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お知らせお知らせ
大地沢青少年センター～２０１８年４
月分の
利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申１０月７日午前８時３０分から電話で
同センター（☎７８２・３８００）へ。
※初日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選、午後１時以降は申し
込み順に受け付けます。
※４月１０日、１７日、２４日は利用でき
ません。

町田市自然休暇村 せせらぎの里
【年末年始の利用受付開始】
　年末年始は、２泊３日での申し込み
となります（抽選、利用は本館のみ）。
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
利用日１番（１２月２９日～３１日）、２番
（１２月３１日～２０１８年１月２日）、３番
（２０１８年１月２日～４日）

申「町田市自然休暇村年末年始利用
抽選申込み」と書き、希望利用日の番
号（第２希望まで）・代表者の住所（市
内在勤で市外在住の方はその旨を明
記）・氏名・電話番号（自宅・携帯をお
持ちの方は携帯番号）・利用予定人数
詳細（大人〔中学生以上〕・小学生・幼
児〔寝具の有無〕）を明記し、１０月３１
日まで（必着）に、ハガキまたはＦＡＸ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）へ（自然休
暇村ホームページで申し込みも可）。
※１グループ１枚、重複申し込みは無
効です。
※１泊、３泊を希望する方は、抽選後
の申し込みとなります。
※詳細は自然休暇村（☎０２６７・９９・
２９１２）へお問い合わせ下さい。
【２０１８年４月分の利用受付開始】
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申１０月１日午前８時３０分から電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ

（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）。
※４月１０日、１１日、２６日、２７日は利
用できません。
開催します
障がい者就職面接会
　参加企業（３０社予定）の人事担当
者と面接ができます。
※応募書類（履歴書・職務経歴書）を
複数枚と身体障害者手帳及びそのコ
ピーをご持参下さい。
日１０月２７日㈮午後１時～４時
場市立総合体育館
申ハローワーク町田・八王子・府中・
相模原に求職登録している方は、直
接登録先のハローワークへ。その他
のハローワークで求職登録している
方は、主催ハローワーク（町田・八王
子・府中・相模原）のいずれかへ直接
申し込み（当日、直接会場での参加申
し込みも可）。
問ハローワーク町田専門援助部門☎
７３２・７３１６、町田市障がい福祉課☎
７２４・２１４７
国民年金保険料の一部免除が
承認された皆さんへ
　国民年金保険料の免除申請を行
い、４分の１・半額・４分の３の免除が
承認された場合、残りの納付すべき
保険料の納付書が送付されますの
で、銀行・郵便局・コンビニエンスス
トア等で納めて下さい。
　この保険料を納めることにより、
一部免除が承認された期間は、老齢
・障害・遺族基礎年金の受給資格期
間に含まれ、老齢基礎年金額にも反
映されます。期限内に納付しなかっ
た場合は、未納期間扱いとなり、受給
資格期間に含まれませんので、納め
忘れのないようにご注意下さい。
問保険年金課☎７２４・２１２７、八王子
年金事務所☎０４２・６２６・３５１１

町田市公開収録番組出場者募集
「新婚さんいらっしゃい！」
　２０１８年の市制６０周年を記念し
て、テレビ番組「新婚さんいらっしゃ
い！」の公開収録が行われます。公開
収録にあたり、出場者を募集します。
対市内在住の結婚後３年以内の夫婦
予選会２０１８年１月２０日㈯午後２時
から、２１日㈰午前１０時から
場町田市民ホール
申２０１８年１月１９日までにＡＢＣ朝日
放送のホームページで申し込み。
※出場者募集についてはＡＢＣ朝日
放送（☎０９０・８８８０・１５８４）へお問

い合わせ下さい。
問広報課☎７２４・２１０１
募集します
技能功労者・永年勤続従業員
　市と町田商工会議所では、技能功
労者と事業主から推薦された永年勤
続従業員を表彰しています。
　推薦基準を確認のうえ、推薦する
場合は、１１月３０日㈭までに推薦書
を産業観光課（市庁舎９階）、または
町田商工会議所へ提出して下さい
（所定の用紙は両提出場所に有り）。
※いずれも過去に同一年の表彰を受
けた方は対象外です。
※２０１８年２月２日㈮に町田商工会議
所で表彰式を行う予定です。
【技能功労者の推薦基準】
対主として、市内で技能的職業に従
事し、市内に引き続き５年以上居住
している、経験年数２５年以上、年齢
が５０歳（２０１７年１０月１日現在）以上
で、優れた技能を持ち、徳行が著し
く、後進の模範となっている方
【永年勤続従業員の推薦基準】
対市内の同一の中小企業に勤務し、
勤続年数が①１０年以上②２０年以上
③満３０年（いずれも２０１７年４月１日
現在）の方

◇
問産業観光課☎７２４・２１２９、町田商
工会議所☎７２２・５９５７

２０１８年度募集分～町田市農業研修
現 地 見 学 会
　市では、野菜作りのノウハウを学
び、農家を支援する援農者や新たに
農業経営を目指す方の育成を目的と
した２年間の農業研修を、市が開設
した研修農場で行っています。
　２０１８年度募集予定の農業研修の
現地見学会を開催します。
対市内に住民登録があり、２０１８年
度の農業研修参加希望の方
日１０月２１日㈯午前９時～正午
場町田市農業研修農場（小野路町）
内農業研修の見学、作業体験等
※着替えのできる施設はありませ
ん。農作業のできる服装でおいで下
さい。
定１５人（申し込み順）
申１０月４日正午～１６日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１００４Ｇ）へ。
問農業振興課☎７２４・２１６６

お店にＷｉ－Ｆｉを導入
し ま せ ん か
　観光客等の利便性向上を図るた
め、新たにＷｉ－Ｆｉ（ＭａｃｈｉｄａＦｒｅｅ　
Ｗｉ－Ｆｉ）を導入していただけるお店
を募集します。
対町田駅周辺の宿泊施設、飲食店、小
売店等
内導入経費（消費税は除く）を補助
（上限３万円）
申募集要項（産業観光課〔市庁舎９
階〕、町田市観光コンベンション協会
に有り、町田市ホームページでダウ
ンロードも可）に添付の申込書に記
入し、１０月１日～２０１８年２月２８日
に直接同協会へ。
※申請額が予算額に達した時点で受
け付けを終了します。
問同協会☎７２４・１９５１、町田市産業
観光課☎７２４・２１２８

１０月１１日㈬～２０日㈮

「全国地域安全運動」� 問市民生活安全課☎724・400３

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

町田市教育委員会定例会 10月6日 ㈮ 午 前
10時から 市庁舎10階会議室10-3~5 会議当日に教育総務課（市庁

舎10階、☎724・2172）へ

町田市下水道事業計画評価懇談会 10月12日㈭午前
10時~正午 市庁舎3階会議室3-1 5人

（先着順）
直接会場へ問下水道総務課
☎724・4290

町田市都市計画審議会 10月12日㈭午前
10時から 市庁舎3階第1委員会室（予定） 10人

（申し込み順）
事前に電話で都市政策課（☎
724・4247）へ

町田市指定管理者管理運営状況評価
委員会（対象施設=休日・準夜急患こ
どもクリニック、休日応急歯科・障が
い者歯科診療所、大賀藕

ぐう

絲
し

館、わさび
だ療育園、小野路宿里山交流館）

10月12日㈭午後
1時30分から 市庁舎5階会議室5-3 10人

（申し込み順）
事前に電話で総務課（☎724
・2108）へ

町田市情報公開・個人情報保護運営審
議会

10月16日㈪午前
10時~正午 市庁舎2階会議室2-2 3人

（申し込み順）
事前に電話で市政情報課（☎
724・8407）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）

10月18日㈬午後
6時30分から 忠生市民センターホール 10人程度

（先着順）
直接会場へ問循環型施設整
備課☎724・4384

町田市母子保健連絡協議会 10月26日㈭午後
7時~8時30分 市庁舎2階会議室2-5 3人

（申し込み順）
事前に電話で保健予防課（☎
725・5422）へ

　市では、町田警察署・南大沢警察
署や関係機関と連携し、各種の防
犯イベントを実施します。地域の
見守り活動への参加や、ご自宅の
防犯設備の見直しなど、安全・安心
のまちづくりにご協力下さい。

振り込め詐欺等の対策
【市内振り込め詐欺等発生状況】
　現在、市内では振り込め詐欺等
の被害が多発しています。特に、市
や公的機関の職員をかたる還付金
詐欺が２３件発生しており、昨年と
比べると１９件の増加となってい
ます（８月３１日現在）。
　市の職員が還付金のために、ＡＴ
Ｍの操作を指示することは絶対に
ありません。日ごろから対策を怠
らないようにしましょう。
【留守番電話機能の活用】
　振り込め詐欺は、ほとんどが嘘

うそ

の電話から始まります。ご自宅の
電話機を在宅中も常に留守番電話
に設定して、相手の名前と用件を
確認し、必要な相手にのみ、折り返
し電話をかけるなど、不審な電話
を受けないことが有効です。
【自動通話録音機の設置】
　常に留守番電話に設定すること

が不可能な場合は、自動通話録音
機を設置することも効果がありま
す。自動通話録音機は、電話発信者
に対し、自動で通話を録音する旨
のメッセージを流して、通話内容
を録音する機械です。家電量販店
では１万円程度から取り扱いがあ
るようです。
　特に高齢者がいるご家庭では、
自動通話録音機の設置をお願いし
ます。
【自動通話録音機貸与事業】
　市では、１０月から東京都の補助
金を活用して、自動通話録音機の
貸与事業を行います。町田警察署
・南大沢警察署と協力し、実際に
振り込め詐欺の被害にあった高齢
者等に対し同録音機を貸与しま
す。
【防災行政無線を使用した啓発】
　振り込め詐欺等は高齢者が金融
機関に行く機会の多い年金支給日
に狙われやすいと言われていま
す。このことから、防災行政無線を
使用した振り込め詐欺等の防止に
関する啓発放送を年金支給日の午
後０時４０分から１０分間、実施して
います。次回の放送予定日は１０月
１３日です。


