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にこにこ離乳食教室
▽ごっくん︵１回食︶コース
離乳食の開始時期と１回食の
進め方、身近な食材から簡単
に作れる離乳食づくりの実演
と試食です。
●日時…２月
日㈭ 午前 時
分〜 時 分︵ 時から受
付︶
●場所…あきる野保健相談所
●対象…おおむね４か月から６
か月までの子どもの保護者
●定員…
人︵申込み順︶
●その他…保育室あり︵対象乳
児のみ、教室予約時に要申請︶
▽申込み・問合せ 健康課母子
保健係︵直通５５８・５０９
１︶
10

保育施設︵２次募集︶
入所申請受付
一次募集の結果、定員に空き
のある市内保育所、小規模保育
事業所、認定こども園の４月入
所申請︵２次募集︶の受付を行
います。詳しくは、お問い合わ
せください。
▽受 付 期 間 １ 月 日 ㈮ ま で
︵土曜・日曜日を除く午前８
時 分〜午後５時 分︶
▽受付・問合せ 保育課保育係、
五日市出張所︵受付のみ︶

２月の乳幼児歯科健診

その他の相談（随時）

▽申込み・問合せ 子ども家庭
支援センター子育て支援事業
係︵☎５５０・３３６１︶

ハッピーベビークラブ
平日コース︵３日制︶

20

▽マタニティライフクラス︵１
日目︶ 妊娠中の心と体の変
化とお産の話、妊婦体操、
﹁ママやパパになる自分をイ
メージしてみよう！﹂
●期日…２月
日㈭
▽食べて・歯っぴいクラス︵２
日目︶ 歯科健診︵妊婦の方
のみ︶、歯科医師から﹁妊娠
中のお口のケアについて﹂、
歯科衛生士と話そう、妊娠中
の食生活︵試食付︶
●期日…２月
日㈭
▽子育て準備クラス︵３日目︶
保育のポイント、体験︵赤ち
ゃんのお風呂、おむつ交換、
妊婦体験︶、妊娠期からの絵
本の活用
●期日…３月５日㈭
▽時間 午後１時 分〜４時
▽場所 あきる野保健相談所
▽対象 妊娠週数がおおよそ
週から 週︵出産予定日が令
和２年４月から６月︶までの
妊婦とその家族
人︵申込み順︶
▽定員
▽申込み・問合せ 健康課母子
保健係︵直通５５８・５０９
１︶
30

﹁ここるの﹂
子育て情報
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︵あきる野ルピア２階︶
▽子育て講座﹁楽器で遊ぼう﹂
楽器を使って親子で楽しく遊
びます。
●日時…１月
日㈮ 午前 時
分〜 時 分
●場所…子ども家庭支援センタ
ー研修室
●講師…吉野良子さん︵音楽療
法士︶
●対象…１歳の子どもとその保
護者
●定員…
組︵申込み順︶
●費用…無料
▽子育て講座﹁ベビーマッサー
ジ﹂ 子どもの体に触れ、親
子でスキンシップを楽しみま
す。
●日時…２月
日㈮ 午前 時
分〜 時 分
●場所…子ども家庭支援センタ
ー研修室
●講師…園田美保さん︵ベビー
ボンディングケアインストラ
クター︶
●対象…生後３か月から７か月
までの子どもとその保護者
●定員…
組︵申込み順︶
●持 ち 物 … 飲 み 物 、 バ ス タ オ
ル、レジャーシート
●費用…３００円︵オイル代︶
▽申込み方法 １月 日㈭から
電話で申し込んでください。
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１月の健康相談

▽期日・受付時間
●４日㈫・
日㈫・ 日㈭…午
前９時〜 時
●３日㈪…午後１時
分〜２時
分
▽場所 あきる野保健相談所
▽内容 歯科医師による口の中
の健康診断
▽対象 ４歳未満の子ども
人︵申込み順︶
▽定員
▽申込み・問合せ 健康課母子
保健係︵直通５５８・５０９
１︶

（以下は広告枠です）

大悲願寺（節分会）

二宮神社（節分祭）

相談先が不明な場合や日常の悩みごとなどに、市職員
が担当窓口のご案内や専門の相談員を紹介する等解
決に向けたお手伝いをします。
○予約・問合せ 市民課市民相談窓口係
（直通５５８−１２１６）

にぎ

はやし
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阿伎留神社（節分祭）

○市役所
● 税務相談…３日㈪
● 不動産取引相談…４日㈫
● 相続・遺言など暮らしの手続相談…７日㈮
● 交通事故相談…12日㈬
● 法律相談…18日㈫・25日㈫
● 登記相談…21日㈮
● 人権身の上相談…28日㈮
○五日市出張所
● 法律相談…６日㈭
● 行政相談…26日㈬
○時間 午後１時30分〜４時30分
○予約 市民相談は、全て予約制で随時、電話で受け
付けています。ただし、同一種類の相談を相談終了
時まで複数回予約することはできません。

春の訪れを告げる伝統行事「節分」。今年も阿伎留神社、大悲願寺、二宮神社で節分祭・会が
行われます。豆まきだけでなく、東京都の指定民族無形文化財の認定を受けている「秋川歌舞伎」
の一部上演やお囃子などの郷土芸能が花を添え、多くの人で賑わいます。
〇期日 ２月３日㈪
〇場所 阿伎留神社、大悲願寺、二宮神社
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▽期日・場所
● 日㈪…五日市ファインプラ
ザ正面入口
▽時間 午後１時 分〜３時
分
▽内容 血圧・体脂肪率、足指
力測定、保健師･栄養士によ
る健康や栄養に関する相談
▽受付 当日、会場へ
▽問合せ 健康課健康づくり係
︵直通５５８・１１８３︶

予約制の相談

今年も節分祭・会が開催されます！
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〇内容
・阿伎留神社（節分祭）…お囃子（午後１時）、
神事・豆まき（午後２時）
・大悲願寺（節分会）…お囃子（午後１時）、
お練り（午後２時）、豆まき（午後２時45
分）
・二宮神社（節分祭）…お練り（午後５時30
分）、秋川歌舞伎の一部上映（午後６時）、
豆まき（午後６時10分）
〇問合せ 観光まちづくり推進課観光まちづく
り推進係（☎５９５−１１３５）

２月の市民相談（予約制・無料）

観光情報 東京のふるさと あきる野
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納税などには便利な口座振替をご利用ください
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昨年、東京都が実施した「みんな
でラジオ体操プロジェクト」動画コ
ンクールで、あきる野市が「優秀賞」
を受賞しました。
撮影に協力いただ
いた方々に感謝申し
上げます。
※動画は右のコード
からご覧ください。
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フォトニュース
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令和２年（2020年）１月15日
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