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催し・講座催し・講座
町田薬師池公園四季彩の杜を巡る

ウォーキングイベント
　市では、周辺自治体と連携した観
光施策を進めています。その一環と
して、１２年に１度の特別拝観期間の
薬師堂をメインに、野津田から鎌倉
古道を抜けて薬師池周辺を歩くイベ
ントを開催します（お土産も有り）。
日１１月５日㈫午前９時～午後０時３０
分ごろ、集合は野津田車庫バス停（小
雨実施）
※薬師池公園集合ではありませんの
でご注意下さい。
定１０人（市内在住、在勤、在学の方を
優先のうえ抽選、結果は１０月２１日
までに通知）
費５００円（保険料、お土産代）
申「町田ウォーク」と書き、住所・氏名

（ふりがな）・携帯電話番号・性別・年
齢・同行者の氏名・年齢を明記し、１０
月１５日まで（必着）に、ハガキ、ＦＡＸ
またはＥメールでＪＴＢ東京多摩支店
ウォーキングイベント係（〒１９０－
００２３、立川市柴崎町２－１２－２４、Ｍ
Ｋ立川南ビル３階、返０４２・５２１・
５５５８遍ｍｉｎａｍｉｔａｍａ＠ｊｔｂ．ｃｏｍ）
へ。
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８

事業承継シンポジウム
「 魂 の 承 継 」
　会社が築き上げてきた有形・無形
の資産を次世代に承継するため、経
営者は今何をするべきか、後継者や
従業員は会社の将来をどのように考

えていくべきかをテーマに開催しま
す。
対将来的に事業承継を考えている経
営者・後継者・従業員の方等
日１０月１５日㈫午後２時～４時
場町田市文化交流センター
内①基調講演「私が体験した事業承
継」②パネルディスカッション「私が
考える“魂の承継”」
講①北星鉛筆（株）取締役会長・杉谷
和俊氏
コーディネーター②町田商工会議所
産業政策委員長・澤井宏行氏
パネリスト②北星鉛筆（株）取締役会
長・杉谷和俊氏、（株）カイセ工業代表
取締役・貝瀬緑氏、（株）三井製作所代
表取締役・三井康弘氏
定８０人（申し込み順）
申チラシ表面下の申込書（町田市ホ
ームページ、多摩ビジネスサポート
センターホームページでダウンロー
ド）に必要事項を記入し、ＦＡＸで多
摩ビジネスサポートセンター（返
７３２・３９２４）へ。
問産業政策課☎７２４・３２９６
女性起業家になる！あなただけにで
きること

まちだ女性創業スクール２０１９
　町田新産業創造センターでは、女
性ならではの視点を生かした創業ス
クールを開講します。受講者同士の
ネットワークを構築でき、町田創業
プロジェクトによる各種特典も受け
られます。
対起業・創業を考えている女性、起業
・創業して間もない女性
日①１０月１９日②１０月２６日③１１月
２日④１１月９日⑤１１月１６日、いずれ

も土曜日①～④午前１０時～午後５時
⑤午前９時～正午、全５回
場同センター
内マーケティング・会計・資金調達・
法律などの講義、ワークを通じた自
分らしいビジネスプランの作成
定３０人（申し込み順）
費１万１０００円
申同センターホームペ
ージ（右記QRコード）
で申し込み。
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎７２４・２１２９

健 康 教 育 講 座
【むし歯の基礎知識と口の機能の維
持方法】
日１１月１４日㈭午後２時３０分～４時
場町田市民フォーラム
講町田市歯科医師会・舩木純三歯科
医師
定１８０人（申し込み順）
申１０月４日正午～１１月１０日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１９１００４Ｊへ。　　
問保健総務課☎７２２・６７２８　
町田新産業創造センター

創 業・ 起 業 に 関 す る 
相 談 会・ セ ミ ナ ー

【町田創業～ファーストステップ相
談会】
日１０月６日㈰、１０月１４日㈷、午後１
時～５時（１人１時間）
申参加希望日の３日前までに同セン
ターホームページで申し込み。

【町田創業～ファーストステップセ
ミナー】
日①１０月１０日㈭午後２時～３時３０
分②１０月１０日㈭午後３時４５分～５
時１５分③１０月２４日㈭午後２時～３
時３０分④１０月２４日㈭午後３時４５分
～５時１５分
内①応用・経営～知っておきたい、知

的財産のトラブル②応用・財務～資
金繰り（キャッシュフロー）について
の考え方③応用・人材育成～実例か
ら学ぶ従業員とのトラブルを避ける
方法④応用・販路開拓～ＳＥＯの基礎　
自社Ｗｅｂサイトの活用による販路
開拓
講①弁理士・松永薫氏②（株）ウィル
パートナーズ・辺見香織氏③あおい
社会保険労務士法人・平山久美子氏
④（株）ウィルパートナーズ・馬場郁
夫氏
定各３０人（申し込み順）
申参加希望日の前日午後
５時までに同センターホ
ームページで申し込み。

◇
対創業予定の方、創業して間もない
方等
場同センター
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎７２４・２１２９

ア レ ル ギ ー 教 室
【専門医が教える！食物アレルギー
とアトピー性皮膚炎の最新情報と正
しい対処法】
対市内在住の、食物アレルギーやア
トピー性皮膚炎の心配がある乳幼児
の保護者
日１０月２９日㈫午後２時～４時
場健康福祉会館
内食物アレルギーとアトピー性皮膚
炎に関する基礎講話、アトピー性皮
膚炎のスキンケアの実演
講（独）国立病院機構相模原病院小児
科・永倉顕一医師
定５０人（申し込み順）
申１０月３日正午～２０日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９１００３Ｅへ。保育希
望者（１歳６か月児～３歳児、申し込み
順に１５人）は併せて申し込みを。
問保健予防課☎７２２・７９９６

オリジナルナンバー追加分
種　別

※(　)内はプレートの色 文　字 追加ナンバー

総排気量５０ｃｃ以下（白） ま 646０～7248
総排気量９０ｃｃ以下（黄） ま 1５7９～163０
総排気量12５ｃｃ以下（桃） ま 3843～4311
※末尾が「０4・０９・42・44・4９」の交付はありません。

同センター
ホームページ

交付しています

原動機付自転車のオリジナルナンバープレート
問市民税課☎7２４・２１１３

事業者向け

消費税軽減税率制度説明会
問産業政策課☎7２４・３２９６

　原動機付自転車（総排気量５０ｃｃ
以下・９０ｃｃ以下・１２５ｃｃ以下）に
町田市オリジナルデザインのナン
バープレートを市民税課（市庁舎
２階）で交付しています。
　今回、下表のとおり番号を追加
します。通常のナンバープレート
との選択制ですが、オリジナルナ
ンバープレートは、先着順で在庫
の中から希望の番号を選ぶことが
できます。また、現在お持ちの通常
のナンバープレートとの交換も可
能です。
　新規登録時、通常のナンバープ
レートとの交換時、いずれの場合
も無料で交付しています。なお、現
在お持ちのオリジナルナンバープ
レートを、新しいオリジナルナン
バープレートに変更することはで

きません。
※通常のナンバープレートは、忠
生・鶴川の各市民センターでも交
付していますが、オリジナルナン
バープレートは、市民税課のみで
の交付です。
※今回追加するオリジナルナンバ
ープレートの交付は、新規登録・交
換ともに、１０月１０日㈭からです

（先着順）。
※詳細はお問い合わせ下さい。
市HP  オリジナルナンバー   　 検索

　消費税率が１０％に引き上げと
なり、消費税の軽減税率制度も実
施されました。消費税の軽減税率
制度は、軽減対象となる品目を取
り扱っている事業者だけでなく、
会議費や交際費として飲食料品等
を購入する事業者や、消費税の免
税事業者も、取扱商品の適用税率
の確認や適用税率ごとの区分経理
などの対応が必要です。
　まだ対応がお済みでない事業者

は、消費税軽減税率制度説明会に
ぜひご参加下さい。
対町田・相模原市の事業者
日１０月２３日㈬、１１月１５日㈮、１２
月１６日㈪、午前１０時～１１時、午後
２時～３時
場町田税務署
定各５０人（申し込み順）
申電話で町田税務署（☎７２８・
７２１１〔内線２１４〕）へ。

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

町田市都市計画審議会 1０月7日 ㈪ 午
後3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

町田市長期計画審議会 1０月11日㈮午
後1時～3時

市 庁 舎2階
会議室2－2

1０人
（先着順）

直接会場へ問企画政策
課☎724・21０3

町田市情報公開・個人情
報保護運営審議会

1０月21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

町田市都市計画マスター
プラン及び町田市住みよ
い街づくり条例あり方調
査検討委員会（町田市都
市計画審議会特別委員会
兼町田市街づくり審査会
専門部会）

1０月23日㈬午
後3時3０分～５
時3０分

市 庁 舎2階
会議室2－3

3人
（申し込み順）

事前に電話で都市政策
課（☎724・4247）ま
たは地区街づくり課

（☎724・4267）へ

町田市母子保健連絡協議
会

1０月31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

町田市指定管理者管理運
営状況評価委員会（対象
施設＝南第一さくら学童
保育クラブ、町田市民ホ
ール、忠生市民住宅）

11月11日㈪午
後1時4０分 か
ら

市 庁 舎５階
会議室５－3

4人
（申し込み順）

事前に電話で総務課
（☎724・21０8）へ

防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 ! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス  検索町田市メール配信サービス

総排気量５０ｃｃ以下用


