ネットワーク
官公庁など か ら の お 知 ら せ

時 分〜 時 分／場東部図
書館エル／活初心者経験者も
可。見学可。初釜、浴衣会、
茶会あり。／会月千円︵お菓
子代は実費︶／問小岩井☎５
５９・２４０７

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

市民のひろば
掲載に関する問合せ
市長公室
直通５５８・１２６９

アラジンマジッククラブ

時
日第１・第３火曜日
分〜 時 分／場秋川ふれあ
いセンター／活楽しいマジッ
クを習得して皆さんに披露し
ましょう。／会月５００円／
問嶺井☎０９０・６１４９・
７７５３

日月２回第２・第４日曜日
時 分〜 時／場あきる野
ルピア会議室／活年長さんか
ら中学生まで学区を越えて楽
しく練習中／入５００円／会
小学生・中学生１５００円、
年長千円／問ＮＰＯ法人市民
溝口☎５５
プロジェクト
８・６７０８

あきる野児童合唱団
﹁アヴニール﹂

19

を迎えたときの医療・ケアの選
択の生前意思表示ＡＣＰ︵アド
バンス・ケア・プランニング︶、
Ｑ＆Ａ／定５００人︵申込み
順︶／他直接会場へ／問公立阿
伎留医療センター︵☎５５８・
０３２１︶

日毎月第２・第４日曜日︵雨天
中止︶／場五日市駅周辺／活五
日市周辺の低山歩き、地図読み
など中高年初心者向き／問木村
☎５９８・１１３１

男声合唱団秋川

16

30

日毎月７日、土曜・日曜日
時〜 時／場あきる野市乙
津 工房竹燈／活子どもに刃
物の使い方の指導、会員の自
由作品作り／会月２５０円／
問竹田☎０８０・１０４１・
４６３４

はればれ竹クラブ

12

講 演 会 な ど

合気道基本技無料体験会

時〜／場秋
日４月 日㈮
川体育館柔道場／講天野成子
さん／他護身武術合気道基本
技の体験会／問あきる野市合
気道連盟 澤﨑☎０９０・４
７３１・８０９４

（以下は広告枠です）

30

30

21

30

水道使用の
日日時︵時間は 時間表示︶／
開始や中止のときは
場場所／活活動内容／講講師／
内水道局多摩お客さまセンター 入入会金／会会費／費費用／他
に連絡してください︵インター その他／問問合せ
ネット申込み可︶。／他○受付
時間…８時 分〜 時︵日曜日、
会 員 募 集
祝日を除く︶／問水道局多摩お
客さまセンター［☎０５７０・ あきる野山歩会
０９１・１００︵ナビダイヤ
ル︶、☎５４８・５１００］

金曜リラックスストレッチ

時 分〜
日毎月２回木曜日
／場中央公民館集会室／活毎年
秋流合唱祭・市民文化祭に出演
しています。／会月２千円／問
大西☎０９０・９９７４・６５
３５

太極拳教室﹁仲良し﹂

知足会

10

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／
主主催／問申込み・問合せ

時 分〜
日毎月第４木曜日
時︵８月、 月を除く︶／場
西多摩医師会館／対糖尿病患
者、糖尿病予備群︵家族の方も

糖尿病教室﹁糖尿病の
すべてが学べます﹂

の上、メールに申込書を添付し、
小規模事業者のための
申込む︵中学１年生のみ４月
個別金融相談会
日㈬まで申込み可︶／問あきる
野市陸上競技協会︵
info@a 日令和３年３月までの原則毎月
時〜 時︵要予
第２木曜日
︶
kiruno-aa.tokyo
約︶／場あきる野商工会／対市
パパ向け子育て応援講座
内小規模事業者、新規創業者な
子どもと製作！
ど／持○個人事業の方…平成
ママへの感謝を伝えよう
年、令和元年分の所得税確定申
告書と決算書 ○法人の方…過
去２期分の法人税確定申告書と
決算書／他○決算後６か月を経
過している場合は、直近の合計
残高試算表か事業実績内容の分
かる帳簿など ○借入金残高の
ある方…借入金の明細書 ○設
備資金で申込みの方…見積書
○創業融資で申込みの方…創業
計画書︵所定様式︶※子どもの
教育費が必要な方は教育資金の
相談可／問あきる野商工会︵☎
５５９・４５１１︶

内パパと子どもで、母の日ギフ
トを一緒に作ります。製作後は、
先輩パパから﹁夫婦の仲を保つ
秘訣﹂を伝授してもらいます。
パパ同士の話も楽しめます。マ
マは少しの時間、おひとりさま
を満喫してください。／日５月
９日㈯ ９時〜 時／場秋川ふ
れあいセンター２階寿の間︵和
室︶／講斎藤哲さん︵ＮＰＯ法
人オトナノセナカ︶／対未就園
児の子どもとその父親／定 組
︵申込み順︶／費５００円︵材
料費︶／他○講話中は、同室で
見守り保育あり。保育ボランテ
ィア募集中 ○電話かメールで
申込む︵メールの方は、次のコ
ードから︶／問あきる野市社会
福祉協議会あきる野ボランティ
ア・市民活動センター︵☎５９

１７１︶

５・９０３３、
volunteer- 可︶／費無料／問︵一社︶西多
︶ 摩医師会︵☎０４２８・ ・２
c@akiruno-shakyo.or.jp

阿伎留医療・介護アカデミー
フォーラム市民公開健康講座
﹁人生会議﹂

裏千家茶道教室

時〜 時／場
日毎週土曜日
秋川体育館第１トレーニング室
／活健康体操︵トリム体操︶／
入５００円／会月１５００円／
問滑川☎５５８・２６７８

健康体操あじさいクラブ

日毎週金曜日 ９時〜 時／場
秋川体育館剣道場／活楽しみな
がら健康維持。太極拳を始めま
せんか。／入千円／会月２５０
０円／問野口☎５９５・２９０
１

30

体育協会社交ダンス
初心者講習会受講者募集
内ジルバ、ブルース、ワルツ、
タンゴ、ルンバ、チャチャチャ
を行います。正しい技術を分か
りやすく、楽しく指導／日４月
６日〜令和３年３月までの毎週
月曜日︵祝日を除く︶ 時 分
〜 時 分／場中央公民館３階
集会室／講ＪＤＳＦ公認指導員
／対社交ダンス未経験者、初
心者／定男女各 人︵年齢問わ
ず、申込み順︶／費月２千円／
主あきる野市ダンススポーツ連
盟／問ダンススポーツ連盟 福
田︵☎０９０・５８０３・１１
７９︶
15

体育協会
第 回あきる野ジュニア
陸上競技記録会参加者募集

15

30

21

19

13

30

家では、なかなかやらない専
門的な部位を含めた全身の筋肉
をゆっくり伸ばします。肩こ
り・腰痛予防、柔軟性を増すこ
とで基礎代謝を上げダイエット
にも効果のあるコースです。普
段運動しない方、身体を動かす
のが苦手な方も参加できる内容
です。
▽日時 毎月第１・第３金曜日
午後２時〜３時 分
▽場所 五日市会館
▽講師 伊東翼さん
▽対象 成人の方
▽持ち物 ヨガマット
▽費用 １回５００円︵初回無
料、別途年会費あり︶
▽申込み方法 メールか電話で
申し込んでください。
▽申込み・問合せ 五日市クラ
ブ︵☎０８０・２３９２・１

12

24

12

20

30

16

16

10

15

申込み用
コード

２１２、
info@itsukaic
日第２・第４木曜・土曜日
︶
hiclub.com

13

30

12

13

13

45

22

20

令和２年度
時〜 時︵
日５月 日㈯
東京都子育て支援員研修
時 分開場︶／場秋川キララホ
︵第１期︶の受講者募集
ール／内○講演…﹃自分らしい
子育て支援分野で、必要な知 最期を迎えるために、お元気な
識や技能などを有する﹁子育て うちに﹁人生最終章におけるＡ
支援員﹂の養成研修︵地域保育 ＣＰ︵人生会議︶﹂が大切です﹄
講師…矢嶋幸浩さん︵公立阿
コース︶。詳細は、︵公財︶東
京都福祉保健財団ホームページ 伎留医療センター副院長︶ ○
︵ http://www.fukushiza 講演…﹃看護師が支援するエン
idan.jp/111kosodateshie ドオブライフ・ケア﹄講師…芦
名みどりさん︵公立阿伎留医療
センター緩和ケア認定看護師︶
○総合討論…人生の最終段階
30

13

11

15

30

23

12

︶
／問︵公財︶東京都福祉保
n/
健財団︵☎ ・３３４４・８５
３３︶

20

24

日５月９日㈯ ９時〜／場都立
秋留台公園陸上競技場／対市内
在住・在学・在クラブの小学生、
中学生／費無料／他○小学生の
メー
部…
ト︵
ル ３年生以下︶、１０
メー
メー
メー
０ ト
、８００ ト
、４×１００ ト
ル
ル
ル
リレー︵４年生以上︶、走幅跳
︵５年生以上︶ ○中学生の
メー
メー
部…１００ ト
、４００ ト
、８０
ル
ル
メー
メー
メー
０ ト
、１５００ ト
、３０００ ト
ル
ル
ル
︵２年・３年生男子︶、４×１
メー
００ ト
リレー、走幅跳、走高跳、
ル
砲丸投︵※１人２種目まで申込
み可︶ ○申込み…４月 日㈬
までに、あきる野市陸上競技協
会ホームページ︵ http://ww
︶にあ
w.akiruno-aa.tokyo
る申込用紙に、必要事項を入力
03

19

15

11

50

24

13

申込み用
コード
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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
（７）

