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エフエムさがみ 83.9MHz　「東京町田インフォメーション」で町田の情報を放送中

お知らせお知らせ
「（ 仮 称 ）南 町 田 計 画 」 
環 境 影 響 評 価 書

【縦覧・閲覧】
日２月２７日㈪までの午前９時３０分～
午後４時３０分（土・日曜日、祝休日を
除く）
場環境保全課（市庁舎７階）、市政情
報課（市庁舎１階）、南町田駅前連絡
所（南町田リエゾン）、東京都環境局
総務部環境政策課、東京都多摩環境
事務所管理課
※南町田駅前連絡所は、２月２７日は
臨時休所します。
問環境保全課☎７２４・２７１１
国の行政相談

特 設 相 談 会
　総務大臣から委嘱された行政相談
委員が、国や独立行政法人、特殊法人
の仕事について、困り事相談やご意
見などを受け付け、助言や関係行政
機関に対する通知などを行います。
※直接会場へおいで下さい。
日２月２１日㈫午前１０時～午後３時
場南市民センター１階ロビー
問広聴課☎７２４・２１０２
玉川学園コミュニティセンター建替
に関する

計画説明会を開催します
　老朽化した玉川学園コミュニティ
センター建替工事の基本設計がまと
まりました。
※直接会場へおいで下さい。
日・場２月２６日㈰午前１０時～１１時
３０分＝玉川学園さくらんぼホール、
３月１日㈬午後７時～8時３０分＝市民
協働おうえんルーム（市庁舎２階）

問市民総務課☎７２４・４３４６

催し・講座催し・講座
出 張 認 知 症 カ フ ェ

【Ｄカフェ×学生ｉｎスターバックス
コーヒー多摩境店】
　認知症の方や家族、支援者等が気
軽に集まり、情報交換や交流を行う
場「出張認知症カフェ（Ｄカフェ）」を
行います。今回は、認知症に関心のあ
る学生も参加します。
※直接会場へおいで下さい。
対認知症の方や家族、支援者等
日３月７日㈫午前１０時～正午
場スターバックスコーヒー多摩境店　
（小山ヶ丘３－２－8）
※飲食代は自己負担です。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
自由民権資料館３０周年記念・市民
協働企画展

歴史を学び、歴史に学ぶ～
地域に生きる市民として
　自由民権資料館の歴史講座「町田
自由民権カレッジ」２期生の卒業論文
の内容を中心に紹介する展示です。
　また、卒業生による「まちだ自由民
権カレッジ同窓会」のさまざまな活
動についても関連資料とともにご紹
介します。
※直接会場へおいで下さい。
日２月１8日㈯～３月２０日㈷、午前９
時～午後４時３０分
場同館企画展示室
○関連イベント
　いずれも直接会場へおいで下さい。

【ギャラリートーク】
　同カレッジ２期生及び展示担当学
芸員が、展示内容の解説をします。
日２月１8日、２５日、３月４日、１8日、い

ずれも土曜日午後２時から１時間程度
場同館企画展示室

【市民シンポジウム】
　同カレッジを卒業し、同窓会で活
動する方々の報告をもとに、自由民
権運動について話し合います。
日３月１２日㈰午後１時～５時
場生涯学習センターホール

◇
問同館☎７３４・４５０8
ダンボールコンポストによる

生ごみ減量・資源化講習会
　参加者はダンボールコンポスト１
セットをお持ち帰りいただけます。
対市内在住の方
日①３月8日㈬午後１時３０分～３時②
３月９日㈭午前１０時～１１時３０分
場①市庁舎②忠生市民センター
定各１５人（申し込み順）
申２月１７日正午～２8日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０２１７
Ａ）へ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
生涯学習センターコンサート事業～
モンゴルの民族楽器　馬頭琴の調べ

“スーホの白い馬”の世界
　馬頭琴の生演奏と朗読です。
対市内在住、在勤、在学の方
日３月１１日㈯午後２時開演
場生涯学習センター
曲目「ジュレー」「藍色の子守唄」「ス
ーホの白い馬」　他（予定）
出演永瀬征博（馬頭琴）、大平久子（朗
読）
定１５４人（申し込み順）
申２月１７日正午～３月２日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード１７０２１７
Ｃ）へ。附室からの親子鑑賞希望者（３
組まで）は、電話で併せて申し込み
を。
問同センター☎７２8・００７１
国際版画美術館

銅 版 画 一 日 教 室
対高校生以上の初心者
日３月３０日㈭午前１０時３０分～午後
４時
場同館

内銅版画のドライポイント技法で単
色刷りの小品（約１５㎝×１２㎝）を制
作（道具、材料は同館で用意）
講版画家・馬場知子氏
定１４人（抽選、結果は３月8日ごろ郵送）
費３０００円
申２月２１日正午～３月５日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード１７０２２１
Ｂ）へ（同館ホームページで申し込み
も可）。
問同館☎７２６・２88９
ティツィアーノとヴェネツィア派展

関 連 文 化 講 演 会
　東京都美術館で４月２日まで開催
中の日伊国交樹立１５０周年記念「テ
ィツィアーノとヴェネツィア派展」
について専門家が解説します。参加
者には本展の招待券を１人１枚差し
上げます。
※市立図書館、ＮＨＫ、（一財）町田市
文化・国際交流財団との共催です。
日３月8日㈬午後２時～３時４０分ごろ
場和光大学ポプリホール鶴川
講東京都美術館学芸員・小林明子氏
定２９５人（申し込み順）
申２月２１日正午～２8日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０２２１
Ｃ）へ（申し込みは２人まで）。
問中央図書館☎７２8・8２２０
町田市民文化祭春の催し

町 田 市 民 美 術 展
　直接会場へおいで下さい。
日２月２５日㈯～３月５日㈰、いずれも
午前１０時～午後５時（入場は終了の
１時間前まで、２月２７日は休館）
場国際版画美術館企画展示室・市民
展示室
内絵画・工芸・書道等、公募した作品
を展示
※２月２５日㈯午後１時から絵画体験
「楽しく絵を描こう」、３月４日㈯午後
１時から書道の実演「席上揮

き

毫
ごう

」を同
館エントランスホールで行います
（見学自由）。
問町田市民文化祭春の催し事務局・
創作陶芸紅土会☎７９１・９２０２、町田
市文化振興課☎７２４・２１8４

市立室内プールのお知らせ
　第１３回フィンスイミング日本学
生選手権大会＆日本マスターズ大会
のため、３月１２日㈰はプールの一般
利用はできません（トレーニング室
は通常どおり利用可）。
　なお、大会前日は、５０ｍプールが
高水位（１．４ｍ～１．７ｍ）になり、水温
が１～２度ほど低くなりますのでご
注意下さい。

【スタート専用コースとして開放し
ます】

　高水位時に、５０ｍプール採暖室側
の１コースをスタート専用の練習コ
ースとして開放します。
対２０歳以上の方
日３月１１日㈯午後６時１０分～8時
費施設利用料
申直接スタート専用コース前で受け
付け。
※プールの満水状況により、開放時間
が変更となる場合があります。
※飛び込みには危険が伴いますの
で、誓約書に署名をお願いします。
問市立室内プール☎７９２・７７６１

　美術やデザインに関係の深い広
告を募集します。応募説明書類は
同館ホームページでダウンロード
できます。詳細はお問い合わせ下
さい。
対「文化スポーツ振興部国際版画
美術館の有料広告の取り扱い基

準」第４に定める規制対象業種及
び事業者を除く業種または事業者
※掲載できる広告の制限等があり
ます。
掲載期間４月１日～９月３０日
募集枠数トップページ１０枠（横
１8０ピクセル×縦8０ピクセル）
※申し込みは１事業者１枠までです。
費１枠３万円
募集期間２月２8日まで
問同館☎７２６・２７７１

　高齢者の見守り活動の強化と徘
はい

徊
かい

高齢者の捜索体制を充実するた
め、１月２５日に、（公社）東京都町田
市歯科医師会、（一社）町田市薬剤
師会、生活協同組合コープみらい、
東都生活協同組合と「町田市高齢
者の見守り活動に関する協定」を締
結しました。今回の協定で市の協力
事業者は５２３事業者となりました。
　これらの事業者と協定を結んだ

　国民健康保険は、加入者の高齢
化や医療技術の高度化などによ
り、１人あたりの医療費は年々増
加する一方、被保険者数の減少な
どにより保険税収入は伸び悩んで
います。２０１５年度は赤字補てん
のために４３億円を一般会計から
繰り入れました。
　２０１６年度には税率改定等を実
施していますが、歳入不足を解消
するには至っていません。
　このため、２０１６年１２月の市議

ことで、更なる見守り体制の強化
を図ることができました。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

会定例会に税率の改定を提案し、
２０１７年度に改定することになり
ました。国保財政の厳しい状況を
ご理解いただき、ご協力をお願い
します。
※詳細は今後の本紙等でお知らせし
ます。�市HP� ２０１７年度国保税 � 検索
問保険年金課☎７２４・４０２７
町田市国民健康保険税率改定

新旧対照表
改定前 改定後

医療分
所得割

4.74% 5.17%
支援分 1.62% 1.76%
介護分 1.49% 1.55%
※今回は均等割、平等割の改定は行いません。

➡

2０17年度に国民健康保険
税の税率を改定します

東京都町田市歯科医師会ほか３事業者と
�高齢者の見守り活動に関する協定を締結

見守りネットワークまちだ

国際版画美術館ホームページに
バナー広告を載せてみませんか


