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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
10月１日号＝９月２日（月）
10月15日号＝９月17日（火）

市民の
� ひろば

官公署
� だより

●あさひ太鼓（和太鼓）　　金曜日（月
３回）の午後６時から環境コミュニ
ケーションセンターで。小学生以上の
方を対象。初心者歓迎。見学・体験あり。
月1000円。鈴木☎080-5042-6711
●シルクロードトーストマスターズク
ラブ　　第１・第３土曜日の午後２時
からあいぽっくで。英語と日本語での
スピーチを通し、コミュニケーション
能力の向上を目指す。初心者歓迎。月
1000円。近藤☎090-9807-1498
●シャトルクラブ（バドミントン）
水曜日の午後５時から拝島第二小で。
成人の方を対象。初心者に指導あり。
月500円。山﨑☎090-5330-4483

●昭島マジッククラブ　　第１・第２・
第３水曜日の午後７時から公民館
で。月１回講師の指導あり。初心者歓
迎。見学あり。月2000円。指田☎090-
3069-7470
●昭島バードカービング（鳥の木彫り）
第１・第２・第３金曜日の午前10時か
ら富士見会館で。講師の指導あり。見
学あり。月4000円。山田☎545-0038
●くじら第九合唱団昭島60
木曜日の午後７時15分から公民館など
で。令和２年７月にコンサートあり。
初心者歓迎。見学・体験あり。月3000円。
同団体メールkuzira.daiku@gmail.com
●わくわくイングリッシュサークル
（英会話）　　水曜日の午後３時30分か
ら昭和会館などで。３歳以上の未就学
児を対象。外国人講師の指導あり。ハ
ロウィン、クリスマス会などイベント
あり。月2500円。木野☎080-1015-1417

●第23回歌謡フェスティバル「昭島市
歌謡連盟」　　９月14日の午前９時30
分～午後７時にKOTORIホール（市民
会館）で。会員によるカラオケ発表、
抽選会を。ゲストは平野ひろしさんほ
か。定員800人（先着順）。入場無料。
申込不要。田島☎042-519-3623

■自殺防止！東京キャンペーン「東京
都健康推進課」　　▽講演会「大学生
と考える、つながる、自殺対策シン
ポジウム」＝９月２日の午後１時30分
～５時にみなと保健所（港区）で。申し
込みは、東京都福祉保健局ホームペー
ジへ。▽フリーダイヤル特別相談＝８
月31日の午前０時～９月２日の午後
５時30分に☎0120-58-9090。▽有終支
援いのちの山

やまびこ
彦電話＝９月１日～ 30

日の正午～午後８時（金曜日のみ午後
10時まで）に☎03-3842-5311。▽LINE
相談＝９月１日～ 30日の午後３時～
９時30分。アカウント名は「相談ほっ 
とLINE＠東京」。▽多重債務110番＝
９月２日・３日の午前９時～午後５
時に☎03-3235-1155。▽自殺予防いの
ちの電話＝９月10日の午前８時～９
月11日の午前８時に☎0120-783-556。
▽自死遺族相談ダイヤル＝９月14日
～ 16日の午前11時～午後７時に☎03-
3261-4350。▽自死遺族傾聴電話＝９
月17日～ 20日の午前10時～午後10時
に☎03-3796-5453。▽東京都自殺相談
ダイヤル＝９月21日～ 25日に☎0570-
087478（24時間対応）。同課☎03-5320-
4310
■自衛隊学生を募集「防衛省・自衛隊
東京地方協力本部立川出張所」
▽防衛大学校＝令和２年４月１日現
在18歳以上21歳未満で、高校卒業資
格（見込みを含む）を持つ方を対象。推
薦・総合選抜は９月５日～９日に、一
般受験は９月５日～ 30日に要申込。
▽防衛医科大学校（医学科・看護学科）
＝２年４月１日現在18歳以上21歳未
満で、高校卒業資格（見込みを含む）を
持つ方を対象。９月５日～ 30日に要
申込。▽高等工科学校＝２年４月１日
現在15歳以上17歳未満の男性の方を
対象。推薦は11月１日～ 29日、一般
受験は11月１日～２年１月６日に要
申込。同所☎042-524-0538
■東京都子育て支援員研修「東京都福
祉保健財団」　　利用者支援事業、学
童クラブ事業に従事するために必要
な知識や技能などを学ぶ。昭島市在
住・在勤の方を対象。申し込みなど

詳しくは、昭島市役所子ども子育て支
援課で配布する募集要領のほか、東京
リーガルマインド☎03-5913-6225へ問
い合わせを。同財団子育て支援員担当
☎03-3344-8533
■放送大学10月入学生を募集「放送大
学東京多摩学習センター」
テレビ放送やインターネットで、心理
学・福祉・経済・歴史・文学・自然科
学などの分野を学べる通信制の大学。
働きながら大学を卒業したい方のほ
か、自己啓発のため興味のある科目だ
けを学ぶ方も可。資料送付（無料）を希
望する方は、同センターに問い合わせ
るか、放送大学ホームページへ。同セ
ンター☎042-349-3467
■消費税軽減税率制度説明会「立川税
務署」　　９月３日～５日の午前10時
～ 11時30分、午後１時30分～３時に
立川地方合同庁舎で。事業者の方を対
象。申込不要。同署☎042-523-1181
■立川市新清掃工場整備運営事業に
関する事業概要説明会「立川市新清掃
工場準備室」　　９月７日の午前10時
から昭島市立富士見会館で。立川市が
立川基地跡地において実施する新清
掃工場整備運営事業の概要について、
建設地周辺の方を対象に説明。定員
50人（先着順）。申込不要。同室☎042-
523-2122
■車椅子だけの展示会「車椅子シー
ティング介護研究会」　　９月７日の
午前10時～午後５時に昭島市役所１
階市民ホールで。自走式、介助式、電
動、リクライニングなどの車椅子を展
示。入場無料。申込不要。同会事務局
☎542-7040
■応急救護訓練に参加を「昭島消防
署」　　９月８日の午前10時～午後２
時にモリパーク アウトドアヴィレッ
ジ（昭島駅北側）で。救急医療週間（９
月８日～ 14日）と、救急の日（９月９
日）にちなみ開催する救急・防災フェ
アで、心肺蘇

そ
生法やAEDの使い方を

学ぶ応急救護訓練に参加を。同署☎
545-0119
■地域就職面接会「東京しごとセンター
多摩」　　９月13日に都立多摩職業能
力開発センターで。青梅線沿線地域産
業クラスター協議会との共催。いずれ
も参加費無料。▽面接会に向けた直前
対策セミナー＝午前10時～正午（受け

　市内在住の方が制作した絵画、陶
芸、写真、彫刻、書、工芸などの作品
を10月18日まで募集します。
　募集方法など詳しくは、昭和の森芸
術文化振興会ホームページをご覧い
ただくか、問い合わせてください。
　なお、作品は、令和２年２月に、市
役所市民ロビー及びモリタウン（昭島
駅北側）に展示します。
☆詳しくは、昭和の森芸術文化振興会
事務局☎546-1105（平日の午前９時～
午後４時）へ。

●発表会「カランドリエde昭島（シャ
ンソン・カンツォーネ）」　　９月28日
の午後１時～３時30分に公民館で。定
員170人（先着順）。入場無料。申込不
要。武藤☎042-560-7075

●介護職員初任者研修「介護老人保健
施設アゼリア」　　▽金曜日コース＝
10月11日～令和２年１月31日（全15回
／ 10月７日までに要申込）。▽土曜日
コース＝11月９日～２年２月22日（全
15回／ 11月１日までに要申込）。いず
れも同施設などで。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。定員各12人（申込
順）。受講料３万9800円（テキスト代含
む）。マイ・トリニティー☎549-1413

■イコロジーmarket「イコロ昭和の森」　　
９月７日の午前９時～正午に同施設
で。古着やおもちゃ、手作り作品を販
売。出店者も３人募集（９月５日までに
要申込／多数抽選）。同施設☎545-0156
■育児講座「ゆりかご保育園」
９月13日の午前10時～11時にやまぶき
の苑（松原町２丁目）で。未就学児と保
護者を対象。おすすめの絵本、読み聞か
せのポイントを紹介。参加費無料。９
月11日までに要申込。同園☎544-3619
■親子リトミック「上ノ原保育園」
９月27日の午後４時～４時45分に同
園で。未就園児と保護者を対象。ピア
ノに合わせて歌い体を動かす。定員20
組（申込順）。参加費無料。９月１日か
ら要申込。同園☎541-0331

交換及び掲載を希望する方は、市役所
暮らしの安全係へ。
■ゆずります
◇着付け用マネキン（高さ160 ～ 180
㎝の可動式）　◇サイドテーブル（縦
40㎝×横110㎝×高さ30㎝）　◇テン
ト（１人用）　◇寝袋（１人用）

　ウォーキングを中心とした地域の
健康づくりの担い手を養成する講座
です。昭島市ウォーキングマップを
活用して市内を歩きながら、安全に
ウォーキングを行うための知識と指
導法を学びます。
◇ 日時　10月２日～ 30日の水曜日の
午前10時～正午（10月16日を除く
／全４回） 〈雨天実施〉
※ 全日程を修了した方に、修了認定

証を授与します。
◇ 対象　全日参加でき、１時間程度
のウォーキングが可能な方（医師
から運動を制限されている方、同
講座の修了者を除く）
◇ 定員　20人（申込順）
◇ 参加費　500円
☆申し込みは、９月２日～ 27日に昭
和の森エリアサービス☎519-8055（平
日の午前９時～午後５時）へ。

　携帯電話で利用する電波帯の拡大
により、テレビの映像が乱れる、映
らないなどの受信障害が起こる可能
性があります。その可能性が高い地
域の住宅には、対策員証を携帯した
対策員が訪問し対策作業を実施しま
す。そのほかの地域でも受信障害の

疑いがあれば、問い合わせてくださ
い。
　なお、対策作業に費用を請求する
ことはありません。
☆詳しくは、700MHzテレビ受信障
害対策コールセンター☎0120-700-
012（午前９時～午後10時）へ。

昭島市主催　健康づくり連携事業
ウォーキング指導者養成講座の参加者を募集

テレビ受信障害対策事業を実施

会 員 募 集

催 し

そ の 他

保育園・
幼稚園の
� 地域交流

生活用品
� 交換情報

付けは９時30分から）。定員30人（申込
順）。事前に要申込。▽就職面接会＝午
後１時～４時（受け付けは午後０時30
分～３時）。面接を希望する企業の数の
履歴書を持って参加を。申込不要。東
京しごとセンター多摩☎042-329-4524
■昭和の森マスターズLIVE「昭和の森
マスターズLIVE実行委員会」
９月16日の午前11時～午後４時にモ
リタウンガーデンステージ（昭島駅北
側）で。市内在住・在勤者によるおや
じバンドが、グループサウンズ、ロッ
ク、ポップスなどを演奏（入場無料）。
平成28年に台風10号で被害を受けた
岩手県岩泉町への募金も。同事務局☎
541-4957
■マンション耐震セミナー「東京都マ
ンション課」　　９月21日の午後１時
～５時に都庁（新宿区）で。講演会（定
員250人／申込順）、個別相談会（定員
30組／申込順）を。いずれも参加費無
料。申し込みなど詳しくは、NPO法
人建築技術支援協会ホームページへ。
同課☎03-5320-4944
■あきしま町あるき～町あるきナビ
ゲーターおすすめ！昭島のパワース
ポットを巡る～「昭島観光まちづくり
協会」　　９月27日の午前９時～正
午。地域の歴史にゆかりがある場所を
巡る。昭島観光案内所（集合）～おこり
地蔵～腹立稲荷踏切～庚申塔～昭島
市役所（解散／約４㎞）。定員25人（多
数抽選）。参加費500円（保険料）。住所・
氏名・年齢・電話番号・ファックス番
号を記入し、９月16日までにファッ
クス519-2144へ。同協会☎519-2114

あきしま市内芸術家
公募展の作品を募集


