瀬戸岡神明保育園（瀬戸岡神明保育園脇）

3

楓ヶ原公園（楓ヶ原公園入口横）

18

武蔵五日市駅（武蔵五日市駅観光情報ブース脇）

4

西秋留小学校前（あきる野市消防団第三分団第二部駐車場脇） 19

武蔵増戸駅（武蔵増戸駅入口脇）

5

いきいきセンター（いきいきセンター正面入り口右脇） 20

山田会館（山田会館入口脇）

6

鳥居場会館（鳥居場会館入口左脇）

21

五日市ファインプラザ（五日市ファインプラザ入口脇）

7

小川会館（小川会館入口脇）

22

増戸会館（増戸会館入口脇）

8

秋川農協東秋留支店前（秋川農協東秋留支店敷地左脇） 23

五日市図書館（五日市図書館入口脇）

9

東秋留駅（東秋留駅券売機脇）

24

五日市郷土館（五日市郷土館入口脇）

10

中央公民館（中央公民館入口左脇）

25

小和田会館（小和田会館入口脇）

11

草花台会館（草花台会館駐車場入口脇）

26

留原会館（留原会館入口脇）

12

折立団地入口（折立団地入口町内会掲示板脇）

27

下舘谷自治会館（下舘谷自治会館入口脇）

13

秋川農協多西支店前（秋川農協多西支店駐車場入口脇） 28

戸倉会館（戸倉会館入口脇）

14

御堂会館（御堂会館入口脇）

29

小宮会館（小宮会館入口脇）

15

菅生下会館（菅生下会館前）

30

福寿公園（福寿公園入口脇）

３月

市民ポストを
ご利用ください

17

解体等工事を
発注される方へ

武蔵引田駅（武蔵引田駅券売機脇）

引越しの際︑
住所の異動を忘れずに！

︵現金などの貴重品、申請
書、個人情報など記載されて
いるもの︶、ごみは入れない
でください。
※市民ポストは、月２回︵ 日
ごろ、 日ごろ︶回収してい
ます。
▽設置場所 表のとおり
※詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。
▽問合せ 市長公室

2

日にペタンク大会を
開催します！

市では、市民の皆さんと行
政をつなぐため、市内 か所に
﹁市民ポスト﹂を設置していま
す。市や関係機関への文書や意
見・要望などを市に届けたい方
はご利用ください。
※市民ポストには、重要なもの

尾崎会館（尾崎観音入口脇）

13

16

30

秋川駅（秋川駅自由通路改札前）

30

1

心掛け﹂

18

建物などの解体等工事を行う
場合、工事受注者は、①特定建
築材料︵吹付け石綿など︶が使
用されているかの事前調査、②
調査結果の発注者への説明、③
工事現場の見やすい場所への調
査結果の掲示が必要となりま
す。解体等工事を発注される方
は、工事受注者に確認をお願い
します。
※吹付け石綿などを含む解体工
事︵特定工事︶に該当しない
ことが明らかなもの︵平成
年９月１日以後に建設された
建築物などや平成 年９月１
日以後に改築・増設された部
分のみの解体工事︶を除く。
▽問合せ 生活環境課生活環境
係

10

３月１日〜７日 春の火災予防運動
﹁火の用心 一人一人の

進学や就職などで引越しをす
る方は、住所の異動手続きが必
要です。住民票は、選挙人名簿
の登録、国民健康保険、国民年
金などの行政サービスにつなが
る大切な情報ですので、忘れず
に移しましょう。
▽ほかの市区町村に転出・転入
される場合 引越し前の市区
町村に転出届を提出して転出
証明書を受け取ります。引越
し先の市区町村に転出証明書
を添えて、転入した日から
日以内に転入届を提出します。
▽同一の市区町村内で転居され
る場合 転居した日から 日
以内に転居届を提出します。
※詳しくは、お問い合わせくだ
さい。
▽問合せ 市民課市民窓口係

18

初心者でも参加できる内容の
ヨガ教室です。運動不足の方や
運動が苦手な方も大歓迎です。
▽日時 毎週水曜日 午前 時
分〜 時 分
▽場所 五日市地域交流センタ
ー
▽講師 いなまさみさん
▽対象 大人
▽費用 １回千円︵初回体験の
み５００円︶
▽その他 五日市クラブでは他
にも様々な教室を開催してい
ます。
▽申込み方法 メールか電話で
申し込んでください。
▽申込み・問合せ 五日市クラ
ブ︵
info@itsukaichic
、☎０８０・２３
lub.com
９２・１２１２︶
30

▽消防ふれあいフェア ミニ消
防車の乗車体験、各種消防に
関するゲームなど
●日時…３月１日㈮
午前９時
分〜午後３時
●場所…秋川消防署秋留台出張
所︵秋川５ー６ー２︶
▽その他
●防火防災診断…消防職員が皆
さんの家庭を訪問し、防火防
災に対する診断を行います
︵訪問する家庭には、町内会
・自治会を通して事前に連絡
をします︶。
●防災訓練、自衛消防訓練など
の実施を希望される場合は、
秋川消防署までお問い合わせ
ください。
▽問合せ 地域防災課防災係、
秋川消防署︵☎５９５・０１
１９︶
ペタンクは２チーム︵１チー
ムは２、３人︶に分かれて、小
さな目標︵ビュット︶に向けて
金属製の球を投げ合い、より近
づけることを競う球技です。子
どもから大人まで気軽に楽しめ
るスポーツです。
▽日時 ３月 日㈯ 午前９時
分〜 時 分︵雨天中止︶
▽場所 秋川駅南口運動広場
▽費用 無料
▽対象 市内在住・在勤・在学
の方
▽その他
●運動のできる服装でお越しく
ださい。
●スポーツ推進委員が指導しま
す。
●当日会場へお越しください。
●当 日 、 天 候 不 良 の 場 合 は 、
午前８時 分に決定しますの
で、お問い合わせください
︵直通５５８・１１１１︶
▽問合せ スポーツ推進課スポ
ーツ推進係︵直通５５８・１
２６２︶
30

めざせ健康あきる野
第 回
ふれあいウォーク
〜あきる野を楽しく
歩いて健康づくり〜

歩き方などを学びます。
●スタンプラリーコース…園内
に設置されたポイントのお題
をクリアしてスタンプを集め
ます︵ベビーカーでの参加も
可能︶。全て集めると景品を
差し上げます。
▽持 ち 物 な ど 飲 み 物 、 タ オ
ル、スタンプカード︵お持ち
の方︶、歩きやすい服装・靴
▽費用 無料
▽その他 雨天時の実施の有無
は、午前８時以降にお問い合
わせください。
▽申込み方法 当日直接お越し
ください。
▽問合せ 健康課健康づくり係
︵直通５５８・１１８３︶

11

14
14

11

16

秋留台公園を舞台に２コース
ご用意しました。
▽日時 ３月 日㈯ 午前９時
分集合、正午解散︵予定︶
▽集合・解散場所 秋川体育館
前東屋駐車場
▽定員 １２０人︵先着順︶
▽コース
●講習コース…公園の外周、内
周を使って、健康に効果的な

「はじめてヨガ」
参加者募集

30

都内では今年に入り住宅火災
による死者が大幅に増加し、昨
年の同時期と比較すると約 倍
で、そのうち 歳以上の高齢者
が８割近くとなっています。今
後も空気が乾燥し、火災が発生
しやすい気候が続きますので、
火の取扱いに十分注意し、火災
予防に努めましょう。
火災予防運動の期間に、市消
防団が消防車両による広報活動
や看板の設置などを実施しま
す。また、秋川消防署ではイベ
ントを開催します。

スポーツ推進委員事業
﹁春のヘルシー
ウォーキング﹂
〜長距離歩いて
目指せ健脚！〜
50

30

▽コース 武蔵五日市駅↓広徳
寺↓光厳寺︵昼食︶↓星竹地
区↓小机方面︵グミの木峠方
面︶↓武蔵五日市駅着
▽対象 市内在住・在勤・在学
の方
人︵申込み順︶
▽定員
▽持ち物など 飲み物、昼食、
雨具、敷き物、歩きやすい服
装・靴
▽費用 無料
▽その他
●当日、天候不良の場合は、午
前７時に開催の有無を決定し
ますので、お問い合わせくだ
さい。
●コースを変更する場合があり
ます。
▽申込み方法 電話で申し込ん
でください。
▽申込み・問合せ スポーツ推
進課スポーツ推進係︵直通５
５８・１２６２︶

市民ポスト設置場所

表

21

30 16

23

1.6

メー
五日市地区
総距離約 キロ ト
ル
を巡るコースです。
▽日 時 ４ 月 ６ 日 ㈯ ︵ 雨 天 中
止︶ 午前８時 分武蔵五日
市駅集合、午後３時武蔵五日
市駅解散︵予定︶

45

30

88

30

65

12

（４）
平成31年（2019年）３月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

