12

11

第

回三多摩写真連合
ルピアの会写真展

90

時
日９月７日㈯〜 日㈰
〜 時／場あきる野ルピア４
階展示室／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

56

時開演︵
日９月 日㈰
時 分開場︶／場福生市民会
館小ホール／講福田夏絵さん
︵指揮︶／費無料／他ヴィヴ
ァルディ調和の霊感第 番、
ＪＳバッハヴァイオリン協奏
曲第１番／問ＮＰＯ法人市民
溝口☎５５
プロジェクト
０・３７２１

あきる野シティ・
チェンバーオーケストラ
演奏会

17

市民のひろば

あきる野シルバー麻雀同好

Ｂ／講倉部白雲さん／費無料
／他仏像、欄間、レリーフ、
鎌倉彫など 点／問白雲木彫
会 田中☎５５８・３１２１

交通事故など第三者から受けたけがや病気は︑加入の健康保険へ届出しましょう！
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20

６面のつづき

11

30

20

30

都立秋留台高等学校
公開講座 パソコン教室
︵初心者〜初級︶
日 月 日㈯・ 日㈯ ９時〜
時／場都立秋留台高等学校Ｐ
Ｃ室／定 人︵抽選︶／費千円
／他９月２日㈪から 日㈮まで
に、はがきに講座名、住所、氏
名︵ふりがな︶、電話番号を記
入し、送付／問都立秋留台高等
学校 和田 ︵〒１９７ー０８１
２ 平沢１５３ー４、☎５５
９・６８２１︶

長ズボン︶、靴、帽子など／費
１人 円／他９月 日㈫︵必着︶
までに、往復はがきかメールに、
①イベント名、②参加者全員の
掲載に関する問合せ
氏名︵ふりがな︶、③参加者全
市長公室
員の年齢、④住所、⑤前日に連
直通５５８・１２６９
絡のつく電話番号、⑥このイベ
ントを知ったきっかけ、⑦メー
ルの方は返信メールアドレス記 日日時︵時間は 時間表示︶／
入し、申込む ※往復はがき… 場場所／活活動内容／講講師／
返信用表面に、代表者の住所、 入入会金／会会費／費費用／他
氏名を記入 ※メール…件名に その他／問問合せ
﹁赤トンボを探そう！申込﹂と
入力 ※締切後１週間経っても
会 員 募 集
イベントの案内がない方は、お
問い合わせください ※天候な
どで、変更や中止の場合あり／
さわやか
問小峰ビジターセンター︵〒１
時〜 時／場
９０ー０１５２ 留原２８４ー 日毎週金曜日
１、☎５９５・０４００、
k 五日市ファインプラザ／活バド
︶ ミントン、初心者歓迎／会月５
omine@tokyo-park.or.jp
００円／問藤山☎５９６・３７
３５

西多摩建設事務所からの
工事に伴う
通行規制のお知らせ

日毎月４回 ９時 分〜 時／
場あすなろみんなの家２階／活
冷暖房の効いた部屋で、いすと
テーブルで高齢者に最適の麻雀
です／入千円／会年２千円／問
羽生田☎０８０・１０６５・６
６０６

作って吹こう日本の横笛
時／
日９月 日㈬・ 日㈬
場五日市地域交流センター／活
しの笛を塩ビ管で代用して作り、
日本の歌を吹く／費無料／問木
村☎５９８・１１３１

講 演 会 な ど

10

楽しく詩吟体験を
初心者経験者も健康増進
の為ご一緒に

時 分から
日９月 日㈰
／場あきる野ルピア４階会議
室／講日本吟道学院の教授／
費無料／他漢詩和歌俳句歌謡
吟詠を皆さんと／問草花詩吟
同好会 岸野☎５５９・２５
４７

13

麗和サロン

時 分
日毎月第２木曜日
〜 時／場中央公民館３階音
楽室／講三浦純子さん／費無
料／他皆さん、色々な歌を楽
しく歌いませんか／問寿大学
コーラス部 小林☎５５９・
５３６０

30

50

東京都では、秋川街道︵主要
地方道第 号青梅あきる野線︶
の二ツ塚峠付近において、道路
沿いの斜面の崩壊を未然に防ぐ
ための対策工事を実施していま
す。これに伴い、工事箇所に面
した道路において片側交互通行
規制を行っています。沿道にお
住まいの方や、通行する方には
ご不便をおかけしますが、ご理
解とご協力をよろしくお願いし
ます。
▽通行規制期間 令和２年３月
まで︵予定︶
▽問合せ 東京都西多摩建設事
務所あきる野工区︵☎５９５
・１１３７︶

白雲木彫会作品展
時〜
日９月６日㈮〜８日㈰
時︵６日は 時から︶／場イ
オンモール日の出イオンホール

11

30

11

17

秋川
街道

13

（以下は広告枠です）

15

14

21

９月は東京都の
自殺対策強化月間です
気づいてください！
体と心の限界サイン

話〜︵NPO法人有終支援いの
c-jp.com/ti/tokyo-koso
︶参照／問㈱東京リーガ
ちの山彦電話︶…☎ ・３８４
date/
２・５３１１ ９月 日㈪まで ルマインド︵☎ ・５９１３・
時〜 時︵金曜日のみ 時 ６２２５︶
〜 時︶ ○ＬＩＮＥ相談︵ア
オープンホスピタル開催
カウント名…相談ほっとＬＩＮ
Ｅ＠東京︶ ９月 日㈪まで
日９月７日㈯ ８時 分〜 時
時〜 時 分／他フリーダイ ／場公立阿伎留医療センター１
ヤル以外は有料、０５７０で始 階患者情報センター／内アロマ
まるナビダイヤルは携帯電話の ハ ン ド マ ッ サ ー ジ 、 糖 尿 病 相
無料通話、かけ放題プランなど 談、歯科相談／問公立阿伎留医
の対象外／問東京都福祉保健局 療センター看護部︵☎５５８・
保健政策部健康推進課自殺総合 ０３２１︶
対策担当︵☎ ・５３２０・４
地域就職面接会
３１０︶
時〜 時︵受
日９月 日㈮
西多摩療育支援センター講座
付は 時 分〜 時︶／場東京
﹁自閉症スペクトラムの
基本的理解と支援について﹂ 都立多摩職業能力開発センター
︵昭島市東町３ー６ー ︶／対
日９月 日㈭ ９時 分〜 時 多摩地域で就職を希望する方／
分／場あきる野ルピア３階ル 他○予約不要。面接希望数の履
ピアホール／講泉幸枝さん︵西 歴書持参 ○参加企業… 社
多摩療育支援センター言語聴覚 ︵予定︶ ○面接会直前対策セ
士︶／対自閉症・広汎性発達障 ミナー…午前 時〜正午︵開場
害の家族、支援に関わる方／定 は午前９時 分︶／定 人︵申
１３０人︵申込み順︶／費１２ 込み順︶／主東京しごとセンタ
００円︵講座料、資料代︶／他 ー多摩、青梅線沿線地域産業ク
乳幼児の同席不可、ファックス、 ラスター協議会／問東京しごと
郵送、メールのいずれかの方法 センター多摩︵☎０４２・３２
で申込み。コーディネーターへ ９・４５２４︶
の申込み可。詳しくは、西多摩
里山の生きもの調査隊
療育支援センターホームページ
﹁赤トンボを探そう！﹂
参照／問西多摩療育支援センタ
参加者募集
ーコーディネーター西村・古川
時〜 時 分
︵〒１９７ー０８３２ 上代継 日９月 日㈰
ー６、☎５５９・２２４１、 ／場都立小峰公園、小峰ビジタ
５３２・５０７２、
ーセンター／内○赤トンボの生
n-cw
︶
息数調査…公園内のふれあい広
@kakufuh.com
場でトンボ調査。初心者大歓
令和元年度
迎！トンボを捕まえるコツ、見
東京都子育て支援員研修
つけ方からお教えします。 ○
︵第２期︶の受講者募集
ガイドウォーク…﹁赤トンボは
何種類もいるって本当？﹂﹁秋
になるまでどこにいたの？﹂実
際に園内で赤トンボを観察しな
がら、彼らの謎に迫ります！／
対５歳以上の子どもとその保護
者／定 人︵抽選︶／持飲み物、
雨具、動きやすい服装︵長袖・

29

29

13

16

10

10

30

24

11

30

18

12

12

11

21

12

22 12

15

30

内子育て支援分野で従事する上
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ドホーム
ページ︵ http://partner.le
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自殺防止！ 東 京 キ ャ ン ペ ー ン
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○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︶…☎０１
２０・ ・９０９０ ９月２日
㈪ ５時 分まで ○多重債務
１１０番︵東京都消費生活総合
センター︶…☎ ・３２３５・
１１５５ ９月２日㈪・３日㈫
９時〜 時 ○自殺予防いの
ちの電話［︵一社︶日本いの ち
の 電 話 連 盟 ］ … ☎ ０ １ ２０・
７８３・５５６ ９月 日㈫８
時から 日㈬８時まで ○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・４３５
時
０ ９月 日㈯〜 日㈪
〜 時 ○自死遺族傾聴電話
︵NPO法人グリーフケア・サ
ポートプラザ︶…☎ ・３７９
６・５４５３ ９月 日㈫〜
日㈮
時〜 時 ○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︶…☎０
５７０・ ・７４７８ ９月
日㈯〜 日㈬
時間 ○有終
支援いのちの山彦電話〜傾聴電
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☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
令和元年（2019年）９月１日
（７）

