高齢者げんき応援事業

時

４月の
市民ギャラリー

︵中央公民館︶

▽第 回一歩会展
●日時…４月９日㈭〜
日㈰
午前 時〜午後５時︵９日は
正午から、 日は午後４時ま
で︶
●展示内容…絵画︵油、水彩、
水墨︶
●主催…一歩会
▽あきる野風景スケッチ展
●日時…４月
日㈬〜 日㈰
午前 時 分〜午後４時 分
︵ 日は午後４時まで︶

●展示内容…水彩スケッチ

考古学の始まり（座学） 舘野孝さん

地域
めぐりⅡ

6月19日、7月10日、9月25日、
10月9日の金曜日 午前9時〜正
午

市内の歴史･自然など
の地域理解と解説方法
（現地学習）

近世史

9月16日、10月14日、11月18
日、12月2日の水曜日 午後2時
〜4時30分

あきる野の近世（座学） 清水浩さん

民俗芸能

6月24日、7月22日、8月26日、9
月23日の水曜日 午後2時〜4時
30分

市内に受け継がれてい
る民俗芸能（座学）

﹁みんなで楽しくプラスワン﹂参加者募集

高齢者在宅サービスセンター
では、市内在住の 歳以上の方
を対象に次の事業を実施します
︵受付…平日午前９時〜午後５
時︶。

午前

開戸センター
︵☎５５０・２７５５︶
五日市センター
︵☎５３３・０３３０︶

▽１日麻雀デー
日㈯

〜午後４時

●日時…４月

人︵申込み順︶

●場所…五日市センター

●定員…

8月7日、9月4日、10月2日、11月
13日の金曜日 午後2時〜4時30分

時 分
▽場所 特別養護老人ホーム南
聖園１階地域交流スペース
▽内容 介護予防のためのスト
レッチ、体操、レクリエーシ
ョンなど
▽対象 市内在住の方
人︵申込み順︶
▽定員
▽持 ち 物 な ど 飲 み 物 、 タ オ
ル、動きやすい服装・靴
▽費用 無料
▽申込み方法 ４月２日㈭から
日㈭までに電話で申し込ん
でください。
▽申込み・問合せ 高齢者支援
課高齢者支援係︵直通５５８
・１９５３︶

●主催…秋川美術協会

目を記入の上、申し込んでく
ださい。

考古学Ⅱ

スワン﹂が開催されます。市で
は、高齢者が住み慣れた地域で
安心して生活できるために介護
予防を進める地域づくりに取り
組んでいます。
介護予防リーダーとは、地域
で高齢者が集う場所を作り、介
護予防につながる体操などを高
齢者の方と一緒に地域へ広めて
いくボランティアです。
▽日時 ５月 日㈪から毎週月
曜日︵第５週目、祝日、年末
年始を除く︶ 午後２時〜３
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19

坂上洋之さん
溝口重郎さん

●費用…２千円︵昼食付︶

27

10

10

市内の優れた人物の心豊
かな生き方と業績（座学）

介護予防リーダーによる介護
予防教室﹁みんなで楽しくプラ

12

19

市民解説員

10

着︶までに、はがきに、住
所、氏名、電話番号、受講科

溝口重郎さん
坂上洋之さん

6月15日、7月6日、8月3日、9月
7日の月曜日 午後2時〜4時30分

15

●対象…市内在住・在勤の方
●定員…２４０人︵申込み順︶
●費用…無料
●共催…日本放送協会
※講演会に出席された方には、
特別展﹁法隆寺金堂壁画と百
済観音﹂︵東京国立博物館で
開催︶の招待券を１人１枚差
し上げます。
▽生涯学習推進事業市民解説員
養成﹁市民カレッジ入門講
座﹂受講者募集 市の歴史、
文化、自然などを学習する
﹁市民カレッジ入門講座﹂受
講者を募集します。
●日時・内容・講師…表のとお
り
●場所…中央公民館など
●定 員 … 各 お お む ね
人︵抽
選︶
●対象…市内在住の方
●費用︵１科目︶…１５００円
●その他…全
科目を２年周期
で開講します。全単位を取得
した方が市民解説員の認定対
象になります。
※すでに単位を取得した科目は
受講不可

日㈪︵必

浦野守雄さん

30

●申込み方法…４月

野鳥観察（座学、現地
学習）

人物伝Ⅱ

中央公民館からの
お知らせ
申込み・問合せ
〒１９７ー０８１４
二宮６８３
☎５５９・１２２１

のなど︶であること
※営利目的、特定の政党、政治
団体の利害に関する事業、特
定の宗教を支持し、特定の教
派、宗派や教団を支持する事
業でないこと
●決定…企画内容などを総合的
に検討し、必要に応じてヒア
リングを実施し、社会教育委
員の会議を経て、採否を決定
します。
●申込み方法…５月７日㈭まで
に、申請書に必要事項を記入
の上、提出してください。
※申請書などは中央公民館で配
布します。
※市ホームページからダウンロ
ードできます。
▽特別展﹁法隆寺金堂壁画と百
済観音﹂関連文化講演会
●日時…４月
日㈭ 午後１時
分︵１時開場︶
●場所…秋川ふれあいセンター
●内容…講演会では、法隆寺金
堂ゆかりの美の世界を学びま
す。
●講師…瀬谷愛さん［東京国立
博物館学芸研究部保存修復課
保存修復室長︵日本絵画︶］

午後2時〜4時30分
午前9時〜午後2時
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新型コロナウイルス感染症の感染を防止するため︑イベントなどを中止・変更する場合があります
②令和２度中に 歳以上、 歳
未満の方で、心臓、腎臓や呼
吸器の機能障害、ヒト免疫不
全ウイルスによる免疫の機能
障害で、身体障害者手帳の程
度が１級の方
▽接種回数 １人１回
▽接種費用 各指定医療機関の
定める接種費用から市助成額
︵４千円︶を除いた差額が自
己負担額となりますので、接
種した医療機関へお支払いく
ださい。
＊医 療 機 関 で 接 種 費 用 が 異 な
り、初診料などがかかる場合
がありますので、必ず事前に
確認してください。
＊生活保護受給者と中国残留邦
人等支援給付受給者の方は、
全額免除になりますので、受
給者証明書を接種時に医療機
関へ提出してください。
▽その他 接種対象外の方や再
度の接種を希望される方は、
全額自己負担となります。
▽問 合 せ 健 康 課 予 防 推 進 係
︵直通５５８・１１９１︶

▽令和２年度﹁市民企画講座﹂
企画提案募集 市内の学習グ
ループなどが自主的に企画・
運営し、公民館が主催して実
施する﹁市民企画講座﹂の企
画提案を募集します。
●対 象 … 市 内 の 団 体 ・ サ ー ク
ル、市民
●募集数…おおむね７講座︵企
画提案数は１団体・１市民２
つまで︶
●内容…教養講座、現代的な課
題に取り組む講座、実用講
座、地域活性化につながる講
座などで、公共性のある学習
テーマや内容︵芸術文化を学
ぶもの、人権尊重に関するも
の、暮らしに役立つもの、地
域での子育て支援につながる
もの、まちづくりに関するも

30

高齢者肺炎球菌
予防接種︵定期接種︶
ワクチン費用を
公費助成します
高齢者の肺炎の多くは肺炎球
菌という細菌で引き起こされま
す。また、肺炎球菌が原因で、
気管支炎、副鼻腔炎、中耳炎、
髄膜炎などになることもありま
す。肺炎球菌ワクチンは、肺炎
の全てを予防するワクチンでは
ありませんが、接種することで
予防効果が期待されます。
▽対象 市内在住で、今までに
自費・公費を問わず、肺炎球
菌ワクチンの接種を受けたこ
とがない方
①令和２年度中に 歳、 歳、
歳、 歳、 歳、 歳、
歳、１００歳となる方
※今年度に限り定期接種として
の公費助成が受けられます。
公費助成で接種を希望する方
は、今年度中に接種を受けて
ください。
95

介護予防教室
﹁はつらつ元気アップ教室﹂参加者募集

20

30

※内容などは、変更になる場合があります。

60

65

衛生士、管理栄養士
▽対象 市内在住の 歳以上の
方
人︵申込み順︶
▽定員
▽持 ち 物 な ど 飲 み 物 、 タ オ
ル、筆記用具、動きやすい服
装・靴
▽費用 無料
▽その他 自宅か最寄のバス停
などから送迎しますので、希
望する方は、申込み時にお申
出ください︵定員 人︶。
▽申込み方法 ４月２日㈭から
日㈭までに電話で申し込ん
でください。
▽申込み・問合せ 高齢者支援
課高齢者支援係︵直通５５８
・１９５３︶
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奥田重俊さん
大森雄二さん
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植物観察（座学、現地
学習）

・6月1日㈪
・6月8日㈪

午前10時〜正午
午前9時〜正午

日時

科目

75

体力測定、筋力アップ体操、
栄養や口腔ケアに関する講話な
どを行います。
▽日時 ５月 日から７月９日
までの毎週木曜日 午後２時
〜３時 分︵全９回︶
▽場所 あきる野ルピア３階産
業情報研修室
▽講師 健康運動指導士、歯科
14

40

講師

・5月22日㈮
・5月29日㈮

内容

自然史Ⅱ

65

16

講座内容（各１単位）

令和２年度市民カレッジ「入門講座」

表
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☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
令和２年（2020年）４月１日
（５）

