度に参加していただける団体を
募集しています。
▽対象 市内在住・在勤・在学
する方で構成されている団体
※詳しくは、お問い合わせくだ
さい。
▽問合せ 管理課管理係︵直通
５５８・２０３５︶
︵☎５５８・１４１４︶

小学生の補習教室
生徒募集

場︵あきる野ルピア前︶ 〇３
月 日㈰ ＪＡあきがわ五日市
支店駐車場 ※両日とも 時〜
時、 時 分〜 時／対 歳
〜 歳の健康な方︵ 歳以上の
方は 歳から 歳までの間に献
血経験がある方︶／主あきる野
市立小中学校ＰＴＡ連合会／問
東京都赤十字血液センター立川
事業所事業課︵☎５２９・０４
０５︶

秋川虹の家
こころの病勉強会
﹁上手なコミュニ
ケーションを学ぶ﹂
当事者も共に元気に
なるために〜パートⅡ

10

自分の気持ちをうまく伝えら
れずに、息苦しさを感じていま
せんか？みんなが分かり合える
日々を過ごすにはどうしたらよ
いか、お話していただきます。
時 分〜
／日３月 日㈯
時︵ 時開場︶／場あきる野ル
ピア３階ルピアホール／講高森
信子さん［こころの相談員・社
会生活技能訓練︵SST︶リー
ダー］／費無料／他直接会場へ
／問NPO法人秋川虹の家精神
保健福祉会︵☎５５９・１０８
６︶

西秋川衛生組合
新し尿処理施設内覧会の
お知らせ

30

３月に整備工事が完了する新
し尿処理施設の内覧会︵自由見
学︶を行います。／日〇３月
日㈯
時〜 時 〇３月 日
時〜 時、 時〜 時／
㈰
場汚泥再生処理センター︵玉美
園︶︵小川東一丁目１ー１︶／
他直接、現地へ／問西秋川衛生
組合︵☎５９６・４４１８︶、
汚泥再生処理センター︵玉美
園︶［☎５５８・５８９１︵当
13

12

15

13

31

時〜 時
日３月４日㈪まで
／場牛沼会館／費無料／他着物
の生地から作ったつるし飾り／
問牛沼ふれあいサロン 志村☎
５５８・５４７３

第３回牛沼ふれあいサロン
つるし飾り展

講 演 会 な ど

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

掲載に関する問合せ
市長公室
直通５５８・１２６９

市民のひろば

10

力…東京消防庁秋川消防署／問
都立秋留台公園サービスセンタ
ー︵☎５５９・６９１０︶

30

３月は
東京都自殺対策強化月間です
自殺防止！東京キャンペーン

17

アダプト制度︵緑化・美化・
清掃等の活動︶の参加団体募集
市では、環境美化に対する市
民意識の高揚や地域コミュニテ
ィの活性化を図ることを目的に、
市民の皆さんが道路、水路、公
園の里親となり責任を持って美
化活動などを行い、これを市が
支援する﹁公共施設アダプト制
度﹂を実施しています。この制

ネットワーク
官公庁など
からのお知らせ
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／申申込み／問問合せ

日４月から毎週火曜・金曜日
／他〇新３・４年生︵ 時 分
〜 時 分︶ 〇新５・６年生
︵ 時〜 時の間の１時間︶／
場︵公社︶あきる野市シルバー
人材センター／講教員経験者／
定各学年 人︵申込み順︶／費
月４千円︵２教科︶※別途、教
材費必要／問︵公社︶あきる野
市シルバー人材センター︵☎５
５８・１４１４︶

司法書士による
成年後見制度専門相談会

16

16

教育講演会
﹁野球を通して
成長する子ども達﹂
時 分〜／場
日３月５日㈫
あきる野ルピアルピアホール／
講若林弘泰さん︵東海大学菅生
高等学校野球部監督︶／費無料
／他野球を通した人間教育につ
いての講演会です。／問﹁流域
”
学び の会﹂事務局 青木☎
“
５５９・７２９０

回三多摩写真連合
ルピアの会写真展

日のみ︶］

第

日３月９日㈯〜 日㈰
時
〜 時／場あきる野ルピア４
階展示場／費無料／他前後期
入れ替えで約３００点展示／
問三多摩写真連合ルピアの会
ヤマネ︵来住野︶☎５６９
・８６９１

汚泥再生処理センター（玉美園）イメージ図

時〜 時／
日３月 日㈰
場切欠、雨武主神社︵東秋留
橋集合︶／費無料／他早春の
雑木林で季節を感じます。弁
当と雨具をお持ちください。
／問秋川の自然に親しむ会
大森☎５５８・２５９６

切欠のカタクリと
雨武主神社のツガを見る

10

活動内容の
お知らせ

あきる野吟道会

活梅花鑑賞坐禅体験と梅花吟
詠を楽しみませんか。３月
日㈬
時〜 時、場所は徳
雲院︵乙津５１１︶、参加費
無料。／問岡部☎５５９・０
０４３

13

64

都立秋留台公園
防災フェスタ
〜来て︑見て︑学ぶ︑
防災パーク〜

〇フリーダイヤル特別相談︵N
PO法人国際ビフレンダーズ東
京自殺防止センター︶☎０１２
０・ ・９０９０︵日３月２日
㈯ ０時〜４日㈪ ５時 分︶
〇多重債務１１０番︵東京都
消費生活総合センター︶☎ ・
３２３５・１１５５︵日３月４
日㈪・５日㈫ ９時〜 時︶
〇自殺予防いのちの電話［︵一
社︶日本いのちの電話連盟］☎
０１２０・７８３・５５６︵日
３月 日㈰ ８時〜 日㈪ ８
時︶ 〇自死遺族傾聴電話︵N
PO法人グリーフケア・サポー
トプラザ︶☎ ・３７９６・５
４５３︵日３月 日㈫〜 日㈮
時〜 時︶ 〇自死遺族相
談ダイヤル︵自死遺族のための
電話相談︶︵NPO法人全国自
死遺族総合支援センター︶☎
・３２６１・４３５０︵日３月
日㈭〜 日㈯
時〜 時︶
〇東京都自殺相談ダイヤル〜
こころといのちのほっとライン
〜︵NPO法人メンタルケア協
議会︶☎０５７０・０８７４７
８︵日３月 日㈪〜 日㈮
時間︶ 〇有終支援いのちの山
彦電話〜傾聴電話〜︵NPO法
人有終支援いのちの山彦電話︶
☎ ・３８４２・５３１１︵日
時〜 時
３月 日㈰まで
︵金曜日のみ 時〜 時︶／他
※フリーダイヤル以外は有料
※０５７０で始まるナビダイヤ
ルは携帯電話の無料通話、かけ
放題プランなどの対象外／問東
京都福祉保健局保健政策部健康
推進課自殺総合対策担当︵☎
・５３２０・４３１０︶

14

（以下は広告枠です）
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13

55

17

15

23
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16
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12

58

10

31

24

69

応急救護体験、初期消火体験、
煙体験、ミニ消防車体験、消防
車と記念撮影、消防PR、防災
ワークショップ、防災スタンプ
ラリーを実施／日３月９日㈯
時〜 時︵荒天時は 日㈰︶
／場都立秋留台公園中央広場／
費無料／他※順延時︵ 日︶は、
煙体験、ミニ消防車体験無 ※
天候などで変更の場合有、協

16

10

30

03
24

24

18

10

03

03
15

19

20

11

11

29

22 12

24

13

成年後見制度の専門家︵司法
書士︶による権利擁護相談会を
開催します。／日３月 日㈫
時〜 時︵１人 分︶／場五
日市地域交流センター２階会議
室／対市内在住で、成年後見制
度や判断能力が不十分な方の支
援について相談したい方／定３
人／他３月 日㈪までに電話で
申込み／問あきる野市社会福祉
協議会相談支援係︵☎５３３・
３５４８︶

市立小中学校
PTA連合会主催の献血
日㈰ 秋留野広

21
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22

23
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10

30

13

60

13

13

15

12

65

10

40

12

10

18

10

11

シルバー人材センター
﹁パソコン自由講座﹂

14

自由な時間に自由な内容の講
座を受けられる﹁パソコン自由
講座﹂です／日３月４日㈪から
随時受付︵受講時間自由︶／他
個別受講︵１人︶、グループ受
講︵グループ割引有︶ができま
す。※受講料など詳しくは、お
問い合わせください。本人が電
話か直接窓口で申込み／問︵公
社︶あきる野市シルバー人材セ
ンター︵☎５５８・１４１４︶

15

30

16

日・場〇３月

17

シルバー人材センター
刃物研ぎ

14

16 16

14

24

日〇３月 日㈬ ９時〜 時
︵場所…シルバー人材センタ
ー︶ 〇３月 日㈭ ９時〜
時︵場所…五日市ひろば︶／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
13

☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成31年（2019年）３月１日
（７）

