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町田市イベント申込システム

2018．10．1

インターネットのイベント申込システムで申し込みができます。コード番号を入力し
２４時間申し込みができます。

イベシス 検索

イベントカレンダー

となりの
まちから

詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、各ホームページをご覧下さい。

相模原市

ふるさと

「はやぶさの故郷」をテーマに、相模原市を全国にＰＲするイベントを開
催します。
日１０月２０日㈯、
２１日㈰、午前１０時～午後５時
しょう

場相模総合補給廠 一部返還地（ＪＲ横浜線相模原駅北口から徒歩約５分）
内さがみはらぁ麺グランプリ、マスコットキャラクター「さがみん」のハ
ロウィンファッションショー、パラスポーツのトークショー・体験会等
※詳細は、
潤水都市さがみはらフェスタ公式ホームページをご覧下さい。
問相模原市コールセンター☎７７０・７７７７
（受付時間＝午前８時～午後９時）

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【キッズＨＩＰＨＯＰダンス教室】
対市内在住、在学の小学１～３年生日
１１月９日～１２月１４日の金曜日（１１
月２３日を除く）、午後４時３０分～５時
３０分、全５回内ＨＩＰＨＯＰダンスの基
礎・基本技術の習得講ダンスインス
トラクター・犬飼香代子氏定３０人
（抽選）費１４００円申往復ハガキに必
要事項を明記し、１０月８日まで（消印
有効）に同館へ（同館ホームページで
申し込みも可）
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【障がい者卓球教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上

暮らしに関する相談
名 称
対 象
①法律相談
市内在住の方
②交通事故相談
③人権身の上相談(人権侵害などの問題）
④国税相談
⑤不動産相談
⑥登記相談
⑦行政手続相談
市内在住の方
⑧年金・社会保険・労務相談
⑨少年相談
⑩国の行政相談
⑪建築・耐震相談
⑫電話による女性悩みごと相談
市内在住、在勤、在学の方
（家庭、人間関係、女性への暴力･LGBT等）
市内に空家を所有の方、
市内
⑬空家に関する相談窓口（弁護士
在住で今後空家になるおそ
・宅地建物取引士）
れのある家屋を所有の方
各種相談①～⑫は、別冊タウンページ

月～金曜日
10日㈬
5日、12日㈮
2日㈫
9日㈫
4日㈭
11日㈭
3日㈬
9日㈫
2日㈫
3日㈬
月～土曜日
9日㈫

で、体育館まで通える障がいのある
方日１１月１０日 ～１２月８日 の 土 曜
日、午後１時～２時３０分、全５回定２０
人（抽選）費７００円申往復ハガキに必
要事項を明記し、１０月１５日まで（消
印有効）に同館へ
●野津田公園☎７３６・３１３１
【元五輪選手が教える「ウォ
ーキング
（ジョギング）
教室」
】
対市内在住、在勤、在学の２０歳以上
の方日１０月１５日～１２月１７日の月
曜日、午前１０時３０分～正午、全１０回
／詳細は同公園管理事務所へお問い
合わせ下さい定５０人（申し込み順）
費５０００円申１０月１日から電話で同
公園へ

市HP 暮らしに関する相談

日 時
相談時間はお問い合わせ下さい
午後1時30分～4時
午後1時30分～4時

申し込み等
前週の金曜日から電話で予約
相談日の1週間前から電話で予約
電話予約制（随時）

午後1時30分～4時

電話予約制（次回分まで受け付け）

午前9時～午後4時

事前に電話で八王子少年センター（☎042・679・1082）へ

午後1時30分～4時

直接市民相談室（市庁舎1階）へ

検索

電話で市民相談室
（☎724・2102）へ

午前9時30分～午後4時（水曜日のみ 電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎721・4842）へ
午後1時～8時
〔第3水曜日は除く〕
） ※法律相談有り＝要予約
前週の水曜日午後4時までに、電話で住宅課（☎724・4269）へ
午前9時～正午
（相談時間は50分） ※第2・4月曜日（祝休日の場合は火曜日）に実施／第4月曜日は
税理士も同席

町田市わたしの便利帳7～11ページを参照

情報コーナー
●総務省東京行政評価事務所～東京
１日合同行政相談所開設
１０月１５日～２１日の行政相談週間
の関連事業として、１日合同行政相
談所を開設日１０月１５日午前１０時～
午後４時場新宿西口広場イベントコ
ーナー内年金・保険・国税・登記・道路
等の行政に関する苦情・要望等の相
談（無料、秘密厳守）／行政苦情１１０
番（☎０５７０・０９０１１０、ＩＰ電話＝☎
０３・３３６３・１１００）でも相談を受け
付けます
●八王子年金事務所～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
保険料納付書が送付されますので、
期限内に銀行・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。期限内に納められなかった場合
は、
未納期間となり、受給資格期間に
含まれませんので、納め忘れのない
ようご注意下さい問同事務所☎０４２
・６２６・３５１１
●八王子都税事務所～自動車税の減
免更新申立書の提出をお忘れなく！
自動車税の減免を受けている自動
車の利用状況を確認するため、９月

２８日に「自動車税減免の更新手続き
について」をお送りしています。自動
車税の減免を継続するために必要な
手続きですので、同封の「減免更新申
立書」に必要事項を記入し、１０月３１
日までに提出して下さい。提出がな
い場合は、減免が受けられなくなり
ますのでご注意下さい問東京都自動
車税コールセンター☎０３・３５２５・
４０６６（月～金曜日の午前９時～午後
５時）
●町田商工会議所～講習会「採用か
ら退職までの労働法の基礎」
対経営者等日１０月１８日午後２時～４
時場同会議所申電話で同会議所（☎
７２２・５９５７）へ
●町田市シルバー人材センター～入
会説明会
対市内在住の６０歳以上で、健康で働
く意欲のある方／趣旨に賛同のう
え、会員になっていただきます日１０
月９日、１１月１２日、午後１時３０分か
ら場わくわくプラザ町田３階講習室
問同センター☎７２３・２１４７
●東京都労働相談情報センター～街
頭労働相談
賃金・労働時間・休日休暇・労働保
険など労働条件に関することや、労
使間のトラブル等の相談に応じます
協力行政機関立川労働基準監督署、
立川公共職業安定所、立川年金事務
所、昭島市、多摩職業能力開発センタ
ー、東京しごとセンター多摩日１０月
１９日午前１１時３０分～午後３時（荒
天中止）／協力行政機関の相談員へ
の相談は正午～午後３時場ＪＲ青梅線

10 月10 日 の「 銭 湯 の 日 」に、 ラベンダー湯

を実施します

昭島駅北口駅前、モリタウン光の広
場（昭島市田中町５６２－１）問東京都
労働相談情報センター☎042・323
・8511
●東京労働局～東京都最低賃金改正
のお知らせ
東京都最低賃金（地域別最低賃金）
は、１０月１日から時間額９８５円に改
正されました。都内のすべての事業
場及び同事業場で働くすべての労働
者（都内の事業場に派遣中の労働者
を含む）に適用されます。詳細はお問
い合わせを問同局労働基準部賃金課
☎０３・３５１２・１６１４、東京働き方改
革推進支援センター（ワン・ストップ
無料相談窓口）錆０１２０・６６２・５５６
●東京都水道局～音声コード付き文
書で使用水量や水道料金等をご案内
同局では、水道使用量等のお知ら
せや請求書等の内容を音声コード付
き文書でご案内するサービスを行っ
ています対給水契約者で希望する方
／詳細はお問い合わせを問同局多摩
お客さまセンター☎０５７０・０９１・
１０１（ナビダイヤル）、または☎０４２
・５４８・５１１０（受付時間＝日曜日、祝
休 日 を 除 く 午 前８時３０分 ～ 午 後８
時）返042・548・5115
●（一社）東京バス協会～東京都シル
バーパス新規購入のご案内
７０歳以上の都民の方は、都内を運
行している民営バス等を利用できる
「東京都シルバーパス（平成３１年９月
３０日まで有効）」を購入することが
できます（毎年９月に更新が必要）。
対・費７０歳以上の都民の方（寝たき

りの方を除く）で、①住民税が課税で
前年の合計所得金額が１２５万円を超
える方＝２万５１０円②住民税が非課
税または前年の合計所得金額（長期
譲渡所得または短期譲渡所得に係る
特別控除の適用がある場合は、合計
所得金額から特別控除額を控除して
得 た 額 ）が１２５万 円 以 下 の 方 ＝
１０００円申住所・氏名・生年月日を確
認できる書類と、②は所得が確認で
きる書類（住民税課税非課税証明書
等）をお持ちのうえ、直接神奈川中央
交通町田営業所・町田駅前サービス
センター・町田ターミナルサービス
センター等の都内シルバーパス取扱
窓口へ（必要書類に不足がある場合
は手続きできません）／特別控除の
適用がある場合は、必要書類が異な
る場合がありますので、お問い合わ
せ下さい問同協会シルバーパス専用
電話☎０３・５３０８・６９５０（受付時間
＝土・日曜日、祝休日を除く午前９時
～午後５時）
●中小企業退職金共済事業本部～中
小企業退職金共済（中退共）制度のご
案内
同共済制度は、中小企業の事業主
が、従業員の退職金を計画的に準備
できる国の退職金制度です。有利な
国の掛金助成や、税法上の優遇も受
けられ手数料もかかりません。家族
従業員やパートタイマーも加入でき
ます／詳細は同共済ホームページを
参照問同共済事業本部☎０３・６９０７
・１２３４

※当日ご入浴の方に、特製タオルをプレゼント（数量限定）。

