
4 2017．4．15 電話（☎042・724・5656）やインターネットのイベント申込システム（ イベシスで検索）
で申し込みができます。コード＝インターネットで24時間申し込みができます。イベント申込システム 町田市イベントダイヤル

システムメンテナンスのため、4月25日㈫午後7時～11時は、コンビニエンスストアでの戸籍証明書の

募　集募　集
病 児 施 設 職 員
　詳細は病児保育室へお問い合わせ
下さい。
対有資格者
○はやしクリニック病児保育室（☎
７９３・３７２２）＝保育士（パート）
問子育て推進課☎７２４・４４６８
町田市民病院

病 院 ボ ラ ン テ ィ ア
対１６歳以上の健康な方（未成年は保
護者の許可が必要）
日月～金曜日（祝休日を除く）、午前９
時～午後３時の間で都合のよい時間
内入院患者の受付後の病棟への案
内、外来案内、手作業（材料作り等）
問町田市民病院総務課☎７２２・
２２３０（内線７４１３）

お知らせお知らせ
「町田市都市計画マスタープラン（実
施方針編）」を

部 分 改 定 し ま し た
　２０１１年・２０１３年に改定した「町
田市都市計画マスタープラン」の具
体的な施策・事業を位置付けた「実施
方針編」について、施策の進

しん

捗
ちょく

確認等
を踏まえて、部分改定を行いました。
　内容は、都市政策課（市庁舎８階）

の窓口、各市立図書館で閲覧できる
ほか、市政情報課（市庁舎１階）で１冊
６００円（都市計画マスタープラン全編
＝１８００円）で販売しています（町田市
ホームページでダウンロードも可）。
問都市政策課☎７２４・４２４８
実施します～環境に関する

ア ン ケ ー ト 調 査
　市では毎年、第二次町田市環境マ
スタープランに基づいた施策の進み
具合や目標の達成状況などを点検・
評価し、「町田市環境白書」で公表し
ています。
　環境白書の作成にあたり、市民の
皆さんの環境施策に対する評価や環
境問題に対する意識などを基に、施
策の点検・評価を行うため、市内在住
の方３０００人を対象に「環境に関す
る市民アンケート」を実施します。対
象となった方には、アンケート用紙
を郵送しますので、ご協力をお願い
します。
問環境政策課☎７２４・４３８６
生涯学習センター～募集します

家 庭 教 育 支 援 学 級 生
【①手作りコース②音コース】
対市内在住の、子育て中で家庭教育
支援活動に意欲や関心のある方
日２０１８年３月までのおおむね月２回
①火曜日（初回は５月３０日）②木曜日
（初回は６月１日）、いずれも午前１０
時～正午、計各１８回
場生涯学習センター
内①物語（絵本）を通して、子どもの
成長に係る「手作り」を学ぶ②子ども

の成長に係る音の効果性及び音を使
って楽しむ方法（遊び）を学ぶ
定各１５人（抽選）
申所定の申込書（同センターに有り）
に記入、またはハガキに家庭教育支
援学級と書き、コース名・住所・氏名
（ふりがな）・電話番号・お子さんの年
齢・保育希望の有無（８か月以上の未
就学児、１５人まで）、保育希望者はお
子さんの氏名（ふりがな）・生年月日
を明記し、５月１５日まで（必着）に同
センター（〒１９４－００１３、原町田６
－８－１）へ。
問同センター☎７２８・００７１

町 田 市 自 然 休 暇 村 
夏 期 利 用 申 し 込 み
　町田市自然休暇村の夏期利用の抽
選申込を受け付けます。
※２泊３日での申し込みとなります。
１泊、３泊の場合は、抽選後の受け付
けとなります。
対市内在住、在勤、在学の方とその同
伴者
利用日本館＝①７月２９日～３１日②７
月３１日～８月２日③８月２日～４日④８
月４日～６日⑤８月６日～８日⑥８月８
日～１０日⑦８月１０日～１２日⑧８月
１２日～１４日⑨８月１４日～１６日⑩８

月１６日～１８日⑪８月１８日～２０日、キ
ャビン＝⑫７月２８日～３０日⑬７月３０
日～８月１日⑭８月１日～３日⑮８月３
日～５日⑯８月５日～７日⑰８月７日～
９日⑱８月９日～１１日⑲８月１１日～１３
日⑳８月１３日～１５日㉑８月１５日～
１７日㉒８月１７日～１９日、すべて２泊
申「自然休暇村夏期利用申込」と書
き、利用施設（本館／キャビンの別）・
希望利用日の番号（第３希望まで可）、
キャビン申し込みの方は「ペット連
れの有無」「動物アレルギーの有無」・
利用予定人数（大人〔中学生以上〕・小
学生・幼児〔寝具利用の有無〕）・代表
者住所（市内在勤・在学の方はその旨
を明記）・氏名・電話番号を明記し、５
月３１日まで（必着）にハガキ、ＦＡＸま
たはＥメール（１グループ１通、重複申
込は無効）で町田市自然休暇村（〒
３８４－１４０３、長野県南佐久郡川上村
秋山５３－１５、返０２６７・９９・２２４０遍ｉ
ｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａｋｙｕｋａｍｕｒａ．ｊｐ）へ。
※施設の詳細・利用料等は、町田市自
然休暇村ホームページをご覧いただ
くか、１月に全戸配布しました「別冊
タウンページ　町田市わたしの便利
帳」の４８ページをご覧下さい。
問自然休暇村☎０２６７・９９・２９１２

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１２４

　春は、草木、鳥、虫などの移ろいの
早い季節です。桜花が散り、新緑が煙
る、鳥のさえずる季節。もうすぐそこ
に初夏、５月がやってきます。月の初
めに南から、ツバメが渡ってきまし
た。後を追って、センダイムシクイや
里山の猛きんサシバも渡ってきま
す。九州など国内の暖地からヒヨド
リの群れが移動してきています。
　広袴、真光寺の上空をアオサギの
１５、６羽が、かぎ形の編隊を組んで北
の方角、多摩川あたりを目指して飛
んでいきました。まだ、居残っている
冬鳥、ウソ、シメ、アカハラ、シロハ
ラ、アオジ、ジョウビタキなども見ら
れました。野鳥も季節による交代の
ときです。
　さて、こちらは例年のイベントで
すが、今月のはじめに、第１７回まち
だ全国バレエコンクールが市民ホー
ルで開催されました。ＮＰＯの町田バ
レエ育成振興会が主催するこのコン
クールは、過去にも、世界的に活躍す
るバレリーナを多く輩出している、
世界への登竜門とも言うべきもので
す。
　今年は、特別審査員としてパリ・オ
ペラ座バレエ団の首席ダンサーであ
る、エマニエル・ティボー氏を迎えて
開催されました。表彰式の最後にサ

プライズがあり、この夏の研修に招
かれる受賞者がティボー氏から発表
されました。
　町田市では、ピアノのコンクール
も毎年開かれています。今年も、７月
～８月に第４２回の全国町田ピアノコ
ンクールが予定されています。バレ
エにしろ、ピアノにしろ、全国から応
募をしていただいて、こうしたコン
クールができるのは、町田の市民に
とってもうれしいことであり、関係
者の努力に敬意を表したいと思いま
す。また、今後の発展に期待をしてい
ます。
　コンクールなど、こうした機会を
とらえて、これまで以上に文化芸術
の振興を図り、都市としてのイメー
ジアップにもつなげていきたいと思
っています。

第１7回まちだ全国バレエコンクール
表彰式の様子

長）水島弘／環境資源部循環型施
設建設担当部長（下水道部水再生
センター所長）田中耕一／道路部
長（建設部長）楠本啓二／都市づく
り部長（都市づくり部都市政策課
長）神蔵重徳／会計管理者（総務部
次長兼総務課長）髙階康輔／学校
教育部長（生涯学習部長）北澤英明
／学校教育部指導室長（練馬区教
育委員会副参事〔教育政策特命担
当〕）金木圭一／生涯学習部長（政
策経営部次長兼企画政策課長）中
村哲也

　市川常雄（政策経営部長）／熊坂
惠司（総務部情報システム担当部
長）／𠮷川清美（総務部次長〔労務
担当〕）／馬場昭乃（財務部長）／西
村正明（財務部営繕担当部長）／市
川二郎（財務部税務担当部長）／内
山重雄（市民部長）／持田勝正（市
民部市民協働推進担当部長）／田
後毅（文化スポーツ振興部長）／須
𥔎信孝（地域福祉部長）／叶内ひと
み（保健所次長兼保健総務課長）／
笠原道弘（経済観光部長）／田後眞
人（環境資源部循環型施設建設担
当部長）／宗田隆由（都市づくり部
長）／藤田明（会計管理者）／𠮷川
正志（学校教育部長）／宮田正博
（学校教育部指導室長）／佐藤裕
（町田市民病院副院長）

　４月１日付けで次のとおり人事
異動がありました（部長級、カッコ
内は旧職）。

　政策経営部長（環境資源部長）小
島達也／総務部情報システム担当
部長（総務部次長兼情報システム
課長）中田直樹／総務部次長〔労務
担当〕（市民部市民課証明係担当係
長）今野俊哉／財務部長（いきいき
生活部長）堀場淳／財務部営繕担
当部長（財務部営繕課長）德重和弘
／財務部税務担当部長（市民部次
長兼市民総務課長）宮崎慶三／防
災安全部長（市民部防災安全担当
部長）福田均／市民部長（町田市民
病院事務部医事調整担当部長）関
口高史／市民部市民協働推進担当
部長（地域福祉部次長兼福祉総務
課長）平林隆彦／文化スポーツ振
興部長（文化スポーツ振興部次長
兼スポーツ振興課長）能條敏明／
地域福祉部長（地域福祉部障がい
福祉課長）叶内昌志／いきいき生
活部長（いきいき生活部高齢者福
祉課長）奥山孝／子ども生活部長
（子ども生活部次長兼子ども総務
課長）三橋薫／経済観光部長（子ど
も生活部長）小池晃／環境資源部
長（環境資源部次長兼環境政策課

　選挙管理委員会では、７月２２日の
任期満了に伴い、７月２日に予定さ
れている東京都議会議員選挙の立
候補予定者説明会を開催します。
※直接会場へおいで下さい。
日５月１９日㈮午後２時から

場市庁舎２階会議室２－１
※会場の都合により、出席者は１
候補者につき２人以内に限らせて
いただきます。
問選挙管理委員会事務局☎７２４・
２１６８

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
町田市廃棄物減量
等推進審議会

4月28日㈮午
後6時～8時

市 庁 舎2階
会議室2－2

10人
（申し込み順）

4月26日午後5時までに電話で
環境政策課（☎724・4386）へ

立候補予定者説明会

退 職 者（３月３１日付け）

人事異動

東京都議会
議 員 選 挙


