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お知らせ
届いていない方はご連絡を

就 学・ 入 学 通 知 書

今年４月に小・中学校に入学する
お子さん（小学校＝２０１１年４月２日
～２０１２年４月１日生まれ、中学校＝
２００５年４月２日～２００６年４月１日生
まれ）の保護者の方へ、就学通知書
（新小学１年生）
・入学通知書（新中学
１年生）を、１月下旬にお送りしまし
た。
まだ届いていない方は、学務課へ
ご連絡下さい。
外国籍の方で、町田市立小学校に
就学を希望する方は、学務課で手続
きをして下さい。
なお、
国立・都立・私立の小・中学校
に入学する方は、入学承諾書等の原
本を直接または郵送で、学務課（市庁
舎１０階、〒１９４－８５２０、森野２－２
－２２）
、または各市民センター、町田
・南町田・鶴川の各駅前連絡所、木曽
山崎・玉川学園の各コミュニティセ
ンターへ提出して下さい。
問学務課☎７２４・２１７６
ご意見を募集します

南町田駅周辺地区バリアフ
リー基本構想改定版（素案）

南町田駅周辺地区における移動等
円滑化の基本方針となるバリアフリ
ー基本構想の改定を行っています。
この度、
「南町田駅周辺地区バリアフ
リー基本構想改定版（素案）」を作成
しましたので、皆さんのご意見を募
集します。
資料の閲覧・配布交通事業推進課（市
庁舎８階）
、市政情報課・広聴課（市庁
舎１階）
、南市民センター、なるせ駅
前市民センター、
南町田駅前連絡所、
男女平等推進センター、生涯学習セ
ンター、中央・金森図書館、町田市民
文学館（町田市ホームページでダウ
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ンロードも可）
提出方法書面にご意見・住所・氏名
（ふりがな）
・電話番号を明記し、２月
５日～１９日午後５時（必着）に直接、
郵送またはＦＡＸで交通事業推進課
（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２、☎
７２４・４２６０返０５０・３１６１・６３２２）
へ。
【注意事項】
○書式は自由です。
○電話、窓口での口頭によるご意見
は、お受けできません。
○ご意見に対する個別回答は行いま
せん。
○公序良俗に反するもの、特定の団
体、個人等に対する誹謗中傷が含ま
れるものは無効とします。
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２月２５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
費２０００円
申２月２０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。
※詳細は同公社へお問い合わせ下さ
い。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
ＡＳＶペスカドーラ町田が

Ｆ リ ー グ 準 優 勝！

ＡＳＶペスカドーラ町田は今シー
ズン、リーグ２位でプレーオフに進
出しました。決勝では惜しくも敗れ
てしまいましたが、２０１７－２０１８シ
ーズンを準優勝という結果で終える
ことができました。
３月に開催される全日本フットサ
ル選手権大会では優勝を目指して頑
張りますので、ＡＳＶペスカドーラ町
田の応援をよろしくお願いします。

『顔ニモマケズ』から考える

～「見た目問題」と幸せに生きるヒント
問同センター☎７２８・００７１

日２月１８日㈰午後２時～４時
場町田市民文学館
講
（特）マイフェイス・マイスタイ
ル代表 外川浩
子氏
定１０８人（ 申 し
込み順）
申２月１日午前９
時から電話で同
センターへ。

費 費用

申 申し込み

市HP 町田市ホームページ

問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
大地沢青少年センター～８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２月３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。
町田市自然休暇村
８月分の

利

用

せせらぎの里～

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２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

問 問い合わせ

みも可）。
※７月２８日～８月１９日の夏期期間は
抽選です。詳細は、今後の本紙等でお
知らせします。

手話通訳者登録試験
聴覚障がいの方を援助する手話通
訳者の登録試験を実施します。
対市内在住、在勤、在学の聴覚障がい
者福祉に熱意があり、４月１日現在満
２０歳以上の方で、手話講習会養成ク
ラス修了者または同程度の手話学習
経験のある方（おおむね４年以上）
日３月１８日㈰午前９時３０分から
場市庁舎
申所定の申込書（障がい福祉課〔市庁
舎１階〕で配布、町田市ホームページ
でダウンロードも可）に記入し、直接
または郵送で２月２３日まで（必着）に
障がい福祉課（〒１９４－８５２０、森野
２－２－２２、☎７２４・２１４８返０５０・
３１０１・１６５３）へ。

中学・高校生限定！謎解き脱出ゲームに挑戦！

まちクエ～図書館からの脱出

問中央図書館☎７２８・８２２０

図書館内を巡って、本や図書館
に関する謎解きに挑戦します。
※詳細は町田市立図書館ホームペ
ージをご覧下さい。
対市内在住、在学、または相模原・
川崎・八王子・日野・多摩・調布・府
中・稲城市在住の中学生～高校生
日３月２６日㈪午後１時３０分～４時３０
分

場中央図書館
定１５人（申し込み順）
※５人以下のグループ参加も可。
申申込書（町田市立図書館ホーム
ページでダウンロード）に必要事
項を記入し、２月６日午前１０時か
ら直接中央図書館５階視聴覚資料
カウンターへ。または電話で中央
図書館へ。

出張認知症カフェ（Ｄカフェ）

問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

認知症の方や家族、支援者など
が気軽に集まり、情報交換や交流
を行う場「出張認知症カフェ（Ｄカ
フェ）」を開催します。

対認知症の方や家族、支援者等
※飲食代は自己負担です。
※定員を超えた場合、参加できない
場合もあります。

日

時

会

場

定員
（先着順）

町田東急ツインズ店
（原町田6－4－1）
2月5日㈪、
3月16日㈮
鶴川店（能ヶ谷1－5－1）
2月9日㈮、
3月23日㈮
町田金森店（金森3－1－10）
ぽっぽ町田店
2月14日㈬、
3月19日㈪
（原町田4－10－20）
2月19日㈪、
3月9日㈮ 午前10時～正午 多摩境店（小山ヶ丘3－2－8）
町田パリオ店
2月21日㈬、
3月5日㈪
（森野1－15－13）
ルミネ町田店
2月23日㈮、
3月2日㈮
（原町田6－1－11）
小田急町田駅店
2月28日㈬、
3月26日㈪
（原町田6－12－20）
2月2日㈮、
3月12日㈪

市民公開講座

１０人
１０人
10人
8人
8人
8人
6人
8人

ゲートキーパー養成講座

問健康推進課☎７２４・４２３６

境川の改修を神奈川県に要請しました

問下水道総務課☎７２４・４２９０

近年の台風や局地的集中豪雨によ
る浸水被害等を受けて、１月２３日、町
田市は相模原市とともに、神奈川県
の浅羽副知事に境川の早期改修につ
いて要請を行いました。
境川は、町田市と相模原市との行
政境界を流れる２級河川で、過去に
も台風等により浸水被害が発生して

定 定員

市内スターバックスコーヒー各店の開催日
（２月・3月）

生涯学習センター講演会

顔や外見に傷や症状がある「見
た目問題」
をご存じですか。当事者
の考え方や生き方を知ることは、
日ごろの悩みや生きづらさを抱え
ている人にも、幸せを見つけるヒ
ントになるかもしれません。
今回は、
講演会のほかに、講師と
当事者である石田祐貴さん（＝右
写真）
との対談も行います。
※詳細は町田市ホームページをご
覧下さい。

講 講師

いることから、市では、これまでも整
備が遅れている区間の改修を神奈川
県へ要請してきました。
今回は、改めて市民の皆さんから
寄せられた要望の声を伝え、早期改
修について強く要請したものです。
要請書は、町田市ホームページで
ご覧いただけます。

【もしも「死にたい」と言われたら
～身近な人のピンチに対して】
ゲートキーパーとは、悩みを抱
える方から相談された際や、周囲
に対する気づき・声かけ・話を聴く
ことを通じて、適切な相談機関に
つなぐことが期待される人のこと
です。今回は、
精神科
（
〔国研〕
国立精
神・神経医療研究センター）の松本
俊彦医師を講師にお招きし、
ゲート
キーパー養成講座を開催します。

※手話通訳・要約筆記があります。
日３月１８日㈰午後２時～４時ごろ
場町田市民フォーラム
定１７０人（申し
込み順）
申２月２日 正 午
～３月９日 に イ
ベントダイヤル
（☎７２４・５６５６
コード１８０２０２
Ｅ）へ。

町田市の魅力を紹介する フリーペーパー「町田ぴあ」が小田急電鉄㈱から発行されました。

