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催しや講座など、
申込方法の記載がない場合は直接会場へおいで下さい。

2017．10．15

催し・講座
開催します

観光まちづくりワークショップ

５月に策定した町田市観光まちづ
くり基本方針に基づく具体的な取り
組みについて、皆さんと共に考えて
いくためのワークショップを開催し
ます。
日１１月１日㈬午後６時３０分～８時３０分
場市庁舎
申１０月１８日正午～３０日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コ ー ド
１７１０１８Ｆ）
へ。
問産業観光課☎７２４・２１２８
町田生きもの共生フォーラム

里山を楽しく生かす活動報告会

２０１６年度「生物多様性アクショ
ン大賞」
に入賞した、里山の木を活用
する活動を紹介します。園内ガイド
ツアー、
交流タイムもあります。
日１１月２３日㈷午後０時３０分～３時
３０分
場相原中央公園
講ｋｏｅｄａ ｐｌｕｓ ｐｒｏｊｅｃｔ
定３０人（市内在住の方、市内で活動
している方を優先のうえ、抽選）
申住所・氏名
（ふりがな）
・電話番号・
年齢・団体名
（市内で活動している団
体に所属する場合）
を明記し、ハガキ
またはＦＡＸで１１月１０日まで（必着）
に、 環 境・ 自 然 共 生 課（ 〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２返０５０・３１６０
・５２２０）
へ。
【パネル出展者募集】
自然や生き物に関する活動紹介の

パネルを報告会会場で展示します。
出展の詳細は、町田市ホームページ
をご覧下さい。
【子ども向け～小枝のえんぴつ作り】
対小学生以下の子ども（小学２年生
以下は保護者同伴）
日１１月２３日㈷午後１時～２時
場相原中央公園
内木の枝をナイフで加工して、世界
に１本のオリジナルえんぴつ作り
定２０人（申し込み順）
申１０月２４日正午～１１月１６日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６コー
ド１７１０２４Ｂ）へ。
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１
普及啓発講座

ゆるゆるヨガ体験会

いつまでも若々しく、肩こり・腰痛
予防にもなるヨガを体験してみませ
んか。
※運動のできる服装でおいで下さ
い。
対市内在住のおおむね６５歳以上の
方
日１０月１７日㈫午前１０時～１１時３０分
場南大谷さくら会館
講ヨガ講師・尾川尚子氏
定１０人（先着順）
持ち物飲み物、バスタオル（敷物とし
て使用）、五本指靴下（素足でも可）
※当日及び講座に関することは、町
田第３高齢者支援センター（☎７１０・
３３７８）へお問い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

家 族 介 護 者 教 室
悪徳詐欺商法の現状と最新の手口
について、有効な予防対策と被害に

市への遺贈・相続財産の寄附をお考えの方へ

問財政課☎７２４・２１４９

昨今、
「自分が亡くなった後に残った財産を、お世話になった町田市へ寄
附して将来の町田に役立てたい」
、
「故人が町田市にお世話になったので、そ
の遺産を市のために役立ててほしい」
というご相談をいただくことが多くな
り、
市への遺贈・相続財産の寄附が増えています。
市では、このような申し出にお応えするため、遺
言による寄附（遺贈）と相続財産の寄附を承り、市
政運営へ活用させていただいています。
【リーフレットを作成しました】
市への寄附をお考えの方のために、遺言書の作
成や相談先等をまとめたリーフレットを作成しま
した。
※詳細は、市庁舎等で配布しているリーフレット
をご覧下さい。町田市ホームページでもご覧いた
だけます。

遭った際の対応を市内での事例を交
えて紹介します。
対市内在宅高齢者の家族介護者
日１１月８日㈬午後２時～３時３０分
場玉川学園高齢者在宅サービスセン
ター〔（特）桜実会〕
定３０人（申し込み順）
申電話で町田第３高齢者支援センタ
ー（☎７１０・３３７８）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

６４８０、受付時間＝祝休日を除く月
～金曜日の午前９時～午後５時）へ。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６
町田ファミリー・サポート・センター

子育てのお手伝いを
し て み ま せ ん か

【保育サポート講習会】
受講後、同センターの援助会員と
して登録し、活動していただきます。
対市内在住の保育サポートができる
認知症サポーター養成講座
満２０歳以上の方
※妊婦の方は、安全のため受講をご
認知症の基礎知識や対応方法を学
遠慮下さい。
びます。講座終了後に、認知症サポー
日・内１１月１４日㈫、午前１０時～正午
ターの証しとなるオレンジリングを
＝入会説明会、午後１時～３時＝子ど
お渡しします。
もの発達と遊び、１１月１６日㈭、午前
対市内在住、在勤、在学の方
１０時～正午＝子どもの食事、午後１
日１１月２９日㈬午後２時～３時３０分
時～３時＝心・体の発育と病気、１１月
場町田市民フォーラム
１７日㈮、午前１０時～正午＝保育の
定１２０人（申し込み順）
心、午後１時～４時＝普通救命講習
申１０月１７日正午～１１月２６日にイ
※初日に会員証に貼付する写真（縦
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６コー
３㎝×横２．５㎝、裏面にボールペンで
ド１７１０１７Ｄ）へ。
記名、６か月以内撮影）をお持ち下さ
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
い。
生涯現役！地域活躍を応援します！
場町田市民フォーラム
ア ク テ ィ ブ シ ニ ア
定保育サポート講習会＝３５人、普通
介 護 人 材 バ ン ク
救命講習＝３０人（いずれも申し込み
順）
いずれも研修終了後、町田市介護
費１４００円（普通救命講習のみ、教材
人材バンクに登録して継続した就労
費）
支援を受けることができます。
申１１月６日までに電話またはＦＡＸ
【初級研修】
市内の介護施設で周辺業務（清掃、 で同センター（☎返７２４・０９０１）へ。
ベッドメイキング、配膳、介護補助
※保育希望者（３歳以上の未就学児、
等）を主とした就労を希望する方向
各回４人〔入会説明会は除く〕、全回
けの研修です。
出席者優先）は併せて申し込みを。
対市内在住のおおむね５０歳以上で
問子育て推進課☎７２４・４４６８
介護施設での就労を希望する方
秋のゲートボール
日１１月１５日㈬午後１時３０分～５時
初
心
者
教
室
場ぽっぽ町田
定２０人（申し込み順）
用具の持ち方からゲームの基本的
【フォローアップ研修】
な進め方まで体験できます。無理の
「自分らしく、いきいきと働くため
ない運動で頭と体を動かしましょう。
に」をテーマに、加齢と上手に付き合
※用具貸し出しは無料です。
う健康管理、感染症予防について学
※運動のできる服装でおいで下さ
びます。
い。
対市内在住のおおむね５０歳以上の
対市内在住の両日参加できるゲート
町田市介護人材バンク登録者（登録
ボール初心者
希望者も含む）、初級研修修了者（就
日１１月８日㈬、９日㈭、いずれも午前
労した方も含む）
９時３０分～午後３時３０分（予備日は
日１１月２８日㈫午後２時～４時３０分
１０日）、全２回
場町田市文化交流センター
場芹ヶ谷公園
講（社福）賛育会第二清風園副施設長
申所定の用紙（町田市ゲートボール
・小林利紀子氏
協会に有り）に記入し、１１月７日午後
定８０人（申し込み順）
３時までに直接同協会（せりがや会
◇
館内、
☎７２２・２２５３）へ。
申電話で町田市介護人材開発センタ
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
ー・町田市介護人材バンク（☎８６０・

※対象地域の説明会に出席できない場合には、他の地域の説明会に出席
できます。
※説明会場への車での来場はご遠慮下さい。
※説明会の開始３０分前から、会場の受付で年末調整関係用紙を配布しま
税務署及び市役所では、年末調整の方法並びに法定調書と給与支払報告書の作成・
す。
提出方法等に関する説明会を開催します。なお、説明会では
「年末調整のしかた」
など ※給与支払報告書の配布は、左記会場及び市民税課（市庁舎２階）、各市民
を用いて説明しますので、
関係書類等を必ずお持ちのうえ、
直接会場へおいで下さい。 センター等で１１月１日から行います。なお、電算機用連続用紙は左記会
場及び市民税課のみの配布となります。
日 時
会 場
対象地域等
【問い合わせ】
１１月１０日㈮
忠生市民 相原町・小山ヶ丘・小山田桜台・小山町・上小山田町・下小山田
○説明会、
源泉所得税関係について
午後１時３０分～３時３０分 センター 町・図師町・忠生・常盤町・根岸・根岸町・矢部町・山崎・山崎町
町田税務署源泉所得税担当☎７２８・７２１１
（内線２１５または２９０）
１１月１４日㈫
鶴川市民 大蔵町・小野路町・金井・金井町・真光寺・真光寺町・鶴川・能ヶ
○用紙請求
（税務署関係）
、
法定調書関係について
午後１時３０分～３時３０分 センター 谷・野津田町・広袴・広袴町・三輪町・三輪緑山・薬師台
町田税務署管理運営部門☎７２８・７２１１
（内線５３１または５３３）
１１月１６日㈭
南市民セ 小川・金森・金森東・つくし野・鶴間・成瀬・成瀬が丘・西成瀬・南
※自動音声案内で
「２」
番
（税務署）
を選択して下さい。なお、
年末調整のし
午後１時３０分～３時３０分 ンター つくし野・南成瀬・南町田
かたなど国税に関する一般的な相談については「１」番を選択し、電話
１１月２１日㈫
高ヶ坂・中町・成瀬台・原町田・東玉川学園・南大谷・官公庁
午前１０時～正午
相談センターをご利用下さい。
健康福祉
会館
○用紙請求
（市役所関係）
、
給与支払報告書及び住民税特別徴収について
１１月２１日㈫
旭町・木曽西・木曽東・木曽町・玉川学園・本町田・森野
午後２時～４時
町田市市民税課☎７２４・２１１４、
２１１５

事業所で給与支払事務を担当している方対象

平成２9年分

５分でわかる町田のストーリー

年末調整等説明会開催のお知らせ

10月1日～31日「町田市トライアル発注認定」 町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます まちテレ

検索

