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お知らせお知らせ
民生委員・児童委員の連絡先に

変 更 が あ り ま し た
　５月１日に、次の民生委員・児童委
員の連絡先に変更がありました。
※その他の担当は、福祉総務課へお
問い合わせ下さい。
地区忠生第一
地域下小山田町１～２３１、２７２０～
２７２７、２７３０～２７３２、２７４１～
２７４３、２７４６～２７５１、２８１３～
３１１８、３３１５、３３５２、４０００～４０１８
担当委員西潟正明☎０９０・９００７・
９３９３（電話番号変更）
問福祉総務課☎７２４・２５３７
再就職を目指す

女性のための職業訓練
【５日間コース～Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ基礎
科】
　東京都との共催です。
※原則受講決定後の辞退はできませ
ん。
対結婚・出産・育児等で退職し、再就
職を目指す女性で、次のすべての要
件を満たす方　①ハローワークで求
職登録をしている②全回参加できる
③訓練修了後、ハローワークに職業
相談をすることができる
※６か月以上の未就学児（１０人）は、訓
練中、同施設内でお預かりします。
日７月１７日㈷～２１日㈮、午前１０時
～午後３時、全５回
場町田市文化交流センター
定１０人（要件を確認のうえ、抽選）
申申込書（産業観光課〔市庁舎９階〕

に有り、ＴＯＫＹＯはたらくネットホ
ームページでダウンロードも可）に
記入し、６月１９日～３０日（必着）に直
接または郵送で東京都産業労働局雇
用就業部能力開発課就業促進担当

「Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ基礎科」（〒１６３－
８００１、新宿区西新宿２－８－１、第一
本庁舎３１階北）へ。
※持参の方は、３１階北入口の電話で
就業促進担当を呼び出して下さい。
問同局雇用就業部能力開発課就業促
進担当☎０３・５３２０・４８０７、町田市
産業観光課☎７２４・２１２９
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
委員が国や関係行政機関の仕事につ
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６月２０日㈫午前１０時～午後３時
場鶴川市民センター１階ロビー
問広聴課☎７２４・２１０２
介護の仕事は町田で！

町田市介護人材バンク
　４月に開設した同バンクでは、市
内の介護施設での就労希望者（年齢
・資格・経験は不問）に仕事の紹介や
相談等の就労支援を行っています。
日７月１３日㈭①午後１時～２時３０分
②午後２時３０分～４時３０分
場町田市文化交流センター６階ホール
内①講演会～介護施設の種類と働き
方、仕事をする時に知っておきたい
こと②同バンク登録説明会、介護の
仕事何でも相談会（希望者向け）

講株式会社ポートエモーション代表
取締役・髙橋豊氏
定８０人（①のみ申し込み順）
申①電話で同バンクへ②直接会場へ。
問町田市介護人材開発センター・町
田市介護人材バンク☎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
事業者の方へ～特定計量器（はかり）
の

定 期 検 査
　商店での取引や学校、医院等での
証明に使用する「はかり」は、２年に１
度、検査を受けなければなりません。
　検査員がお店等に伺い検査を行い
ます。
対市内の事業者の方
※検査対象者には、事前にハガキで
通知します。
※通知のなかった方、新たにはかり
を使用するようになった方、使用し
なくなった方は東京都計量検定所ま
でご連絡下さい。
検査日程７月３日㈪～８月２８日㈪
※詳細は東京都計量検定所（☎０３・
５６１７・６６３８）へ。
問消費生活センター☎７２５・８８０５
車ごと出店できる！
まちエコ・フリーマーケット 
出 店 者 募 集

　家庭で不要になったものをリユー
ス（繰り返し使う）するフリーマーケ
ットの出店者を募集します。
日７月２日㈰午前９時～午後２時
場町田リサイクル文化センター隣接地
定８０台（申し込み順）
費２０００円

申６月２３日までに直接または電話で
（一財）まちだエコライフ推進公社
（☎７９７・９６１７）へ。
※電話申込の方は後日出店者説明会
及び出店区画の抽選を行います。詳
細は同公社へお問い合わせ下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

催し・講座催し・講座
市 民 公 開 講 座

【こどもの救急～良いタイミングで
救急受診をするために】
日７月１５日㈯午前１０時～１１時３０分
場町田市民病院
講町田市民病院小児科部長・藤原優
子医師　他
定１５０人（申し込み順）
申６月１５日正午～７月９日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０６１５Ｃ）へ。
問町 田 市 民 病 院 医 事 課 ☎７２２・
２２３０（内線７１３８）

そらまめの会（多胎児の会）
　母子健康手帳をお持ちのうえ、直
接会場へおいで下さい。
対双子・三つ子等の多胎児を育てて
いる方、出産予定の方やその家族
日６月２６日㈪午前１０時～１１時（受
け付け＝午前９時３０分～１０時）
場健康福祉会館
内保護者同士の交流、情報交換、手遊
び等
問保健予防課☎７２５・５１２７

社員思いの事業所を探しています！

認定農業者認定書授与式が行われました

介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
納入・納税通知書をお送りします

市立室内プールのお知らせ
　７月２１日～８月３１日の夏季期間

（無休）は、小・中学生の施設利用料
が有料（１００円）となります。
　なお、同期間は開館時間を３０分
早め、午前８時３０分から開館しま
す（閉館は午後９時）。
問市立室内プール☎７９２・７７６１

子 ど も セ ン タ ー た だ Ｏ Ｎ 
臨 時 休 館

　東京都議会議員選挙の投票所と
なるため、７月１日㈯午後６時～９
時、２日㈰終日は臨時休館します。
問ただＯＮ☎７９４・６７２２

7月4日から 
ふれあい桜館（高齢者福祉
センター）が再開します

　ふれあい桜館は、３月６日から改
修工事のため休館していました
が、７月４日㈫から再開します。
　なお、長寿号は休館前の運行に
戻ります。詳細は、各ふれあい館で
配布している「長寿号のしおり」

「長寿号配車計画」をご覧下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１、ふ
れあい桜館☎７９７・９４８９

　町田市認定農業者への認定書授
与式が、５月２３日に市庁舎で行わ
れました。
　認定農業者制度とは、市内農家
の中でも特に意欲を持って経営の
改善・発展に取り組む方を市が認
定し、その取り組みを支援する制
度です。
　今回は、更新者の方が４人認定
され、町田市の認定農業者は８８人
となりました。授与式では、山田副

市長から一人ひとりに認定書が手
渡されまし
た。
問農業振興
課☎７２４・
２１６６

　市では、社員が働きやすい工夫
や取り組みをしている企業・事業
所を「町田市仕事と家庭の両立推
進企業賞」として表彰しています。
このような取り組みを行っている
企業・事業所は、自薦・他薦問わず、
奮ってご応募下さい。
対市内の企業及び事業所で、取り
組みが市内で実施されていること
○介護・育児を抱える従業員が働
きやすいように工夫

（例）勤務時間の短縮、フレックス
タイム実施、託児施設の設置、特別
な休暇制度、長時間労働を制限
○男女がともに働きやすいように
工夫

（例）セクハラ防止、施設改善、性別
にとらわれない能力活用（女性管

理職の積極的登用等）
○従業員の働きやすさを後押しす
る取り組み

（例）育児介護休業法などで定める
休暇をとりやすく工夫、復職に向
けた支援
申応募用紙（町田市ホームページ
でダウンロード）に記入し、直接、
郵送またはＥメールで男女平等推
進センター（〒１９４－００１３、原町
田４－９－８、町田市民フォーラム
３階、遍ｍｃｉｔｙ２４１０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉ
ｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ（随時募集）。
※内容が分かれば指定の様式以外
での応募も可能です。
市HP 検索社員思い　　　
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８

　それぞれの納入・納税通知書を
７月から下表のとおり順次お送り
します。
※記載されている料（税）額は、市
で把握した前年所得等をもとに算
出しています。所得の申告等によ
り、料（税）額が変更になる場合は、
改めて通知します。
※料（税）額の計算方法等の詳細
は、各通知書または町田市ホーム
ページをご覧下さい。

【還付金詐欺にご注意下さい】
　「還付金がある」「住所や口座番
号を教えて」等の、市の職員を名乗
る不審な電話がかかってきたら、
一旦電話を切り、町田市役所に電
話をかけて確認して下さい。

◇
問介護保険課☎７２４・４３６４、保険
年金課 国民健康保険税について
＝☎７２４・２１２４、後期高齢者医療
保険料について＝☎７２４・２１４４

納入・納税通知書の発送日
種　類 発送日 宛　先

介護保険料 7月3日㈪から 本人
国民健康保険税 7月7日㈮から 世帯主
後期高齢者医療保険料 7月14日㈮から 本人

前列中央と後列の３人の方
が認定されました


