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募　集募　集
認 可 保 育 園 職 員
　詳細は各保育園へお問い合わせ下
さい。
対有資格者
○赤ちゃんの家保育園（☎７２６・９５５８）
＝保育士（非常勤）
○三輪あいこう保育園（☎０４４・９８７
・９８７１）＝保育士（常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８

お知らせお知らせ
高齢者の方へ～ごみの指定収集袋を
配 付 し ま す
対４月１日現在、次のすべてに該当す
る方がいる世帯　①市内在住である
②７０歳以上である③２０１６年度市・
都民税が非課税である
※４月２日以降、転入・転出した方、生
活保護受給者は該当しません。
内燃やせるごみ専用袋（小袋２０枚＋
中袋４０枚）、燃やせないごみ専用袋
（中袋１０枚）、１世帯あたり年間７０枚
を配付

※６月末までに、シルバー人材セン
ター会員が順次ご自宅にお届けしま
す。受け取り時に受領印またはサイ
ンが必要です（不在の場合は、２０１８
年３月まで再配付も可）。
※受け取りを辞退する方は、配付時
にお申し出下さい。
○南地区（容器包装プラスチックの
指定収集袋による収集の対象地域）
は次のとおり配付します
内燃やせるごみ専用袋（小袋２０枚＋
中袋２０枚）、燃やせないごみ専用袋
（中袋１０枚）、容器プラスチック専用
袋（中袋２０枚）、１世帯あたり年間７０
枚を配付

◇
※再配付の依頼・お問い合わせは、ご
み袋配付事務局（町田市シルバー人
材センター内、☎７１０・７１０１、受付
期間＝２０１８年３月３１日まで）へ。配
付期間中は電話でのお問い合わせが
大変混み合います。つながらない場
合は、時間をおいておかけ直し下さ
い。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
製造業の皆さんへ～ご協力をお願い
します
工 業 統 計 調 査
　６月１日現在で、工業統計調査を実
施します。

対製造業を営む全事業所
期間５月中旬～７月上旬
※調査員証を携行した調査員が伺い
ます。
問市政情報課☎７２４・２１０６
町田に静かで安全な空を返せ！

着陸訓練の中止を要請
　４月２４日に国から「米空母艦載機
の連続離着陸訓練実施」の通告があ
りました。
　通常は硫黄島で実施する着陸訓練

が天候等の事情でできない場合に
は、厚木基地で訓練を実施するとい
うものです。
　これを受け、市は、神奈川県及び厚
木基地周辺市とともに、４月２５日に
国に対し、厚木基地における訓練の
中止を要請しました。
　今後も引き続き、周辺の自治体と
連携し、国と米軍に対し、騒音解消に
向けて、粘り強く要請していきます。
問企画政策課☎７２４・２１０３

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１２５

　今年の桜の頃はかなり寒かったの
ですが、その後の１か月、気温が急上
昇し、今は夏日を記録するようにな
りました。
　季節は初夏。夏鳥を求めて大地沢
青少年センター周辺を訪ねました。
渓流沿いの梢

こずえ

を好むオオルリ、樹冠
の下の空間でえさを探すキビタキ、
樹上を移動するセンダイムシクイ、
そしてカッコウの仲間のツツドリ。
アオバトも上空を通過していきまし
た。
　これらに、留

りゅう

鳥
ちょう

ですが、ウグイスの
さえずり、キツツキの仲間のアオゲ
ラやコゲラ、水辺のキセキレイなど、
森はにぎやかな声が響く季節になり
ました。
　晴天に恵まれ、眩

まぶ

しい新緑のなか、
第４０回武相マラソンが４月末に開催
されました。多くのボランティアの
皆さんに支えられて、成功裏に終わ
りました。ハーフと８キロがあり、私
も、８キロの部に参加しました。
　晴天で気温も高く、昼の１２時前後
の走路は、アスファルトがかなり熱
くなっていて、顔のほてりで体温が
上がっているのが分かるくらいの暑
さでした。その暑さにもめげず、何と
か完走しました。ボランティアの皆
さんもきっと暑かったと思います。
お疲れ様でした。

　さて、２０１２年の新庁舎移転から５
年が経ちましたが、この度、屋上緑化
の一環として市庁舎４階の花畑のリ
ニューアルをしました。全体のデザ
イン変更にあわせて、新たに野菜畑
のエリアを設けました。
　先月に畑の鍬

くわ

入れ式を行い、多く
のボランティアの皆さんに参加をい
ただき、枝豆、里芋、生姜の作付けと
じゃが芋の芽かきをしました。この
あと、人参やさつま芋の作付けも予
定しています。
　今回の屋上花畑のリニューアルに
際しては、新たに、町田市緑化協会の
皆さんや町田市農協の方にもお手伝
いをいただきました。
　収穫した野菜は市庁舎２階食堂の
食材の一部として、市民の皆さんに
ご賞味いただけるよう検討していま
す。

鍬入れ式の様子

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

熱回収施設等の周辺施設
整備のあり方検討委員会

５月１８日㈭午後
６時～８時

市庁舎２階
会議室２－２

１０人
（申し込み順）

５月１７日午後５時ま
でに電話で環境政策
課（☎７２４・４３８６）へ

町田市文化プログラム実
行計画策定検討委員会

５月２９日㈪午後
６時～８時

市庁舎１０階
会議室１０－
４・５

１０人
（申し込み順）

５月２６日午後５時ま
でに電話で文化振興
課（☎７２４・２１８４）へ

ごみの資源化施設地区連
絡会（町田リサイクル文
化センター周辺エリア）

５月３１日㈬午後
６時３０分から

忠生市民セ
ンター

１０人程度
（先着順）

直接会場へ問循環型
施設整備課☎７２４・
４３８４

　老朽化した同コミュニティセンタ
ーの建て替え事業について、地域の
皆さんに知っていただくため、説明
会を開催します。
※直接会場へおいで下さい。

日５月２８日㈰午前１０時～１１時３０分
場玉川学園さくらんぼホール
問市民総務課☎７２４・４３４６、道路政
策課☎７２４・１１２４

玉川学園コミュニティセンター
建て替えに関する 事 業 計 画 説 明 会

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集
サークル名・活動内容 活動日時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）

オールドボーイズ・軟式野球 毎週㊐午前９時～、春秋市大会日、他 高ヶ坂小学校の校庭、他 入会無料・月１０００円 船迫☎０９０・２６７０・５２１３ ２０歳～６０歳超、投捕手歓迎
おじさん日曜草野球 毎月第１㊐午前９時３０分から 町田第四小学校校庭 入会無料・月無料 橋本☎０９０・６１９６・８９７１ おじさんお兄さん草野球
たちばな剣友会　剣道：初心者歓迎 毎週㊏午後６時から、㊌午後７時から 堺中学校武道館 入会３０００円・月２０００円 實方（ジツカタ）☎７７１・７００８ 年長～大人まで　ＨＰ有！
町田・山歩塾　健康つくりハイキング 毎月第１㊋午後８時から打ち合わせ 小山市民センター 入会１０００円・月５００円 高木英俊☎０９０・１４６４・８９２２　要電話 ハイキングは月２～３回有
ハイキングクラブ山ぼうし 毎週㊏㊐、平日もあり 生涯学習センター 入会１０００円・月１０００円 萩生田☎７２４・６４６８ 近郊の山登りを楽しむ方
ソフトエアロビクスレインボー 月３回㊊午前１０時～１１時３０分 堺市民センター 入会１０００円・月２５００円 レインボー☎７７３・６９９２
さくら健康体操の会　いつまでも若く 月３回㊎午後１時３０分～３時 鶴川市民センター 入会１０００円・月２０００円 後藤☎７３５・１８６５ 指導　町田リズム運動の会
健康体操サンライズ　リズム体操です 月４回㊌午前１０時～正午 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会１０００円・月３０００円 春本☎７３６・０３１６ 無料体験～５月２４日㊌
カスタネット～軽体操、骨盤体操も 毎週㊌午前１０時～１１時３０分 わくわくプラザ町田他 入会１０００円・月２０００円 木村☎７２６・０３４５　要電話 中高年向き　見学者歓迎
鶴川レディース　軽体操 毎週㊌午前１０時～１１時３０分 鶴川市民センター他 入会１５００円・月２０００円 中山稚子☎７３５・０２４７ 見学体験有り待っています
ロコモ体操～真向法と貯筋で健康長寿 毎週㊍午後２時～４時 町田市民フォーラム３階 入会２０００円・月２０００円 長野☎０９０・４２０２・３４６０ ６月１日は５００円で体験会
混声合唱やまびこ 月３回㊏午後１時４５分～４時 鶴川市民センター他 入会無料・月３５００円 佐藤☎０８０・３４２７・２０６３
コールわかば～女声コーラス 毎月第２・４㊎午後２時～３時３０分 堺市民センター音楽室 入会無料・月２０００円 村田☎７７４・５２９１ ごいっしょに歌いましょう！
町田混声合唱団 毎週㊎午後７時～９時 町一中ミーティングルーム 入会５００円・月３５００円 江川☎７９３・２１１６ 初心者の方もどうぞ！
コーラスけやきの里（女性合唱） 毎週㊍午後２時～４時 成瀬コミュニティセンター 入会１０００円・月３０００円 中川☎０９０・６０４６・８５６０ 童謡他見学歓迎電話下さい
真光寺うた倶楽部＆男前 月４回㊏午前１０時～正午 真光寺市営住宅集会所 入会無料・月３０００円 渕田☎７３６・２１５１ 懐かしい歌を唄ってます
コーラスはづきⅡ 毎月第１～３㊋午前１０時～正午 木曽森野コミュニティセン

ター 入会無料・月３０００円 小山☎０８０・６５８７・６１００ 見学歓迎
民謡　東村会 月２～３回午後２時から（夜も可） 堺市民センター他 入会１０００円・月３０００円 岩瀬美樹☎０８０・３４８２・２８５７ 初月無料、曜日等問合せを
大正琴みすず会～楽しく弾きましょう 月２回㊊午前１０時～正午 生涯学習センター７階 入会無料・月２０００円 山本☎７３５・１３５２ 見学ＯＫ・男女問いません
モロカイウクレレクラブ会員募集 毎週㊏午前９時３０分～正午 生涯学習センター他 入会１０００円・月３０００円 生田晃☎７２５・７６４０ 見学随時（要連絡）
町田ゆうゆうエコーズ複音ハーモニカ 毎月第２・４㊋午後６時～８時 生涯学習センター 入会無料・月１０００円 原口☎返７２６・２０３５ 初心者歓迎　見学可
ギターで合奏を楽しみましょう 月２回㊋午後１時～５時 和光大学ポプリホール鶴川 入会無料・会場費 泉☎０９０・７４０２・３６３２ 初級者ＯＫ、会場費均等割
木版べこの会・楽しく木版画製作 毎月第１・３㊎午後１時～５時 生涯学習センター他 入会無料・月２５００円 古瀬☎返７３６・５０６８ 初心者～経験者見学も歓迎
町田釣友会船釣例会 月１回㊌午前６時集合 三浦半島沖 入会２０００円・船代実費 ホタニ☎０８０・３１２７・０２８８　要電話 ６月１４日㊌、７月１２日㊌
まちだ写好会写真を楽しむ仲間の集い 月２回例会、１回撮影会　バス利用有 生涯学習センター視聴覚室 入会無料・月２５００円 小林伸太郎☎０９０・４０２６・７７６６ 例会５月２４日有、作品講評


