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時預かりなどを有料で行う育児ネッ
トワーク。いずれも、登録を希望する
方は４月25日、５月12日の午前10時
～ 11時30分にあいぽっくで行う説明
会に参加を（いずれか１日）。定員各10
人（申込順）。参加費無料。事前に要申
込。同会☎544-0388
■インターネット公売を実施「東京都
主税局機動整理課」　　いずれも、４
月19日の午後１時～５月10日の午後
11時に申し込みのうえ参加を。▽動
産・自動車（競り売り方式）＝５月17日
の午後１時～ 19日の午後11時。▽不
動産など（入札方式）＝５月17日の午
後１時～ 24日の午後１時。詳しくは、
東京都主税局ホームページへ。同課☎
03-5388-3027

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
■シェイプス（ストレッチ）
水曜日の午前10時から武蔵野会館な
どで。女性の方を対象。初心者歓迎。
体験あり。月2000円。遠山☎090-5544- 
3698
■昭島かっぽれ踊り　　第１・第３木
曜日の午後４時30分から公民館で。見
学・体験あり。月3000円。志村☎090-
4053-8025
■健康体操はつらつクラブ（ストレッ
チ・リズム体操）　　水曜日（月３回）
の午前10時から昭和会館などで。お
おむね60歳以上の方を対象。見学・
体験あり。月2000円。篠☎090-7003-
8966
■昭島市空手道協会　　火曜日（月３
回）に富士見会館、金曜日（月３回）に
武蔵野会館で。いずれも午後７時30
分から。40歳以上の方を対象。健康
増進のための空手道を。高齢の方歓 
迎。見学・体験あり。月2000円。早川 
☎080-3576-9749

■上水公園春の植物観察会「昭島環境
遺産の会」　　４月29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

市民の団体活動を掲載しています
（政治・宗教・営利活動などを除く／ 
入会金は掲載なし）。
申込書市役所広報係にあり／市ホー
ムページからダウンロードも可。
掲載申込〒196-8511　市役所広報係
へ（郵送も可）。▼会員募集＝随時受
け付け。▼６月１日号・６月15日号
掲載の催し＝５月２日（必着）まで。

会 員 募 集

催 し

市民のひろば

■キッズイングリッシュひろば（英会
話）　　水曜日の午後３時から昭和会
館などで。幼児～小学生を対象。ゲー
ム、会話、紙芝居などを。外国人講
師の指導あり。月2500円。木野☎080-
1015-1417
■青空子育てサークルたけのこ
平日（週２回）の午前10時から大神公
園下の河川敷で。未就園児と保護者を
対象。川遊び、季節のイベント、野外
炊飯（月１回）、公民館での活動（月１
回／保育あり）を。月1000円。浅沼メー
ル takenokoakishima@gmail.com
■もくせい句会（俳句）　　第１・第３
木曜日の午後１時から公民館で。講師
の指導あり。初心者歓迎。体験あり。
月1000円。横田☎541-5747
■児童合唱団つばさ　　土曜日（月３

回）の午後４時から公民館などで。年
長児～大学生を対象。見学・体験あ
り。月3000円。稲森メール jc.tsubasa
1991@gmail.com
■BEAT MANIA（ヒップホップダン
ス）　　木曜日（月３～４回）の午後５
時から拝島会館などで。年長児～中学
生を対象。見学・体験あり。月4600円。
平井☎080-3507-9032
■スヌーピースイミング　　水曜日の
午後３時20分から総合スポーツセン
ターで。小学生を対象。見学・体験
あり。月4300円。栁澤メール snoopy
swimming@yahoo.co.jp
■昭島レインボーテニスクラブ（硬式
テニス）　　土・日曜日に昭和公園な
どで。18歳以上の初・中級者を対象。
18～ 49歳の方歓迎。見学・体験あり。
年5000円。二瓶☎090-3528-7962
■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・体験
あり。月2000円。外山☎042-527-6205
■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☎090-
4814-8944（夜間）
■合気道昭島道場　　▽４歳～小学
生＝木曜日の午後６時から、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、土曜日の午

官公署だより

市民図書館のサービスが
もっと便利に

青梅線 女子旅フォトコンテスト
I
イ ン ス タ グ ラ ム
nstagramに写真を投稿しよう！

■応急手当てを学ぼう「昭島消防署」
病気や事故などで心肺停止状態になっ 
た人を救うには、救急車が到着するま
での間に、現場に居合わせた人が速や
かに応急手当てを行う必要がありま
す。東京消防庁ホームページに応急手
当ての方法を掲載していますので、い
ざというときのために確認しておきま
しょう。同署☎545-0119
■第11回フォトコンテスト・あきし
ま「昭島観光まちづくり協会」
昭島の四季をテーマに、市内で撮影
した未発表の作品を７月10日（消印有
効）まで募集。入賞作品は、同協会が
作成するカレンダーに採用。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
ムページで確認を。同会☎519-2114
■立川市の都市施設（新清掃工場）及び
立川基地跡地昭島地区の都市計画変
更原案の縦覧と説明会「立川市都市計
画課」　　▽縦覧＝５月９日～23日の
平日に昭島市役所都市計画課で。▽
説明会＝５月15日の午前10時から富
士見会館（昭島市）で。定員30人（申込
順）。５月６日（１歳～未就学児の保育
を希望する場合は４月27日）までに要
申込。同課☎042-523-2111
■ファミリー・サポート・センター説
明会「昭島市社会福祉協議会」
利用会員（子育ての手助けが必要な
方）の依頼に応じ、協力会員（手助けを
行う方）が保育園の送迎や子どもの一

【設置】
＊学校教育部学務担当課長

【廃止】
＊企画部政策担当部長
＊企画部総合基本計画担当課長

【変更】
＊総務部契約管財課を総務課に
＊ 総務部情報推進課を情報システム課 
に

＊学校教育部庶務課を教育総務課に
＊ 生涯学習部市民図書館管理課をア
キシマエンシス管理課に

☆詳しくは、行政経営担当へ。

※（　）内は、旧職です。
【部長級】…４月１日付け
▼総務部危機管理担当部長（市民部長）
小松 慎　▼市民部長（企画部政策担
当部長）萩原秀敏　▼子ども家庭部長
（企画部総合基本計画担当課長）滝瀬 
泉之　▼都市計画部区画整理担当部
長（都市計画部区画整理課長）吉野 拡　 

▼水道部長（都市整備部管理課長）橋本 
博司　▼議会事務局長（子ども家庭部
長）板野浩二

【課長級】…４月１日付け
▼企画部行政経営担当課長（企画部財
政課財政計画担当係長）淺利俊介　▼
企画部市民総合交流拠点施設建設担
当課長（企画部行政経営担当課長〈兼〉
企画部市民総合交流拠点施設建設担
当課長）関谷大介　▼総務部総務課長
（総務部契約管財課長）横山 学　▼総
務部三多摩消防団連絡協議会担当課
長〈兼〉総務部消防担当課長（総務部三
多摩消防団連絡協議会担当課長）加藤
博道　▼総務部デジタル戦略担当課
長（企画部企画政策課企画政策係長）
佐久間 晃　▼市民部納税課長（都市計
画部地域開発課長）松永勝行　▼市民
部産業活性課長（企画部企画政策課企
画調整担当係長）森田 晃　▼保健福祉
部生活福祉課長（保健福祉部障害福祉
課長）鈴木崇央　▼保健福祉部障害福
祉課長（保健福祉部福祉総務課福祉総
務担当係長）平沢智子　▼子ども家庭
部子ども育成課長（市民部産業活性課

長）藥袋州子　▼都市整備部管理課長
（保健福祉部生活福祉課長）池和田 功　
▼都市計画部地域開発課長（学校教育
部庶務課長）加藤保之　▼都市計画部
区画整理課長（都市計画部区画整理課
庶務担当係長）村上 幸　▼都市計画
部区画整理調整担当課長　木村圭蔵　
▼水道部業務課長（市民部課税課賦課
調整担当係長）田之口好美　▼学校教
育部教育総務課長（子ども家庭部子ど
も育成課長）野口明彦　▼学校教育部
学務担当課長（水道部業務課長）沖倉
正樹　▼生涯学習部アキシマエンシ
ス管理課長（生涯学習部市民図書館管
理課長）磯村義人

【派遣】…４月１日付け
▼総務部地域防災担当課長（東京消防
庁）大久保宣勝

【退職】…３月31日付け
▼総務部危機管理担当部長 武藤 茂　
▼水道部長 永井慎一　▼都市計画部
区画整理調整担当課長 岸 秀昭

【派遣解除】…３月31日付け
▼総務部地域防災担当課長 島田英男
☆詳しくは、職員係へ。

職員人事異動

市の組織を変更

◎ 市民図書館オンラインデータベースをご利用く
ださい

　市民図書館のインターネットコーナーでは、オンライ
ンデータベースを利用して新聞や法令などを検索・閲覧
できます。
　新たに、ビジネス関連情報を多くとりまとめた日経テ
レコン（日本経済新聞社のオンラインデータベース）が加
わりました。

◎ 市民図書館の電子書籍サービスに雑誌を追加
　電子書籍サービスとは、パソコンやスマートフォンな
どを使ってインターネット上で本を閲覧できるサービス
です。市内在住で貸出券をお持ちの方が利用できます。
　新たに雑誌も閲覧できるようになりました。なお、最
新号は市民図書館内（分館・分室を含む）でのみ閲覧でき
ます。利用方法など詳しくは、市民図書館ホームページ
にも掲載しています。
☆詳しくは、市民図書館☎543-1523へ。

電子書籍サービスはこちら▶

　昭島市、立川市、福生市、羽村市、青梅市で組
織する青梅線エリア女子旅推進委員会が、各市 
の魅力的な写真を募集します。
　性別や年齢に関係なく、どなたでもInstagram 
に写真を投稿することで応募できます。入賞者
には景品を差し上げます。
　応募方法など詳しくは、青梅線女子旅フォト
コンテスト専用サイトに掲載しています。
◇応募期間　４月16日～６月19日
※撮影時期は問いません。
☆詳しくは、青梅線エリア女子旅推進委員会
事務局（福生市シティセールス推進課内）☎042-
551-1740、または、昭島市産業振興
係へ。

青梅線女子旅フォトコンテ
スト専用サイトはこちら▶

ちかっぱー

昭島市の写真を
たくさん投稿してね！


