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町田市民病院
看 護 師・ 助 産 師
　詳細は、試験実施要項をご覧下さ
い（実施要項と受験申込書は同病院
ホームページでダウンロード可、同
病院・各市民センターでも配布）。
対・定看護師＝１９７７（昭和５２）年４
月２日以降に生まれた、看護師資格
を有する方、または２０１８年春まで
に取得見込みの方＝２０人程度、助産
師＝１９７７（昭和５２）年４月２日以降
に生まれた、助産師資格を有する方、
または２０１８年春までに取得見込み
の方＝若干名
採用日７月１日、１０月１日、２０１８年１
月１日、４月１日
試験日４月２２日㈯
申４月１０日、１１日の午後５時までに
直接同病院へ。または４月１１日まで
（必着）に郵送で同病院へ。
問同病院☎７２２・２２３０（内線７４１２）

生涯学習センター嘱託員
対次のいずれかに該当し、かつパソ
コンの基本操作ができる方　①社会
教育主事資格または教員免許・幼稚
園教諭免許・保育士資格のいずれか
を有する②公民館などの社会教育施
設での職務経験がある＝若干名
勤務期間４月１日～２０１８年３月３１日
（更新も有り）
勤務時間原則午前８時３０分～午後５
時１５分、月１６日（土・日曜日、祝日勤
務、午後９時４５分までの勤務有り）
勤務場所同センター
内同センターが実施する講座・学級
の企画・運営、受講者のサポート業
務、それらに関する庶務的な業務
報酬月額１９万３２８０円（別途交通費
支給）
選考書類選考後、面接
申募集要項（同センターで配布、町田
市ホームページでダウンロードも
可）をご覧のうえ、応募用紙に必要事
項を記入し、作文（８００字以上１０００
字以内）を添えて、２月２８日午後５時
まで（必着）に直接または郵送で同セ
ンターへ。
問同センター☎７２８・００７１
高齢社会総合計画審議会
市 民 委 員
　高齢社会総合計画審議会は、高齢
者のための福祉サービス事業の目標
などを定める「高齢者福祉計画」及び
介護保険料等を定める「介護保険事
業計画」の策定や見直しを行ってい
ます。
　任期満了に伴い、来期の市民委員
を募集します。
対市内在住の４０歳以上で、高齢者福
祉及び介護保険制度に理解のある方
＝５人
任期３年
選考論文（１６００字以内）
申２月１５日まで（消印有効）。
※応募に必要な書類は郵送しますの
で、ご連絡下さい（町田市ホームペー
ジでダウンロードも可）。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６

特別支援教育支援員
　教員免許の有無は不問です。

勤務期間４月１日～２０１８年３月３１日
（休業中は除く）
勤務日休業中を除く月～金曜日の５
日間、または３日間（学校行事等で土・
日曜日、祝日に勤務する場合も有り）
勤務時間おおむね午前８時１５分～午
後４時４５分の間で週２９時間（宿泊時
を除く）
場町田市立小・中学校
内市立小・中学校で障がい児への支
援
報酬時給１１００円（別途交通費支給）
※詳細は町田市ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせ下さい。
選考書類選考後、面接
申履歴書を２月１５日まで（必着）に郵
送で教育センター就学相談担当（〒
１９４－００３６、木曽東３－１－３）へ
（履歴書は返却しません）。
問教育センター☎７９３・３０５７

お知らせお知らせ
集会・学習施設の使用料金と使用に
あたっての条件が
変 更 に な り ま す

【施設案内予約システムの使用者条
件が変更になります】
　４月１日から施設案内予約システ
ムを利用して使用申込をする方の条
件を次のとおり変更します。
○代表者の要件変更
　団体の代表者を「２０歳以上の市内
在住の方」から「１８歳以上の市内在
住、在勤、在学の方」に変更します。
○個人の施設案内予約システム利用
が可能
　１８歳以上の市内在住、在勤、在学
の方も、登録すれば施設案内予約シ
ステムで予約ができるようになりま
す（空き予約のみ）。
○本人確認の実施
　予約の公正性確保のため、登録時
に団体の代表者または個人利用者の
本人確認を行います。
【貸出施設の使用料金を変更します】
　市では、施設利用に係る費用の５０
％を利用者に負担いただくことにな
っています。これは施設を利用しな
い方との均衡を図る目的で定めてい
るものです。これに従い、７月使用分

から各貸出施設の使用料金を変更し
ます（町田市民フォーラムホールは、
１１月１日の使用〔４月１日の申し込み
分〕から料金変更）。
　これと同時に、７月から使用単位
（午前・午後・夜間）ごとの使用開始前
に準備時間として１０分早く入室で
きるようになります（ひなた村は除
く）。

◇
該当の集会・学習施設各市民センタ
ー、各コミュニティセンター、男女平
等推進センター、町田市民文学館、健
康福祉会館、町田市民フォーラム、生
涯学習センター、ひなた村（使用料金
の変更は無し）、わくわくプラザ町田
※詳細は、町田市ホームページをご
覧いただくか、各施設へお問い合わ
せ下さい。

問市民総務課☎７２４・４３４６
「（仮称）町田市木曽東グループホーム」
入 居 者 募 集
　３月に、認知症高齢者グループホ
ーム「（仮称）町田市木曽東グループ
ホーム」が木曽東に開設します。
※入居者の決定方法は申し込み順で
はありません。入居の必要性等を総
合的に判断して決定します。
定１８人（全室個室）
申申込書（〔社福〕創和会ケアセンタ
ー成瀬で配布）に記入し、直接または
郵送で（社福）創和会ケアセンター成
瀬（〒１９４－００４３、成瀬台３－２４－
１、☎７２０・２２０２返７１０・０６１２）へ。
※申込書の郵送希望者は電話または
ＦＡＸで取り寄せも可。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

募　集募　集

　衣類の裏地などについている表
示は「品質表示」といい、消費者を
保護する目的で家庭用品品質表示
法により、次の表示が義務付けら
れています。
①取扱い表示（洗濯表示）②繊維の
組成（使用している繊維名）③付記
記号（取扱い注意事項）④表示者名
（住所・電話番号）
　近年、衣類などの生産や流通は
海外との取り引きが一般的になり
ました。また洗剤類の多様化、商業
クリーニングの技術進歩など繊維
製品を取り巻く環境は変化してき
ており、これに対応するために、
２０１６年１２月１日から「取扱い表
示」は国際規格（ＩＳＯ　３７５８）の表
示記号と同じ記号を用いることに
なりました。新しい「取扱い表示」
は右表の５つの基本記号と「－」、
「＝」や「‥」、「…」などの付加記号
及び数字の組み合わせで構成され
ます。
　記号の種類が２２種類から４１種
類に増え、より細かな表示に変わ
ります。記号内に日本語の記載は
なくなりますので、記号だけでは
伝えられない情報は簡単な言葉で
記号の近くに記載される場合があ

問消費生活センター☎７２５・８８０５
ります。よく読んで参考にしまし
ょう。経済産業省、消費者庁で出し
ている情報・パンフレット等をご
活用下さい。町田市消費生活セン
ター（町田市民フォーラム３階）で
も、新表示に関する情報をパネル
・チラシなどで発信しています。
　衣類購入時には用途やデザイン
だけで選ぶのではなく、洗濯がし
やすいか、クリーニング店を利用す
ることができるか等を確認しまし
ょう。家庭洗濯では、「指示表示」か
ら「上限表示」に変更となりました
ので、「取扱い表示」を正しく理解し
て洗濯の仕方を見直しましょう。

くらしの
ミニ情報

衣類の「取扱い表示」が
� 国際規格と同じ記号に変わります

基本記号 例

家庭洗濯

液温は、40℃を限度
とし、洗濯機で弱い
洗濯処理ができる

漂白

漂白処理はできない

乾燥

日陰でのつり干し乾
燥がよい

アイロン

底面温度200℃を限
度として、アイロン
仕上げ処理ができる

クリーニング

石油系溶剤でのドラ
イクリーニング処理
ができる

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 2月3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

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）

2月8日㈬午後6時
から

町田リサイクル文
化センター研修室

10人程度
（先着順） 直接会場へ問循環型施設整備課☎724・4384

町田市下水道事業計画評
価懇談会

2月10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 2月13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

町田市情報公開・個人情
報保護運営審議会

2月13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

町田市地域密着型サービ
ス運営委員会

2月14日㈫午後6
時から

市庁舎9階会議室
9-3

4人
（申し込み順）

事前に電話またはFAXでいきいき総務課（☎724・
3291返050・3101・4315）へ

町田市立町田第一中学校
改築計画基本設計検討委
員会

2月15日 ㈬ 午 前
10時30分～正午

市庁舎3階会議室
3-1 5人（先着順） 直接会場へ問教育総務課☎724・2173

町田市文化プログラム推
進計画策定検討委員会

2月15日㈬午後6
時～8時

市庁舎10階会議室
10-2・3

10人
（申し込み順）

2月14日午後5時までに電話で文化振興課（☎724・
2184）へ

町田市自殺総合対策連絡
協議会

2月16日 ㈭ 午 前
10時～11時30分

市庁舎2階会議室
2-2 5人（先着順） 直接会場へ問健康推進課☎724・4236

町田市地域包括支援セン
ター運営協議会

2月16日㈭午後5
時～6時30分

市庁舎2階会議室
2-3・4

5人
（申し込み順）事前に電話で高齢者福祉課（☎724・2140）へ

町田市高齢者・障がい者
虐待防止連絡協議会

2月17日 ㈮ 午 前
10時～11時30分

市庁舎2階市民協
働おうえんルーム

5人
（申し込み順）事前に電話で障がい福祉課（☎724・2148）へ

町田市景観審議会専門部
会（南町田）

2月20日 ㈪ 午 前
10時～正午

市庁舎10階会議室
10-2

5人
（申し込み順）事前に電話で地区街づくり課（☎724・4267）へ


