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健康案内健康案内
Ｈ Ｉ Ｖ 即 日 検 査
　直接会場へおいで下さい。
対感染の機会がある方
日２月２６日㈰午後１時３０分～３時３０
分
場町田市民フォーラム３階
内血液検査
定１００人（先着順）
※感染の機会から９０日以上経過し
てからおいで下さい。
※採血から約１時間後に結果説明を
します。陰性の場合は即日、判定保留
の場合は３月５日に行います。
問保健予防課☎７２２・７６３６、東新宿
こころのクリニック（町田市より委
託）☎０７０・１３２１・７７５７（受付期間
＝３月１０日までの月～金曜日の午前
１０時～午後５時）

募　集募　集
生涯学習センター～障がい者青年学
級

ボランティアスタッフ
　経験は不問です。見学においで下
さい。活動内容等を説明します。
日毎月２回、土曜日または日曜日の
午前１０時～午後４時
※毎週木曜日の夜間に、スタッフ会
議があります。
場生涯学習センター、ひかり療育園
内知的障がいのある方の音楽・スポ
ーツ・演劇・図画工作などの活動を支
援し共に学ぶ
問同センター☎７２８・００７１
保健予防課

臨 時 職 員 
（①歯科衛生士②事務）
対①歯科衛生士資格を有する方②心
身ともに健康で、基本的なパソコン
操作（ワード、エクセル等）ができる方
勤務期間①３月（予定、採用日は相談
のうえ決定）②４月１日～９月３０日
勤務時間①午前８時３０分～午後５時
の間で１日３～６時間程度（日数、時
間、応相談）②午前８時３０分～午後５
時の間で１日６時間程度、月１４日以
内（応相談）
勤務場所①健康福祉会館　他②保健
予防課（市庁舎７階）
内①乳幼児の歯科健康診査における
健診補助・保健指導・予防処置、障が
いのある方の歯磨き指導等②母子保
健事業に関する窓口、電話対応、一般
事務作業
定①若干名②１人
報酬時給①１４５０円②９９０円（いず
れも別途交通費支給）
選考①面接②書類、面接（書類合格者
のみ）

申①保健予防課へ電話のうえ、歯科
衛生士免許の写しと履歴書を郵送②
履歴書に３か月以内に撮影した写真
を貼付し、保健予防課事務臨時職員
希望と明記のうえ、２月２８日まで（必
着）に直接または郵送で保健予防課
（市庁舎７階、〒１９４－８５２０、森野２
－２－２２）へ。
問保健予防課①☎７２５・５４３７②☎
７２５・５４２２
募集しています

町 田 市 消 防 団 員・ 
町 田 消 防 少 年 団 員

【①町田市消防団員】
対市内在住の１８歳以上の方

【②町田消防少年団員】
対市内在住、在学の小学生～高校生
内消防に関する訓練・学習、約３０㎞
を歩く徒歩訓練、夏季キャンプ、社会
奉仕活動等（月１・２回）
○少年団入団説明会を行います
日３月５日㈰午後２時～３時
場町田消防署（中町）
申電話で町田消防署へ。

◇
問①防災安全課☎７２４・３２１８②町
田消防署☎７２２・０１１９

お知らせお知らせ
３月は「自殺対策強化月間」

【仕事とこころ「いのち」支える！ 総
合相談会】
　精神保健福祉士・弁護士やハロー
ワーク相談員・社会福祉士・保健師等
による総合相談会（無料）です。
※直接会場へおいで下さい。
対市内在住、在勤、在学の方
日３月９日㈭正午～午後５時（受付時
間＝午前１１時４５分～午後４時１５分）
場生涯学習センター７階ホール
相談内容失業・就職失敗等の労働・生
活問題、健康問題、家庭問題等
※相談のほか、申請や手続きの助言
や関係機関、行政の担当窓口などを
ご案内します。
※匿名での相談、家族・友人の相談も
できます。
※混雑状況により、お待ちいただく
場合や相談件数により受付終了時刻
が早まる場合があります。

【ゲートキーパー養成講座～「もう何
をしても無駄…じゃない�」認知行
動療法でつかむ会話のコツ・うつ気
分への対応】
日３月２５日㈯午後２時～４時
場生涯学習センター
内うつ気分やストレスへの対応方
法、日常的に関わりのある人に対し
「こころに寄り添う、よい聴

き

き方」「自
分の気持ちの伝え方」について、ゲー
トキーパー（悩んでいる人に気づき、
声をかけ、話を聴き、必要な相談機関
につなぐ役割）の心得等
講（一社）認知行動療法研修開発セン

ター理事・菊地俊暁氏
定１５８人（申し込み順）
申２月１７日正午～３月２２日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０２１７Ｂ）へ。

◇
問健康推進課☎７２４・４２３６

住宅の耐震化を応援します
【木造住宅の無料簡易耐震診断】
対市内にある昭和５６年５月３１日以
前に着工された木造戸建住宅を自ら
が所有し居住している方
申住宅の建築年月日の確認ができる
もの（建築確認通知書等）の写しと住
宅の図面の写しを持って、直接住宅
課（市庁舎８階）へ。

【木造住宅耐震相談会のご案内】
対市内にある昭和５６年５月３１日以
前に着工された木造戸建住宅を自ら
が所有し居住している方
日①３月１６日㈭②３月１８日㈯、いず
れも午後２時～４時
場①町田市民フォーラム②市民協働
おうえんルーム（市庁舎２階）
内木造住宅の無料簡易耐震診断と耐
震化助成制度の説明、個別相談、申請
の受け付け
定各５０人（申し込み順）
申電話で住宅課へ。

◇
問住宅課☎７２４・４２６９
２０１７年度の

休日保育の実施園について
　４月からの休日保育（給食有り）
は、次のとおり実施します。詳細は町
田市ホームページまたは在園のしお
りをご確認下さい。
※申し込み先は、在籍園に変更にな
りました。
※４月分の利用申し込みは３月６日㈪

までです。
対１～５歳の保育認定児（認定を受け
ていない方の一時的な利用は不可）
日日曜日、祝日（年末・年始を除く）の
午前７時～午後６時
場アスク木曽西保育園（木曽西）
定１０人（選考）
申利用希望日の前月１日までに、在
籍している保育園へ利用登録及び利
用申請書を提出。
※４月新規入園予定の方は保育・幼
稚園課（市庁舎２階）へお問い合わせ
下さい。
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３７
生涯現役！地域活躍を応援します！

アクティブシニア介護人
材バンクを開設しました
　介護の周辺業務（ベッドメイク、配
膳、趣味活動のお手伝い等）を主とし
た仕事を紹介します。
※登録者には、介護施設で働く基礎
知識を学ぶ研修、相談など就労支援
を行います。
対市内在住の５０歳以上の方
申直接、町田市介護人材開発センタ
ーアクティブシニア介護人材バンク
（原町田３－１４－４、ＡＳビル原町田
２０３）へ。

【初級研修を実施します】
　同バンクの登録希望者向けの初級
研修を実施します。
日３月１０日㈮午前１０時３０分～午後
４時
場町田市文化交流センター
定４０人（申し込み順）
申電話で同バンクへ。
問同バンク☎８６０・６４８０（受付時間
＝祝休日を除く月～金曜日の午前９
時～午後５時）、町田市いきいき総務
課☎７２４・２９１６

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１２２

　まだまだ、冬本番。当分の間、寒さ
対策は必要です。
　町田のさくらまつりは、３月２５日
からの予定ですが、町田市との交流
都市である大島町の「第６２回伊豆大
島椿まつり」は、１月２９日から３月２６
日まで。その初日、大島町の姉妹都市
などの首長さんが集う交流会に参加
してきました。
　大島町の町長には、毎年、町田のさ
くらまつりにご参加をいただいてい
ます。私は、他の公務と重なって、こ
こ何年も伊豆大島椿まつりへの参加
がかなわずにいましたが、今年は、な
んとか日程をやりくりして参加する
ことができました。
　当日は風も止み、３月ごろの陽気
で、祭りの初日にふさわしい天候に
恵まれ、盛大に神

み

輿
こし

などが街を練り
歩きました。
　島ではありますが、やはり、担ぎ手
を広く招いて盛大な祭りにしようと
いうことで、関東、静岡など各地から
の参加も多く、島の北部にあたる岡
田港周辺は大きなにぎわいを見せて
いました。
　伝統のある祭りを、観光という面

で生かしていこうという、町の人々
の意気込みが感じられました。
　多くの犠牲者と甚大な被害をもた
らした、２０１３年秋の土砂災害から３
年半が経ちましたが、いまだに遺体
の見つからない方もいるそうです。
　道路や公園、住宅などの復興は進
んではいますが、気持ちの部分はま
だ完全に癒えてはいないというのが
実際だそうです。そうした中での「伊
豆大島椿まつり」が、老いも若きも一
緒に盛り上がっているのが印象的で
した。
　岡田港の周辺で見聞きした、主な
野鳥は次のとおりです。セグロカモ
メ、オオセグロカモメ、イソヒヨド
リ、ウミウ、ヒヨドリ、トビ、ミサゴ。

伊豆大島椿まつりのにぎわい

公開している会議　傍聴のご案内
 

会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み
町田市会計基
準委員会

2月21日㈫午前
10時~正午

市庁舎10階会
議室10−2

3人
（申し込み順）

事前に電話で会計課（☎
724・2196）へ

町田市街づく
り審査会

2月28日㈫午後
3時~5時

市 庁 舎2階 会
議室2−3

5人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づく
り課（☎724・4267）へ

町田市スポー
ツ推進審議会

2月28日㈫午後
6時30分から

市庁舎10階会
議室10−2

3人
（申し込み順）

事前に電話でスポーツ振
興課（☎724・4036）へ


