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自動交付サービスを一時停止します。 ※住民票や税証明は、通常どおり取得できます 市民課☎724・2123問

お知らせお知らせ
空家に関する相談窓口を設置
　市では、空家対策を推進するため
に、各種専門家等の団体と連携し、無
料で相談できる窓口を設置します。
相談日４月２４日～９月２５日の毎月第
２・４月曜日、午前９時～正午（１人５０分）
場市民相談室（市庁舎１階）
※第２月曜日は弁護士、宅地建物取
引士、第４月曜日は税理士、宅地建物
取引士が相談に応じます。
申電話で住宅課へ。
問住宅課☎７２４・４２６９
小・中学校でかかる費用の

一部を援助しています
　お子さんを小・中学校に就学させ
ることが困難な、経済的にお困りの
家庭の保護者に対して、学校でかか
る費用の一部を援助しています。
　また、市内在住で町田市立以外の
小・中学校（義務教育学校前期・後期
課程及び中等教育学校の前期課程を
含む）及び私立小・中学校に在籍の方
も就学援助費が申請できます。

【就学援助費】
対①生活保護を受けている方②世帯
全員の２０１６年中の合計所得の合算
が一定の基準額を超えない方
内学用品通学用品費・入学準備金・給
食費・修学旅行費等の援助
※町田市立小・中学校以外に在籍の
方は、給食費は対象外です。

【就学奨励費】
対町田市立小・中学校の特別支援学
級に在籍する児童・生徒の保護者
内学用品通学用品費・入学準備金・給

食費・修学旅行費・宿泊訓練費等の援
助（世帯の所得により援助の内容が
異なる）
※通級指導学級在籍の方には、通級
費のみを支給します。
申４月２８日までに直接学校または学
務課（市庁舎１０階、郵送も可、４月２８
日消印有効）へ。
問学務課☎７２４・２１７６

ひなた村プログラムサービス
【７月１日～１９日分申し込み】
　子ども会や子どもサークル等に、
野外炊飯や工作、遊びなどを職員が
指導します。出張指導もあります。
費材料費
申５月１４日午前１０時～１０時３０分に
電話でひなた村へ。

【プログラムサービス夏季利用案内
～子ども会等活動支援事業】
対市内の子ども会、クラス会、青少年
のサークル等
日７月２０日～８月３１日（月・火曜日を
除く）
※開催日とは別日程で打ち合わせが
必要です。
時間昼の部＝午前１０時～午後３時、
夜の部＝午後４時～８時３０分
内キャンプファイア、野外炊飯、遊
び、工作等の指導（キャンプファイア
を除く出張指導も有り）
費材料費
申往復ハガキに団体名・希望日（第３
希望日まで）・希望の部・参加予定人数
（小学生・中学生・青年〔高校生以上２０
歳未満〕・大人に分けて記入）・代表者
の住所・氏名・電話番号、返信用にも代
表者の宛先を明記し、５月１５日まで
（必着）にひなた村（〒１９４－００３２、本
町田２８６３）へ（重複申し込みは無効）。
※実施日・打ち合わせ日は、ひなた村

で決定します。
◇

問ひなた村☎７２２・５７３６
生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催～３水スマイルラウンジ

鶴 川 の 人 物 列 伝
【小島家をめぐる人々１　新選組副
長土方歳三】
　小野路村の小島鹿之助は、幕末に
小野路村外３４ヶ村組合村の寄場名
主として活躍しました。鹿之助を巡
る人々の生きざまを通して、幕末を
見ていきます。
※直接会場へおいで下さい。
対市内在住、在勤、在学の方
日４月１９日㈬、５月１７日㈬、いずれも
午前１０時～１１時
場和光大学ポプリホール鶴川１階交
流スペース
講小島資料館館長・小島政孝氏
定各１５人（先着順）
問生涯学習センター☎７２８・００７１
認知症予防教室

認知症に強い脳を作ろう！
　終了後もグループの仲間と活動を
継続することを目指します。

【ウォーキング編】
対原町田・中町・森野・旭町・木曽東の
一部（都営木曽森野アパート）の地域
にお住まいの全回参加できる６５歳
以上の方
日①事前講演会＝５月１１日㈭午後１
時３０分～３時３０分②５回プログラム
＝５月１８日～６月１５日の毎週木曜
日、午後１時３０分～４時
場原町田５丁目町内会館
内①認知症を予防する生活習慣等の
講話、脳の健康度テスト②ウォーキ
ングを習慣化する知識や方法を学
び、体験
定２０人（申し込み順）
費９００円
申５月２日午後４時までに町田第１高
齢者支援センター（☎７２８・９２１５）へ。

【料理編】
対玉川学園・東玉川学園・南大谷の地
域にお住まいの全回参加できる６５
歳以上の方
日①事前講演会＝５月１２日㈮午前
１０時～午後０時３０分②５回プログラ
ム＝５月１９日～６月１６日の毎週金曜

日、午前１０時～正午
場玉川学園こすもす会館
内①認知症を予防する生活習慣等の
講話、脳の健康度テスト②知的機能
を使うことを習慣化する知識や方法
を学ぶ（調理も有り）
定１０人（申し込み順）
費８００円
申５月２日午後５時までに町田第３高
齢者支援センター（☎７１０・３３７８）へ。

◇
講①認知症予防サポートセンター職
員②高齢者支援センター職員
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
※当日についての詳細は、各高齢者
支援センターへお問い合わせ下さ
い。

多 摩・ 三 浦 丘 陵 
ウ ォ ー キ ン グ ラ リ ー

【守り育てられた緑を感じながら、里
山ガーデンを目指す】
日５月２０日㈯午前９時～午後２時（受
付時間は午前９時～１０時、順次出発、
荒天中止）
コースＪＲ横浜線十日市場駅～にい
はる里山交流センター～新治市民の
森～三保市民の森～全国都市緑化よ
こはまフェア里山ガーデン会場（ズ
ーラシア北門付近）、全長約７㎞
定３００人程度（申し込み順）
申申込書（公園緑地課〔市庁舎８階〕
に有り）に記入し、４月１７日～５月１５
日にＦＡＸでウォーキングラリー事
務局（返０３・３２７２・６０１７）へ（多摩・
三浦丘陵トレイルホームページで申
し込みも可）。
問公園緑地課☎７２４・４３９７
５月２２日から受付開始

住 宅 バ リ ア フ リ ー 化 
改 修 工 事 助 成 金
　住宅のバリアフリー化のための改
修工事に対する助成制度です。市内
事業者が施工する工事が対象です。
※既に契約や着工している工事に関
しては助成の対象外です。
受付期間５月２２日～６月２日
※予定件数を超えた場合は抽選です。
※詳細は、住宅課へお問い合わせい
ただくか、町田市ホームページをご
覧下さい。
問住宅課☎７２４・４２６９

　設備更新工事のため、施設貸出
を一時中止します。まちだ施設案
内予約システムの団体登録で、ホ
ームグラウンドを堺市民センター
にしている団体は、施設を変更す
ることができます。詳細はお問い
合わせ下さい。ご理解ご協力をお
願いします。
※行政窓口は、工事期間中も業務
を行います。
貸出中止期間９月１日～２０１８年３
月３１日（予定）
問同センター☎７７４・０００３

　耐震補強工事のため、ホールの
貸し出しを一時中止します。期間
中は、他の公共施設等をご利用下
さい。なお、他の公共施設を予約す
る際、ホームグラウンド（抽選申込
施設）の変更手続きが必要となる
場合があります。詳細はお問い合
わせ下さい。ご理解ご協力をお願
いします。
貸出中止期間８月７日～２０１８年１
月３１日
問同センター☎７２８・００７１

堺市民センター
施設貸出を一時中止

生涯学習センター
ホールの

貸し出しを一時中止

　４月１日付けで、常勤監査委員に
高野克浩氏（１９６０年生まれ、５６歳）
が就任しました。任期は４年です。

　高野氏は税理士です。
問監査事務局☎７２４・２５４７

　武相マラソン大会は、約２０００
人が参加し、一般道を走ります。当
日は午前９時～午後１時ごろ（図師
交差点より西側は午前１１時３０分
ごろ）まで、交通規制が行われます。
　選手の走行にご協力のうえ、ご
声援をお願いします。
※交通規制の詳細は、町田警察署
（☎７２２・０１１０）へ。

※資源やごみの収集時間に遅れが
生じる場合があります。お問い合
わせは３Ｒ推進課（☎７９７・７１１１）へ。
日４月２９日㈷午前８時２０分開会、
スタートは、ハーフの部＝午前９
時、８㎞の部＝午前１１時３０分（雨
天実施、荒天中止）
※参加申し込みの受け付けは終了
しています。
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※大会の詳細は、町田市ホームページでご覧いただけます。

コース案内図（ハーフ）

常勤監査委員に高野克浩氏が就任

交通規制・選手走行にご協力を
４月２９日㈷武相マラソン第４０回記念大会開催

問武相マラソン大会事務局☎７９９・１１００、町田市スポーツ振興課☎７２４・４０３６


