順︶／持エプロン、三角巾、タ
オル、筆記用具／費５００円／
他○西多摩地域消費者行政事務
連絡会・東京都多摩消費生活セ
ンター主催 ○１月 日㈭から
電話で申込む／問羽村市産業振
興課消費生活係︵☎５５５・１
１１１内線６４０︶

の入学資格がない方︶／他１月
日㈮︵消印有効︶までに願書
を送付するか直接窓口で申込む
／問千代田区立神田一橋中学校
︵〒１０１ー０００３ 千代田
区一ツ橋２ー６ー 、☎ ・３
２６５・５９６１︶
14

災害特別措置のご案内

24

03

13 10

ォンは用意します。／日１月
日㈬、２月 日㈮、３月 日㈫
時〜 時／場︵公社︶あき
る野市シルバー人材センター／
定３人︵申込み順︶／費無料／
問︵公社︶あきる野市シルバー
人材センター︵☎５５８・１４
１４︶

体育室
・ MOEKO
▽講師
Asami
さん
▽対象 年中〜中学生
▽費 用 ︵ 月 額 ︶ ３ ２ ０ ０ 円
︵エンジョイクラス︶、４３
００円︵スキルアップクラス︶
※別途年会費あり
▽申込み・問合せ 五日市クラ
ブ︵☎０８０・２３９２・１
２１２︶

五日市クラブ
チアダンスメンバー募集中
▽クラス・期日
●エンジョイクラス…毎週木曜
日
●スキルアップクラス…毎週金
曜日
▽時間︵各クラス共通︶ 午後
５時〜６時、６時〜７時
▽場所 五日市ファインプラザ

講 演 会 な ど

第９回おとなも楽しむ
おはなし会
時 分〜 時
日１月 日㈯
／場東部図書館エル３階エルホ
ール／費無料／他日本や世界の
昔話やグリムを語ります。／問
絵本とおはなしの会 橋☎５５
９・０７６４

初級囲碁教室

時〜／場野
日１月 日㈰
辺地区会館／費無料／他小学
生、中学生、一般団体各部締
切りは 日㈮／問秋川かるた
会 水野☎０９０・４４１０
・８０８０

時〜 時／
日２月２日㈰
場あきる野ルピア３階産業情
報研修室／費無料／他学校の
悩みや思いを語り合いましょ
う／問くさしぎ 佐橋☎５９
６・４５６９

﹁聞こう︑話そう︑学校の悩み﹂

市民のプラットホーム

14

日２月６日㈭ ９時 分〜／
場秋川ふれあいセンター／費
５００円／他障がい者の自立
生活を扱った作品／問あきる
野市障がい者団体連絡協議会
森田☎０８０・３６０４・
４０５８

映画﹁道草﹂上映会

14

凡例…内内容／日日時︵時間は
時間表示︶／場場所／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

碁連盟
７８

第 回新春百人一首大会

田中☎５５９・０４

市民のひろば
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

赤色立体地図で見る︑
秋川流域のおもしろさ

13

時〜 時／
日２月１日㈯
もみじ会
場五日市地域交流センター３
日毎週月曜日︵月４回︶／場中 階まほろばホール／講千葉達
央公民館／活アメリカ人の先生 朗さん︵赤色立体図発明者︶
を囲んで英会話を学んでいます。 ／費５００円／他秋川流域の
／会月３千円︵部屋代別︶／問 地質の面白さを学ぶ／問秋川
山本☎５５９・１１５７
流域ジオの会 池田☎０８０
・５４７０・１５８８

会 員 募 集

24

シルバー人材センター
女性委員会主催講演会
﹁好印象を与えるための
カラーコーディネート﹂

45

24

時 分〜 時
日２月 日㈬
分︵ 時 分開場︶／場あき
る野ルピア３階集会室／講岩下
佳代さん︵ブラッシュアップス
︶／
タジオ color wonderful
対原則市内在住で 歳以上の女
性の方︵未入会︶／定 人︵申
込み順︶／持筆記用具／費無料
／他２月７日㈮までに申込む／
問︵公社︶あきる野市シルバー
人材センター︵☎５５８・１４
１４︶

12

29

15

西多摩地域市町村共催
消費生活講座
﹁エコクッキング
〜熱源と材料を
無駄なく使う〜﹂

26

24

第 回あきる野市民
チャリティゴルフ大会
参加者募集
内障がい者・高齢者などへの社
会福祉事業に貢献することを目
的に、チャリティゴルフ大会を
開催します。／日４月 日㈮／
場東京五日市カントリー倶楽部
［南東コース︵キャディ付、セ
ルフ︶、西南コース︵キャディ
付︶、東西コース︵セルフ︶］
／対チャリティゴルフの趣旨に
賛同できる方／定︵申込順︶○
キャディ付…１２０人○セル
フ…１２０人／費○キャディ付
︵・ゲスト…１２１９０円・倶
楽部会員…８１５０円・倶楽部
友の会…１１４８５円○セルフ
︵・ゲスト…９６９０円・倶楽
部会員…５６５０円・倶楽部友
の会…８９８５円︵昼食付、消
費税・利用税別︶○参加費…３
千円／他申込書に参加費を添え
て実行委員会事務局へ申込む／
問あきる野市民チャリティゴル
フ大会実行委員会事務局［あき
る野市社会福祉協議会秋川事務
所︵☎５９５・９０３３︶、五
日市事務所︵☎５９５・０８１
８︶、※土曜・日曜日、祝日を
除く］

らくらくスマホ無料体験会

日１月 日㈯〜２月９日㈰ 毎
週土曜・日曜日 ９時 分〜
時 分／場中央公民館／講西田
久承さん／費５００円／他囲碁
を始めて２、３年の方対象。定
員 人︵申込み順︶／問秋川囲

16
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（以下は広告枠です）

24

10

30

50

13

24

︵国の教育ローン︶
﹁令和元年分
公的年金等の源泉徴収票﹂
内﹁国の教育ローン﹂は、高校
が送付されます
や大学などに入学、在学する子
内老齢、退職を支給事由とする どもがいる家庭を対象とした公
年金を受けている方に、支払わ 的な融資制度です︵子ども１人
れた年金額や源泉徴収税額など につき３５０万円以内、返済期
をお知らせする﹁令和元年分公 間は 年以内︶。り災証明書か
的年金等の源泉徴収票﹂が日本 被災証明書などを受けている方
年金機構から送付されます︵※ を対象に、金利引き下げなどの
所得税の確定申告の際に必要な ﹁災害特例措置﹂を実施してい
書類となります。※遺族年金や ます。詳細は、日本政策金融公
障害年金は所得税法上、非課税 庫ホームページ︵ https://ww
のため﹁源泉徴収票﹂は送付さ
w.jfc.go.jp/n/finance/sea
︶参照／問
れません。※紛失や届かない方
rch/ippan.html
は、青梅年金事務所へ︶。／問 教育ローンコールセンター［☎
源泉徴収票の再発行…青梅年金 ０５７０・００８６５６︵ナビ
事務所︵☎０４２８・ ・３４ ダイヤル︶］
１０︶
ミドル・シニア向け
放送大学４月生募集
再就職・創業支援セミナー
〜効果的な再就職活動を
内放送大学では、２０２０年度
するために〜
第１学期︵４月入学︶の学生を
募集しています。放送大学はテ 内第１部では、仕事の探し方や
レビなどの放送やインターネッ 応募書類の作成、面接の受け方
トを利用して授業を行う通信制 などの﹁再就職セミナー﹂と、
の大学です。心理学・福祉・経 自分の得意なことを仕事にして
済・歴史・文学・自然科学など、 いく﹁創業セミナー﹂を実施し、
幅広い分野を学べます。／他３ 第２部では就職面接会を開催し
時〜
月 日㈫までに申込む／問放送 ます。／日１月 日㈮
時 分︵セミナー︶、 時
大学東京多摩学習センター︵☎
分〜︵面接会︶／場あきる野ル
０４２・３４９・３４６７、
︶
ピア３階産業情報研修室／講ハ
http://www.ouj.ac.jp
ローワーク青梅就職支援ナビゲ
千代田区立神田一橋中学校
ーター、ビスタ相談員／対ハロ
通信教育課程生徒募集
ーワークで求職申込みをしてい
るおおむね 歳以上の方／定
人︵予約制︶／他電話か直接窓
口で申込む／問ハローワーク青
梅職業相談コーナー︵☎０４２
８・ ・９１６３︶
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時〜／対都内
日２月１日㈯
に在住・在勤で、次の全てに該
当する方︵①昭和 年３月 日
以前の尋常小学校卒業者、国民
学校初等科修了者、②高等学校

17

28

15

15

内災害時には、普段どおりの食
事ができないことがあります。
一方では、食べ残し、売れ残り
や期限が近いなど様々な理由で、
食べられるのに捨てられてしま
う﹁食品ロス﹂も、大きな問題
になっています。いざという時
に備え、限られた熱源で美味し
く調理できる方法を学び、大切
な食べものを無駄なく食べきる、
環境面や家計面にも優しいエコ
クッキングを紹介します。／日
時〜 時／場羽
２月 日㈮
村市消費生活センター２階調理
室／講鈴木佳世子さん︵料理研
究家、防災クッキングアドバイ
ザー︶／対西多摩地域在住・在
勤・在学の方／定 人︵申込み

11

45

30

25

25
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31
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24

内スマートフォンに興味がある
方や触ってみたい方などに体験
していただきます。スマートフ

30

20

10

21

13 12

14

官公庁
などからの
お知らせ
24

14

30

ネット
ワーク
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☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
令和２年（2020年）１月15日
（５）

