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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＝発行がありません
６月１日号＝４月24日（水）
※締め切り日を変更しています。

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

官公署
� だより

市民の
� ひろば

会 員 募 集

　テーマに沿って撮影した作品（未発
表のもの）を、７月15日（消印有効）ま
で募集します。
　入選作品は、昭島観光まちづくり協
会が作成するカレンダーに採用しま
す。

　テーマや応募方法など詳しくは、昭
島観光案内所（昭島駅北口階段下）で配
布する募集要項、または、同協会ホー
ムページをご覧ください。
☆詳しくは、昭島観光まちづくり協会
☎519-2114へ。

■学習サロン　　子どもの居場所づ
くりを兼ねた学習の場として開催。ボ
ランティアが学習の支援を行う。日曜

●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。中川☎090-8813-1558
●昭島囲碁クラブ石友会　　土曜日の
午後１時から勤労商工市民センター
で。椅子席あり。旅行・懇親会・他団 
体との試合への参加可。初級者・女性 
の方歓迎。月1000円。桑原☎090-4001- 
6463
●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
センターで。18歳以上の女性の方を対 
象。初心者歓迎。見学・体験あり。月
4000円。橋浦☎545-6239
●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。見学・体験あり。年7000円。
岩田☎090-3596-4428
●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
●たつみかい（軽体操）　　木曜日（月
４回）の午前９時30分から公民館など
で。50歳以上の女性の方を対象。見学・ 
体験あり。月3500円。加藤☎541-7237
●水の輪（アクアフィットネス、水泳）
木曜日（月３回）の午後１時から総合ス
ポーツセンターで。60歳以上の方を対
象。初心者歓迎。体験あり。月2500円。
吉田☎546-5029
●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 
（別途資料代あり）。井口☎545-8728

■ガスコンロによる火災を防ごう「昭
島消防署」　　住宅火災で最も多い原
因は、ガスコンロによる出火です。調
理中はそばを離れない、近くに燃えや
すいものを置かないなどして、火災を
予防しましょう。また、住宅用火災警
報器を設置し、定期的に動作確認をし
ましょう。同署☎545-0119
■交通安全講習会「昭島警察署」
春の全国交通安全運動に先立ち開催。
４月22日に成隣小、４月23日に緑会館、 
４月24日に中神小、５月７日に拝島
会館、５月９日に富士見ヶ丘団地会館
（福島町1003）、５月10日に中神土地区
画整理事務所で。時間はいずれも午後
７時～８時30分。講習カード（お持ち
の方）、スリッパを持って参加を。参

加費無料。申込不要。同署☎546-0110
■合同就職面接会「東京しごとセン
ター多摩」　　４月24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。 
参加する企業について詳しくは、同施
設に問い合わせを。参加費無料。申込
不要。同施設☎042-329-4524
■平成31年度の無料入園日「国営昭和
記念公園」　　４月29日、５月19日、
10月20日・27日は入園料が無料。この
ほか、９月16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

※（　）内は、旧職です。
【部長級】（４月１日付け）
▼企画部長（市民部長）永澤貞雄　▼
企画部政策担当部長（企画部企画政策
課長〈兼〉企画部基地・渉外担当課長）
萩原秀敏　▼総務部危機管理担当部
長（都市整備部管理課長）武藤 茂　▼
保健福祉部長〔再任用〕（保健福祉部長）
佐藤一夫　▼市民部長（市民部生活コ

職員人事異動

ミュニティ課長）小松 慎　▼会計管理
者（会計管理者〈兼〉会計課長事務取扱）
河野久美　▼水道部長（総務部防災課
長）永井慎一
【課長級】（４月１日付け）
▼企画部秘書課長（企画部秘書広報課
オンブズパーソン・市政相談担当係長）
原島 真　▼企画部広報課長（企画部秘
書広報課広報係長）吉野智美　▼企画
部企画政策課長〈兼〉企画部基地・渉外
担当課長（総務部職員課長）青柳裕二　
▼企画部行政経営担当課長（総務部契
約管財課管財係長）横山 学　▼企画部
総合基本計画担当課長（企画部行政経
営担当課長）滝瀬泉之　▼総務部職員
課長（生涯学習部市民会館・公民館長）
並木映子　▼総務部防災課長（市民部
納税課長）川尻卓也　▼市民部市民課
長（市民部市民課市民係長）細田美恵子　
▼市民部納税課長（保健福祉部保険年
金課広域化担当係長）斎藤 稔　▼市民
部生活コミュニティ課長（企画部秘書
広報課長）関野 実　▼保健福祉部福祉 
総務課長（保健福祉部障害福祉課長） 
山﨑慎弥　▼保健福祉部生活福祉課
長（保健福祉部生活福祉課保護係長） 
池和田 功　▼保健福祉部障害福祉課
長（保健福祉部介護福祉課高齢者支援 
係長）鈴木崇央　▼子ども家庭部子ど

市の組織などを変更
【設置】　
＊企画部政策担当部長を新設
＊ 企画部秘書課・広報課を新設（秘書
広報課、秘書担当課長を廃止）

＊総務部危機管理担当部長を新設
＊保健福祉部福祉総務課を新設
＊環境部清掃施設担当課長を新設
【廃止】
＊ 子ども家庭部子ども子育て推進課を 
廃止（子ども子育て支援課へ統合）

【変更】　
＊ 学校教育部統括指導主事を主任指導 
主事に変更

＊ 生涯学習部市民図書館を市民図書館 
管理課に変更

☆詳しくは、行政経営担当へ。

●混声合唱団コーロ・ブランカ
金曜日（月４回）の午後７時30分から
公民館で。見学・体験あり。月4000円。
梅田☎080-8157-0492
●松原緑書道会　　第２・第４木曜日
の午後３時から松原自治会館（緑町５
丁目）で。初心者歓迎。見学あり。月
3000円（中学生以下は1000円）。井口
☎545-8728
●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）
●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
●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
●楽水会（水墨画）　　第１・第３木曜
日の午前10時から朝日町高齢者福祉
センターで。初心者歓迎。見学・体験
あり。月1400円。久保☎546-3561
●武蔵野吟詠会（詩吟）　　月２回程度、
武蔵野会館で。見学あり。月1000円（別
途教材費あり）。井上☎090-8040-6030
●石友会（囲碁）　　日曜日の午後１時
から勤労商工市民センターで。小学生
以上の方を対象。初心者・小学生・女性
の方歓迎。月500円。中島☎544-0230
●グリーンクラブ（ゲートボール）
土・日曜日、祝日の午前９時から緑ヶ
丘公園で。初心者歓迎。見学・体験あり。
月300円。井上☎090-8175-7076
●フリージア（社交ダンス）
木曜日（月３回）の午後５時30分から

朝日会館で。講師の指導あり。見学・
体験あり。月3000円。広瀬☎544-5052
●カランドリエde昭島（シャンソン、
カンツォーネ）　　第２・第４木曜日
の午後１時から公民館で。見学・体験
あり。月3500円。武藤☎042-560-7075
●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。 
工藤メールdosanko.mogu.toshi@gmail.
com
●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

催 し

●第14回交流会「昭島市武術太極拳協
会」　　４月21日の午前10時～午後４
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 
の方の見学可（上履きが必要）。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」　　４月28日の午前10時～
11時に上水公園で。荒天中止。参加費 
無料。申込不要。小林☎090-4168-2511
●苔

こけ
玉作り「大多摩山草会（山野草栽

培）」　　４月29日の午後１時～４時に
公民館で。50歳以上の方を対象。草花
を苔で包む。定員15人（申込順）。参加
費800円。４月16日から要申込。中塚☎ 
080-5188-5385
●ギター体験会「昭島ギタークラブ
（クラッシックギター）」　　５月10日・
17日・31日、６月７日・14日・21日（全 
６回／１回のみの参加も可）の午前９
時15分～10時15分に緑会館などで。
「禁じられた遊び」を弾く。貸しギター
あり。初心者歓迎。定員15人（申込順）。
参加費無料。希望日の２日前までに要
申込。今井☎090-4928-1902

第８回フォトコンテスト・あきしま作品募集中

も子育て支援課長（子ども家庭部子ど
も子育て推進課長）枝吉敦子　▼環境
部清掃施設担当課長（市民部市民課
長）栗田祐二　▼都市整備部管理課長
（生涯学習部スポーツ振興課長）橋本
博司　▼会計課長（企画部秘書担当課
長）小林睦美　▼学校教育部主任指導 
主事（学校教育部統括指導主事）長﨑 
将幸　▼学校教育部学校給食課長（学
校教育部指導課学務係長）原田和子　
▼生涯学習部スポーツ振興課長（企画
部企画政策課企画調整担当係長）枝吉
直文　▼生涯学習部市民図書館管理
課長〈兼〉生涯学習部新図書館担当課長
（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）磯村義人　▼
生涯学習部市民会館・公民館長（生涯
学習部社会教育課社会教育係長）吉村
久実　▼選挙管理委員会事務局長（選
挙管理委員会事務局次長）岡﨑茂樹
【退職】（３月31日付け）
▼企画部長 山下秀男　▼保健福祉部
長 佐藤一夫　▼水道部長 丹羽 孝　▼
保健福祉部生活福祉課長 荻野正典　
▼子ども家庭部子ども子育て支援課長 
辻 みえ子　▼学校教育部学校給食課
長 坂本忠司　▼選挙管理委員会事務
局長 江沢秀也　
☆詳しくは、職員係へ。

保育園・
幼稚園の
� 地域交流

■わくわく教室「松原保育園」
４月23日の午前10時30分～ 11時30分
に同園で。１～２歳のお子さんと保護
者を対象。歌や音楽に合わせたふれあ
い遊び。動きやすい服装で参加を。参
加費無料。申込不要。同園☎541-1227

日の午前10時～正午に緑会館で。小・
中学生を対象。参加費無料。他団体の
学習支援活動の紹介もあり。詳しくは、
社会福祉協議会へ。
■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
ボランティアの募集や講習会などの
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/akiborasen/


