市民のひろば

︵２０１９年度︶音訳・
朗読学習会︵参加者募集︶

をざっくばらんに語り合いまし
ょう／問くさしぎ 佐橋☎５９
６・４５６９

掲載に関する問合せ
市長公室 直通５５８・１２６９

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

講 演 会 な ど

日９月〜令和２年２月までの第
時 分〜 時 分
３火曜日
／場五日市地域交流センター／
講関根信昭さん／費無料／他あ
なたの声を生かして音訳に挑
戦！／問音訳ボランティア え
くぼ 肥後☎０９０・４２４
３・６５８０

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／
問申込み・問合せ

糖尿病患者さんと
糖尿病予備群の方のための
﹁糖尿病１日教室﹂
内糖尿病︵糖尿病専門医︶、食
事療法︵管理栄養士︶、運動療
法︵トレーナー︶の講演／日９
時〜 時／場公立
月７日㈯
阿伎留医療センター地下１階講
堂／費無料／問︵一社︶西多摩
医師会︵☎０４２８・ ・２１
７１︶

年金相談・お手続きの際は
﹁予約相談﹂を
ご利用ください

電話☎０５７０・ ・４８９０
︵受付時間…月曜〜金曜日 ８
時 分〜 時 分︶／問青梅年
金事務所︵☎０４２８・ ・３
４１０︶
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８月 日〜９月４日
全国一斉﹁子どもの人権
１１０番﹂強化週間
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内学校における﹁いじめ﹂や家
庭内における児童虐待など、人
権問題の解決を図るため、全国
一斉﹁子どもの人権１１０番﹂
強化週間を実施します。／日８
月 日㈭〜９月４日㈬ ８時
分〜 時︵土曜・日曜日は午前
時〜 時︶／他特設電話☎０
１２０・００７・１１０︵無
料︶／問東京法務局人権擁護部
第二課︵☎ ・５２１３・１２
３４︶
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内消防自動車の展示やミニ消防
車の乗車体験、はしご車搭乗体
験︵抽選︶、初期消火体験、消
防演習などを行います。／日９
時〜 時／場イオ
月７日㈯
ンモール日の出︵西多摩郡日の
出町平井２３７ー３︶／費無料
／問秋川消防署防火査察係︵☎
５９５・０１１９︶

秋川消防署からのお知らせ
﹁あきがわ消防フェスタ
〜地域とともに〜﹂
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決のアイデアを生み出す﹁ア
イデアソン﹂を都内３地域で
開催します。／日９月 日㈰
時〜 時／場 cocobun
jプi ラザ︵国分寺市︶／定
人／費無料／他○テーマ…多
様な魅力を持つ東京の観光を
考えよう ○参加自治体…あ
きる野市、小金井市、日野市
○詳しくは、東京都オープ
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80

︶参照／問戦
/index.html
略政策情報推進本部ＩＣＴ推
進部企画課︵☎ ・５３８８
・２３３５︶

ンデータカタログサイト︵ htt
p://opendata-portal.me
tro.tokyo.jp/www/con
tents/1563774753788
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ＮＨＫ学園あきる野
オープンスクール
﹁写真実習﹂講座作品展

時
日８月 日㈫〜 日㈯
〜 時︵ 日は 時から、
日は 時まで︶／場あきる野
ルピア４階展示室／費無料／
問ＮＨＫ学園あきる野オープ
ンスクール︵☎５５０・４７
７７︶

中学校卒業程度の
認定試験

内やむを得ない事情で義務教
育諸学校に就学することがで
きなかった方、就学を猶予か
免除された方を対象に、国が
行う試験です。試験に合格し
た方には、高等学校の入学資
格が与えられます。／他○試
験日… 月 日㈭ ○試験会
場…東京都教職員研修センタ
ー︵文京区本郷一丁目３番３
号︶ ○試験科目…国語、社
会、数学、理科、外国語︵英
語︶ ○願書受付期間…８月
日㈪〜９月６日㈮／問東京
都教育庁地域教育支援部義務
教育課︵☎ ・５３２０・６
７５２︶

（以下は広告枠です）
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﹁東京都オープンデータ
アイデアソンキャラバン
２０１９﹂開催
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内東京都では、行政が保有する
データを機械判読可能な形式、
二次利用可能なルールにより公
開することで、行政の透明性や
住民サービスの向上などを目指
すオープンデータの取組を推進
しています。今年も、ITに関
する知識を問わず、多様な参加
者によるグループディスカッシ
ョンを通じて、オープンデータ
を活用した行政や地域の課題解
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内ご予約いただくと、スムーズ
に相談ができます。また、相談
内容に沿ったスタッフが事前に
準備の上、対応します。○予約
方法…相談希望日の１か月前か
ら前日までに電話で予約［※基
礎年金番号が分かるもの︵年金
手帳や年金証書など︶を準備し
てください］ ○予約相談の実
施時間…月曜日︵８時 分〜
時︶、火曜〜金曜日︵８時 分
〜 時︶、第２土曜日︵９時
分〜 時︶／他○予約受付専用
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ネット
ワーク
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市民のプラットホーム
﹁学校︑好き？きらい？﹂
時〜 時／場
日８月 日㈰
中央公民館第７研修室／費無料
／他学校についての悩みや思い
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業・就労・事業承継支援ステ
ーションＢｉ＠Ｓｔａ［☎５
１８・７７７８ 午前 時〜
午後７時︵日曜日、祝日、第
３水曜日を除く︶］
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官公庁
などからの
お知らせ
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士︶
▽定員 ５人︵申込み順︶
▽持ち物 パソコン
▽費用 無料
▽申込み・問合せ あきる野創
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２日目のカレーに注意！

Jimdo︵無料版︶を利用
して、ホームページを作ろうと
している方、創業した後の集客
方法でお困りの方向けに、分か
りやすく解説します。
▽日時 ９月 日㈫ 午後２時
〜４時
▽場所 Ｂｉ＠Ｓｔａスモール
オフィス︵あきる野ルピア２
階︶
▽講師 藤田尚美さん︵Ｂｉ＠
Ｓｔａ相談員、中小企業診断
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〜消費生活相談情報〜

くらしの 知 恵 袋

合は早く冷めるよう小分けにして
冷蔵庫に入れるなど、安全に配慮
しておいしい「２日目のカレー」
を楽しみましょう。
○あきる野市消費生活相談窓口
契約に関するトラブルや悪質商
法など、消費生活に関して困っ
たときは、一人で悩まずに気軽
にご相談ください。電話でも相
談にお答えします。
● 開設日時…毎週月曜・木曜日
午前９時〜午後４時（正午〜午
後１時を除く）
※予約の必要はありません。
● 場所…市役所１階市民相談室
※月曜・木曜日以外でお急ぎのと
きは、東京都消費生活総合セン
ターに相談してください。
○東京都消費生活総合センター
● 開設日時…毎週月曜日〜土曜日
午前９時〜午後５時
● 消費生活相談…☎０３−３２３
５−１１５５
※多重債務相談も受け付けていま
す。
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カレーの作り置き食中毒が起き
ています。
原因は「ウェルシュ菌」です。
ウェルシュ菌は人、動物、土壌、
食品などに存在しています。大量
に増殖した状態で人が食べると小
腸内でさらに増え、毒素を出して
腹痛や下痢を引き起こします。ま
た、ウェルシュ菌は生存に適さな
い環境になると、殻のような「芽
胞」を作ります。芽胞は100℃で
１時間以上の加熱にも耐えるとい
われています。すぐに食べれば問
題ありませんが、室温に放置され
温度が50℃くらいになると、熱
から生き残った細菌の胞子が発芽
して、大量に増殖すると、食中毒
を引き起こします。増殖速度が最
も早いのは45℃のため、大量の
カレー、シチュー、肉じゃが、麻
婆豆腐など、とろみがあり中心の
温度がゆっくり下がるものは注意
が必要です。大量の調理を避け調
理後はすぐに食べる、保存する場
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Bi@Sta 創業支援セミナー
無料で始めるホームページ作成
ハンズオンセミナー
〜基礎から応用まで〜

☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
令和元年（2019年）８月15日
（５）

