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そ の 他

官公署
� だより

会 員 募 集

催 し

 
市民のグループ活動などを掲載して
います（政治・宗教・営利活動など
を除く）。なお、会員募集は入会金
を掲載していません。
掲載希望は、市役所広報係へ。
「催し」の掲載申し込みの締め切り日
５月15日号＝４月16日（月）
６月１日号＝５月１日（火）

市民の
� ひろば

●昭島P・T・C（硬式テニス）
月・木曜日に昭和公園で。試合のでき
る女性の方を対象。見学・体験あり。
年7000円。堀川☎090-3138-6477
●グリーンハーモニー（混声合唱）
第１・第３・第４木曜日の午後２時か
ら緑会館などで。体験あり。月2500円。
安原☎546-0543
●美墨会（水墨画）　　第１・第３水曜
日（８月を除く）の午前９時30分から
昭和会館で。初心者歓迎。見学あり。
月2000円。外山☎042-527-6205
●さくら会（カラオケ）　　第１・第３
木曜日の午前10時から公民館で。歌手
によるボイストレーニング、歌唱指導
あり。月4000円。林☎080-4360-8033
●日本の心・古典の会（古典の講読）
日曜日（月２回）の午後２時から緑会館
で。専門家による講義を交えて萬葉集
などの会読を。見学あり。１回1000円 
（資料代など）。井口☎545-8728
●炎’98（陶芸）　　月３回、午前９時
から松原町高齢者福祉センターで。60
歳以上の方を対象。11月上旬に展示
会あり。月2000円。浜口☎080-1036-
2555
●合気道昭島道場　　４歳～小学生
＝木曜日の午後６時からと土曜日の
午前９時30分から。中学生以上＝木曜
日の午後７時30分からと土曜日の午
前10時30分から。いずれも総合スポー
ツセンターで。月3000円。三澤☎090-
3408-7586
●水墨画サークル　　第１・第３月曜
日の午後１時から昭和会館などで。初
心者歓迎。見学あり。年6000円。市田 
☎541-2262

●多摩ミニテニスクラブもくせい
金曜日（月４回）の午後０時30分から
総合スポーツセンターで。中高年の方
を対象。初心者歓迎。見学・体験あり。
月1500円。松崎☎545-1955
●社交ダンス白百合　　土曜日の午
後７時から朝日会館で。初心者歓迎。
月2000円。稲葉☎542-6113
●ホワイトテニスクラブ（硬式テニス）
土・日曜日に昭和公園などで。試合の
できる方を対象。見学・体験あり。年
8000円。浦野☎541-2493
●やわら創健会　　金曜日の午後８時
から拝島会館で。経絡体操、家庭指圧 
などを。月2000円。仲矢☎042-553-0008
●着付けサークル柴古呂
第１・第３土曜日の午後３時から武蔵
野会館で。女性の方を対象。用具の
貸し出しあり。見学・体験あり。月
2000円。鈴木☎080-5042-6711
●昭島グリーンクラブ（硬式テニス）
火・木曜日に昭和公園で。18歳以上
の方を対象。初心者歓迎。年7000円。
岩田☎090-3596-4428
●バレエを楽しむ会　　水曜日（月２
回）の午後７時30分から総合スポーツ
センターなどで。18歳以上の女性の方
を対象。初心者歓迎。月4000円。橋浦 
☎545-6239
●ダンスサークルガーネット(社交
ダンス）　　水曜日の午前10時から朝
日会館で。Ａ級講師の指導あり。月
3500円。田中☎090-1460-8489
●昭島市バドミントン協会
土曜日の午後６時45分から拝島第三
小、日曜日の午後２時から中神小、水・
土曜日の午後６時30分から田中小で。
高校生以上の方を対象。シャトルを各
自で用意。見学・体験あり。年1000円。
北本☎090-9138-6090
●ポパイ（園児体操）　　水曜日の午後
３時30分から武蔵野会館などで。３～
６歳のお子さんを対象。見学・体験あ
り。１回500円。近藤☎090-4062-0168
●夜のビューティフルフラ（フラダンス）
第１・第３・第４火曜日の午後７時30
分から昭和会館などで。見学・体験あ
り。月3000円。尾越☎543-9387（夜間）
●紬の会（着付け）　　第１木曜日の午
前10時から公民館で。女性の方を対
象。初心者歓迎。見学・体験あり。月
1000円。小酒井☎545-6474（夜間）

■新入社員などに防火防災教育を「昭
島消防署」　　人事異動などが多い４
月に、消火器や消火栓の位置・使用方
法、避難経路などの確認を。また、事
業所での自衛消防訓練の実施を。同署
☎545-0119
■健康相談、訪問保健指導を実施「北
多摩地域産業保健センター」
小規模事業場で働く方やその事業者
を対象に、労働安全衛生法で定められ
た保健指導などのサービスを原則無
料で実施。事前に要申込。同施設☎
042-524-6135
■スプレーアート作品展「昭島観光ま
ちづくり協会」　　４月22日まで（４
月16日を除く）の午前９時～午後６
時に昭島観光案内所（昭島駅北口階段
下）で。「市販の缶スプレーで描く幻想
的、神秘的アート」をテーマに、市内
在住のshinichiさんの作品を展示。同
協会☎519-2114
■合同就職面接会「東京しごとセン
ター多摩」　　４月25日の午後１時～
４時（受け付けは午後０時30分～３
時）に立川商工会議所で。面接を希望
する企業の数の履歴書を持って参加
を。参加費無料。申込不要。同施設☎
042-329-4524

■平成30年度の無料入園日「国営昭和
記念公園」　　４月29日、５月20日、
10月21日・28日は入園料が無料。こ
のほか、７月28日（雨天の場合は翌日）
は午後６時以降に入園した方、９月17
日は65歳以上の方が無料に。いずれ
も駐車場は有料。同園☎042-528-1751

■認知症サポーター養成講座
５月18日の午後７時～８時30分にあ

※（　）内は、旧職です。
【部長級】（４月１日付け）
▼総務部長〔再任用〕（総務部長）佐々木 
啓雄　▼子ども家庭部長（企画部行政
経営担当課長）板野浩二　▼議会事務
局長（議会事務局次長）遠藤英男　
【課長級】（４月１日付け）
▼企画部秘書担当課長（企画部秘書広
報課秘書係長）小林睦美　▼企画部行
政経営担当課長（市民部課税課長）滝瀬 
泉之　▼総務部契約管財課長〔再任
用〕（議会事務局長）安倍弘行　▼総務
部担当課長〔東京都六市競艇事業組合
派遣〕（総務部契約管財課長）灘家 輝　
▼総務部情報推進課長（総務部情報推
進課システム調整担当係長）女屋崇之　

▼総務部検査課長〈併〉水道部出向（水
道部工務課水道施設計画担当係長） 
渡邉智信　▼市民部課税課長（環境部
ごみ対策課長）峰岸和夫　▼市民部産
業活性課長〈併〉農業委員会事務局出向
（市民部産業活性課産業振興係長）藥袋
州子　▼子ども家庭部担当課長〔昭島
市社会福祉事業団派遣〕（都市計画部都
市計画課都市計画係長）進藤 聡　▼環
境部ごみ対策課長（生涯学習部市民図
書館長）石川千尋　▼生涯学習部社会
教育課長〔再任用〕（生涯学習部社会教
育課長）伊藤雅彦　▼生涯学習部市民
図書館長〈兼〉生涯学習部新図書館担当
課長（生涯学習部新図書館担当課長） 
磯村義人　▼議会事務局次長（企画部
企画政策課企画調整担当係長）塩野 
淑美

職員人事異動 【派遣】（４月１日付け）
▼総務部地域防災担当課長（東京消防
庁）町井雄一郎　▼学校教育部指導課
長（東京都教育委員会）吉成嘉彦
【退職】（３月31日付け）
▼総務部長 佐々木啓雄　▼子ども家
庭部長 田中隆一　▼議会事務局長  
安倍弘行　▼総務部情報推進課長  
布施良介　▼総務部検査課長〈併〉水道
部出向 木下雅弘　▼市民部産業活性
課長〈併〉農業委員会事務局出向 青木 
芳勝　▼子ども家庭部担当課長〔昭島
市社会福祉事業団派遣〕 小野沢正博　
▼生涯学習部社会教育課長 伊藤雅彦
【派遣解除】（３月31日付け）
▼総務部地域防災担当課長 行川勝義　
▼学校教育部指導課長 岡部君夫
☆詳しくは、職員係へ。

●多摩川石愛好会（自然との遊び）
多摩川などで、山水景情石、紋様石など
を探して楽しむ。展示会や探石旅行な
ども。年2000円。笹本☎090-2201-7806
●くじら川柳　　第１月曜日の午後
１時から公民館で。初心者歓迎。月
500円。伊藤☎090-4456-9420
●平成中国語講座　　火曜日（月３回）
の午後７時30分から武蔵野会館で。外
国人講師の指導あり。初心者歓迎。月
3000円。小須田☎080-6661-7818
●ハイキングクラブ アルコ（登山・ハ
イキング）　　週末（月３回程度）に中・
低山で。中高年の方を対象。年4000円。
加藤☎090-5754-8726
●昭島ホリデーテニスクラブ（硬式テ
ニス）　　土・日曜日に昭和公園など
で。18歳以上の方を対象。年6000円。 
片山メール holiday_tennis_club@
yahoo.co.jp

●第13回交流会「昭島市武術太極拳協
会」　　４月22日の午前10時～午後２
時に総合スポーツセンターで。武術太
極拳の普及、加盟団体相互の交流。個
人の方の見学・体験可。上履きを持っ
て参加を。入場無料。申込不要。中島
☎542-4571
●上水公園春の植物観察会「昭島環境
遺産の会」　　５月３日の午前10時～
正午に上水公園で。雨天中止。参加費 
無料。申込不要。小林☎090-4168-2511
●第20回歌謡フェスティバル「昭島市
歌謡連盟」　　５月４日の午前９時30
分～午後７時に市役所１階市民ホール 
で。会員によるカラオケ発表と抽選会
を。定員180人（先着順）。入場無料。
申込不要。田島☎042-519-3623

●介護職員初任者研修「介護老人保健
施設アゼリア」　　５月11日～８月28
日（全15回）に同施設で。16歳以上の
方を対象。介護職員初任者研修修了者
（旧ホームヘルパー２級）の資格取得を
目指す。説明会あり。定員12人（申込
順）。受講料３万9800円（テキスト代
含む）。４月30日までに要申込。同施
設☎549-1413

平成30年度学童クラブの補助員を募集

いぽっくで。認知症を理解し、どう接
すればよいかDVDを見ながら学ぶ。
定員50人（申込順）。参加費無料。４
月16日から社会福祉協議会へ要申込。
■昭島ボランティアセンターの公式
LINEアカウント・Facebookページを 
開設　　ボランティアの募集や講習
会などについての情報を配信。詳しく 
は、同センターへ。▽LINEアカウント 
ID＝@cgc8411j　▽Facebookページ 
＝https://www.facebook.com/akibo
rasen/

社会福祉協議会・
ボランティアセンター
（あいぽっく内）� ☎544-0388

　学童クラブの支援員を補助する
補助員、障害があるお子さんの所属
する学童クラブに配属される障害
加配補助員を募集します。
◇勤務日
＊ 補助員＝月～土曜日のうち週３
～４日（土曜日は隔週勤務）

＊ 障害加配補助員＝月～金曜日の週
５日（児童の出席状況により変更
する場合や、土曜日の勤務あり）

◇ 勤務時間
＊ 学校授業日＝午後１時～６時30
分のうち４時間30分程度

＊ 土曜日、学校休業日＝午前８時か

ら最長９時間程度
◇ 賃金　時給990円～1040円
◇ 契約期間　採用日～平成31年３月
31日（勤務状況により更新あり）

◇ 勤務場所　市内の学童クラブ
◇ 申し込み　４月16日～27日の平
日の午前９時～午後５時に配布
する申込書を本人が社会福祉事
業団事務局（市役所内）へ
※ 申込書は、昭島市社会福祉事業
団ホームページからダウンロー
ドもできます。

☆詳しくは、社会福祉事業団事務局
☎519-8455へ。


