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市民のサークル活動を掲載していま
す（法人、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。▼10月１日号・10月15日号
掲載の催し＝９月１日（必着）まで。

生活用品
交換情報

会 員 募 集

市民のひろば

官公署だより

■リズムダンスチャチャ（ストレッチ・
リズム体操）　　金曜日（月４回）の午
前10時から勤労商工市民センターで。
女性の方を対象。体験あり。月2500円。
平山☎090-2456-4036
■スマイル（軽体操）　　第１・第２・
第３水曜日の午後７時30分から福島会
館などで。30 ～ 60代の女性の方を対
象。見学・体験あり。月2500円。西村 
☎090-4249-3183
■あきしま実用書道の会　　第１・第
３金曜日の午後１時30分から昭和会
館などで。見学・体験あり。月1500円。
平松☎080-6944-5137
■東京松武会（剣道）　　月・金曜日の
午後６時30分から拝島第三小で。年長
のお子さん～中学生を対象。見学・体

験あり。月1800円。伊藤☎544-7337（夜
間）

■演奏会「アンサンブルいろは」　　
８月21日の午後５時～６時30分に公
民館で。「バッハ管弦楽組曲第２番」、
「美しく青きドナウ」ほか。定員100人
（先着順）。入場無料。申込不要。金成
☎546-4164
■第43回昭島市書道連盟展「昭島市書
道連盟」　　９月３日・４日の午前９
時30分～午後５時に公民館で。書、て
ん刻の作品を展示。入場無料。阿部☎
543-5117

■箏
こと
体験会「昭島三曲会」　　９月４日

・11日、10月２日・９日・16日（全５回）
の午前９時～正午に拝島会館などで
練習、10月22日の市民文化祭で発表。
小学生以上の方を対象（親子での参加
も可）。箏・爪は主催者が用意。初心
者歓迎。定員25人（申込順）。参加費
無料。８月１日～９月３日に要申込。
土屋☎090-5401-5937
■秋の夕暮れコンサート「アンサンブ
ルbalena」　　９月25日の午後５時
30分～６時10分に公民館で。０歳か
ら入場可。定員100人（申込順）。参加
費500円。８月１日から要申込。同会
メールensemble.balena@gmail.com

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間

■はたらく消防の写生会 入賞作品展
〈昭島消防署☎545-0119〉　　８月２日
～８日にモリタウン（昭島駅北側）で。
消防の仕事への関心や防火・防災意識
を高めるため市内の各小学校で実施
した写生会で入賞した作品を展示。
■ファミリー・サポート・センター説
明会、協力会員養成講習会〈昭島市社
会福祉協議会☎544-0388〉　　
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
時預かりなどを有料で行う育児ネッ
トワークの説明会と講習会を開催。い
ずれも参加費無料。事前に要申込。▽
説明会＝利用会員または協力会員と

して登録を希望する方を対象。８月
22日、９月７日・22日、10月11日（い
ずれか１日のみ）の午前10時～ 11時30
分にあいぽっくで。定員各10人（申込
順）。▽講習会＝協力会員として登録
を希望する方を対象。10月にあいぽっ
くで（全８回）。定員15人（申込順）。
■高性能型消火器の追加設置を助成
〈東京都中小企業振興公社☎03-3251-
7924〉　　都内に店舗または事業所が
ある中小企業者などを対象に、追加設
置の費用を助成（標準型消火器は対象
外）。令和５年３月31日までに要申請。
要件など詳しくは、同公社ホームペー
ジへ。
■第15回歯ミカップ〈多摩立川保健所
☎042-524-5171〉　　歯磨きや歯の治
療など、歯と口の健康づくりに取り
組んでいる障害者（児）と障害者施設を

募集。８月１日～９月16日に要申込。
10月20日の午後１時30分～２時30分
に、オンラインで表彰式と健口体操を
配信。　
■立川市クリーンセンターたちむにぃ
運営事業説明会〈立川市新清掃工場
準備室☎042-523-2122〉　　８月27日 
の午前10時～ 11時に富士見会館（昭島
市）で。定員30人（申込順）。８月19日
（１歳以上の未就学児の保育を希望す
る場合は８月10日）までに要申込。
■赤十字防災セミナー〈昭島市赤十字
奉仕団〉　　９月２日の午後２時～３
時30分に市役所１階市民ホールで。災
害時の備え、感染症流行下の避難所生
活などについて、日本赤十字社の職員
から学ぶ。定員30人（申込順）。申し
込みは、８月26日までに昭島市赤十
字奉仕団（濱田）☎541-9605へ。

■あきしま町あるき〈昭島観光まちづ
くり協会☎519-2114〉　　９月28日の 
午前９時30分～正午。「町あるきナビ
ゲーターおすすめ！昭島のパワース
ポットをめぐる」をテーマに、拝島地
区の史跡や寺社を巡る（約４㎞）。集合・
解散は、いずれも拝島公園で。定員
15人（多数抽選）。参加費500円（保険
料）。９月14日までに要申込。詳しく
は、同会ホームページへ。

受け付けは８月２日から（掲載希望は
随時）市役所暮らしの安全係へ。なお、
交渉などは当事者間で行ってください。
■ゆずってください（無償）
◇着物

東京都シルバーパスの更新

　自分の身体やアレルギーについ
て、アレルギー専門医と楽しく学び
ます。
◇ 日時　９月10日（土）の午後２時
～３時30分
◇ 場所　アキシマエンシス校舎棟
◇ 対象　アレルギー（ぜんそく、ア
トピー、食物アレルギー、花粉症
など）がある小・中学生と保護者

◇ 定員　25組（申込順）
◇ 参加費　500円（小・中学生のみ
／資料代）
◇ 申し込み　８月１日～９月９日
にAlleCoホームページ内申し込
みフォームから
☆詳しくは、AlleCoメールalleco.
moushikomi@gmail.comへ。

市民活動支援事業補助金交付事業
「アレルギーってなぁに？ドクターといっしょに考
えてみよう！」の参加者を募集

催 し

募集する住宅 申し込み 備考

抽
せ
ん
方
式

一般募集
住宅

＊ 単身者向
＊ 単身者用車いす使用者向
＊ シルバーピア（単身者向・
二人世帯向）

８月16日（必着）
までに次のいずれ
かの方法で
＊ 郵送＝申込書を
渋谷郵便局（留
置）へ
＊ オンライン＝都
営住宅入居者募
集サイトで

９月16日（金）
の午前９時30
分から都庁
（新宿区）で行
う抽選により
入居資格審査
対象者を決定

居室内で
病死など
があった
住宅

＊ 単身者向
＊ 単身者用車いす使用者向
＊ シルバーピア（単身者向・
二人世帯向）
＊ 車いす使用者世帯向

ポイント方式 ＊ ひとり親世帯向
＊ 高齢者世帯向
＊ 心身障害者世帯向
＊ 多子世帯向
＊ 特に所得の低い一般世帯向
＊ 車いす使用者世帯向

８月16日（必着）
までに申込書を東
京都住宅供給公社
都営住宅募集セン
ターへ郵送

住宅困窮度の
高い順に入居
資格審査対象
者を決定

　申し込みなどは、右の表のとおりです。
入居資格がそれぞれ定められていますの
で、詳しくは、募集案内をご覧ください。
◇ 募集案内・申込書の配布　８月１日～
９日に市役所住宅係・総合案内カウン
ター、東部出張所、あいぽっく、緑会館、
武蔵野会館で（閉所・休館日を除く）
☆詳しくは、東京都住宅供給公社都営住
宅募集センター☎0570-010-810、または、
市役所住宅係へ。

都営住宅の入居者を募集

　市では、青少年の健全育成活動の一環として、ふれあいと思
いやりのあるまちづくりを目指してあいさつ運動を実施してい
ます。青少年とともにあゆむ都市宣言40周年にちなみ、標語を
募集します。
◇対象　市内在住・在学の方
◇ 応募　９月15日（必着）までに次の方法で
＊ オンライン＝市ホームページ内専用フォームで
＊ 応募箱＝応募用紙に必要事項を記入し応募箱へ投函

かん

※ 応募用紙・応募箱は、市役所市民ロビー、東部出張所、あいぽっ
く、緑会館、武蔵野会館、総合スポーツセンター、KOTORI 
ホール（市民会館）・公民館、アキシマエンシス国際交流教養
文化棟にあるほか、応募用紙は市ホームページからダウン
ロードもできます。
☆詳しくは、青少年係（アキシマエンシス校舎棟内）
☎544-4313へ。

あいさつ運動推進標語を募集

市ホームページはこちら▶

「おいしい防災 非常食を美
お

味
い

しくアレンジ」の参加者を募集
　備蓄したままになりがちな非常食をアレ
ンジして調理し、試食します。
◇ 日時　９月７日（水）・９日（金）・10日（土）
の午前10時～正午
◇場所　公民館
◇定員　各20人（多数抽選）
◇参加費　1000円
◇ 申し込み　はがきに希望日と、住所・氏
名（ふりがな）・生年月日・電話番号・自
治会名（加入者のみ）を記入し、８月15日
（消印有効）までに〒196-8511　市役所市
民活動推進係へ
◇主催　昭島市自治会連合会
☆詳しくは、市民活動推進係へ。

　児童虐待やいじめなど、お子さんが
被害者となる悲惨な事件や人権問題
の解決のために、人権擁護委員、法務
局職員が電話で相談に応じます。
◇日時
＊ ８月26日（金）、８月29日（月）～９
月１日（木）の午前８時30分～午後
７時

＊ ８月27日（土）・28日（日）の午前10
時～午後５時

※ 強化週間以外でも、平日の午前８
時30分～午後５時15分に相談を受
け付けています。
◇相談電話　0120-007-110
☆詳しくは、東京法務局人権擁護部第
二課☎0570-011-000へ。

　70歳以上の都民の方に、都営交通・
都内民営バスが利用できる東京都シ
ルバーパスを発行します。
　有効期限が９月30日までのシル
バーパスをお持ちの方には、８月中旬
に、東京バス協会から更新申込書な

どが送付されます。更新を希望する方
は、手続きしてください。
☆詳しくは、東京バス協会シルバーパ
ス専用電話☎03-5308-6950（平日の午
前９時～午後５時）へ。


