域子育て支援コ
ース、放課後児童コース︶。詳
しくは、㈱東京リーガルマイン

掲載に関する問合せ
市長公室
直通５５８・１２６９

市民の
ひろば

ドホームページ︵ http://part
ner.lec-jp.com/ti/tokyo-k
︶参照／問㈱東京リ
osodate/
ーガルマインド︵☎ ・５９１
３・６２２５︶、東京都福祉保
健局少子社会対策部計画課︵☎
・５３２０・４１２１︶

員

募

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

会

さんご会︵英会話レッスン︶
時〜 時 分
日毎週水曜日
／場中央公民館２階／活ネイテ
ィブスピーカーと英会話のレッ
スン／会月３千円／問小黒☎５
５８・１４８５

秋川健康長寿吟詠会
日毎月第１・第２・第３土曜日
時 分〜／場中央公民館／
活和歌、俳句、詩吟の練習。文
化祭や大会への出場。／会月２
千円／問大森☎０９０・７９４
９・２０７２

講 演 会 な ど

なく発汗！／問ハワイアン
フレンズ 吉永☎５５８・９
１７１

ほかを一緒に歌いましょう！

高田三郎作曲﹁くちなし﹂

時〜 時／
日 月 日㈯
場中央公民館３階集会室／講
見上潤さん／費無料／他初め
ての方も楽しく学べます。／
問秋川コーラス 八巻☎５５
８・１７４３

きつ音を良くする
方法を学ぼう！

羽村市産業福祉センター２階ｉホール（羽村市緑ヶ丘2-11-1）

トリム愛

12月10日㈪ ひのでグリーンプラザ１階ホール（日の出町平井3231-1）

日 月 日㈰
時〜 時
分／場あきる野ルピア３階会
議室／講早川和志さん／費１
８００円︵資料代など︶／他
動きやすい服装で。事前に電
話で申込み︵８人︶。／問き
つ音セラピーサークル 早川
☎０９０・６７４４・３８１
２

12月 7日㈮

好きな色のスカートを選んで
フラの基礎を無料体験！
日 月 日㈭・ 日㈭
時〜
／場中央公民館３階音楽室／講
ハワイアン フレンズ講師／費
無料／他体幹が鍛えられ、無理

瑞穂町産業会館２階大会議室（瑞穂町石畑1973）

時〜
日毎週月曜・木曜日
時／場五日市ファインプラザ／
活トリム体操︵主にストレッチ
体操︶を中心に行います。／入
１２００円／会月１５００円／
問吉野☎５９５・０２７１

国民年金保険料を納めた方に、
納めた保険料額を証明した﹁社
会保険料︵国民年金保険料︶控
除証明書﹂が日本年金機構から
月上旬に送付されます。確定
申告などで社会保険料控除の申
告をする際は、この証明書の添
付が必要です。また、家族の国
民年金保険料を納めた場合、納
めた方の社会保険料控除として
申告することができます。／問
青梅年金事務所︵☎０４２８・
・３４１０︶

青梅税務署からのお知らせ
﹁平成 年度決算説明会﹂

12月 6日㈭

全国一斉
﹁女性の人権ホットライン﹂
︵☎０５７０・０７０・
８１０︶
夫・パートナーからの暴力や
ストーカーなどの問題解決を図
るための人権相談活動を強化す
ることを目的に、全国一斉﹁女
性の人権ホットライン﹂強化週
間を実施／日 月 日㈪〜 日
㈰ ８時 分〜 時︵土曜・日
曜日は 時〜 時︶／問東京法
務局人権擁護部第二課︵☎ ・
５２１３・１２３４︶

高次脳機能障害と認知症
﹁精神科の視点から﹂
日 月 日㈭
時〜 時︵
時 分開場︶／場福生市民会館
小ホール／内高次脳機能障害と
認知症はどのような特徴がある
病気なのか、どの診療科を受診
するのがよいかなどの講演／講
三村將さん︵慶応義塾大学医学
部精神神経科学教室教授︶／費
無料︵直接会場へ︶／問東京海
道病院︵☎０４２８・ ・０１
１１︶

日本年金機構から社会保険料
︵国民年金保険料︶
控除証明書が送付されます

あきる野ルピア３階産業情報研修室（あきる野市秋川1-8）

15
確定申告時の留意点や収支内
訳書、青色申告決算書の書き方
などを説明します。／日表のと
おり／他あきる野ルピアへ車で
来場の方は﹁もくせい駐車場﹂
へ／問青梅税務署個人課税第１
部門指導担当︵☎０４２８・
・３１８５︶

（以下は広告枠です）

16

12月 5日㈬

16

もくせい会館３階302会議室（福生市本町18）

30

14

15

12月 4日㈫

11

10

○事業所得の決算説明会（13時30分〜16時）

17

25

青梅商工会議所３階会議室（青梅市上町373-1）

10

29

11月30日㈮ 青梅青色申告会３階会議室（青梅市師岡町4-7-25）

11

11

12月 3日㈪

30

15

○不動産所得の決算説明会（９時30分〜12時）

24

10

20

30

平成 年度
東京都子育て支援員研修
︵第３期︶の受講生募集

国民年金保険料は、納めた全
額が確定申告や年末調整の社会
保険料控除の対象です。平成
年１月１日から 月１日までに

11月30日㈮ 青梅青色申告会３階会議室（青梅市師岡町4-7-25）
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☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成30年（2018年）11月１日
（９）

