
8 2017．5．1 電話（☎042・724・5656）やインターネットのイベント申込システム（ イベシスで検索）
で申し込みができます。コード＝インターネットで24時間申し込みができます。イベント申込システム 町田市イベントダイヤル

5月1日（月）～9月30日（土） 問庁舎活用課　724･2165期間市役所はクールビズに取り組みます ☎☎

催し・講座催し・講座
認知症予防教室

みんなで美味しく認知症予防
　プログラム終了後もグループの仲
間との活動継続を目指します。
対成瀬、西成瀬、高ヶ坂、成瀬台在住
の６５歳以上で全回出席できる方
日①事前講演会＝６月７日㈬午前１０
時～正午②５日間プログラム＝６月
１４日～７月１２日の毎週水曜日、午前
１０時～正午、全５回
場南第３高齢者支援センター、成瀬
コミュニティセンター
内①認知症を予防するための生活習
慣等についての講話、脳の健康度テ
スト②新しい料理を考え、知的機能
を使うことを習慣化するための知識
や方法を学ぶ（調理も有り）
講①（特）認知症予防サポートセンタ
ー職員②南第３高齢者支援センター
職員
定１５人（申し込み順）
費１０００円
申５月２日午前９時～６月２日に電話
で南第３高齢者支援センターへ。
問当日について＝南第３高齢者支援
センター☎７２０・３８０１、認知症予防
教室全般に関すること＝町田市高齢
者福祉課☎７２４・２１４６
おいしく！楽しく！健康に！

男 性 料 理 教 室
　栄養バランスが良く、繰り返し作
れるメニューを調理・会食します。
対市内在住の６５歳以上の料理初心
者の男性で、全回参加できる方
日６月８日㈭、１５日㈭、２７日㈫、いず

れも午前１０時～午後１時
場町田市民フォーラム
定２０人（抽選、結果は５月２４日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申５月１０日正午～１６日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０５１０Ｄ）へ。
問当日の詳細について＝町田市シル
バー人材センター☎７２３・２１４７（受
付時間＝午前９時～午後４時）、男性
料理教室全般に関すること＝町田市
高齢者福祉課☎７２４・２１４６

健 康 気 象 セ ミ ナ ー
【気象予報士・天達さんに聞く「知っ
て対策！熱中症」】

　気象予報士が、近
年の気象情報から見
る気候の変化、今夏
の傾向、それにより起
こりやすい熱中症へ

の対策を分かりやすく解説します。
※大塚製薬（株）との協定事業による
セミナーです。
日６月７日㈬午後２時～３時３０分
場町田市民フォーラム
講フジテレビ系列「情報プレゼンタ
ーとくダネ！」気象キャスター・天達
武史氏
定１８０人（申し込み順）
申５月９日正午～６月２日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０５０９Ｅ）へ。
問健康推進課☎７２４・４２３６
環境省主催

熱中症対策シンポジウム
　医学やスポーツ、暮らしに関する
専門家が、熱中症の基礎的な知識、夏
の快適な暮らし方等の役立つ情報を

提供します。
※インターネット配信による中継映
像を放映します。
日①５月２１日㈰②５月２２日㈪、いず
れも午前１０時～午後４時（途中入退
場可）
場ベストウェスタンレンブラントホ
テル東京町田
※他会場等の詳細は環境省ホームペ
ージをご覧下さい。
内①救急医療について、スポーツ競
技別・労働現場での熱中症、天気予報
の見方と熱中症対策のポイント②介
護、地方自治体、子どもの熱中症等
※②は地方自治体、民生委員、介護施
設等の関係者向けの内容です。
定各３０人程度（申し込み順）
申氏名（ふりがな）・電話番号・ＦＡＸ
番号またはＥメールアドレス・所属
先・参加希望日を明記し、５月１８日午
後５時までにＦＡＸで平成２９年度熱
中症対策シンポジウム事務局（返０３
・６２６４・６４４５）へ（環境省ホームペ
ージで申し込みも可）。
問同事務局☎０３・６２６４・６４３３、町
田市健康推進課☎７２４・４２３６

脂質異常症予防講習会
【コレステロール・中性脂肪が気にな
る方】
対市内在住の方	
日５月１８日㈭午前９時３０分～１１時
４５分
場健康福祉会館
内コレステロールや中性脂肪が気に
なる方向けのメニューの試食、保健
師・栄養士の講話、グループワーク
定３２人（申し込み順）
申５月２日正午～９日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６コード１７０５０２
Ｃ）へ。
問保健予防課☎７２２・７９９６
高次脳機能障がいのつどい

ひ か り 教 室
　専門スタッフがさまざまな活動の
機会を提供していきます。
対次のすべてに該当する方　①１８
歳～６５歳未満②市内在住で「高次脳
機能障がい」と診断された③家族の
同席がある④全回参加できる
日５月３１日、６月７日、２１日、７月５日、
１９日、８月２日、いずれも水曜日午後
１時～４時、全６回
場ひかり療育園
定８組（応募者多数の場合は調整）

申氏名（ふりがな）・電話番号を明示
し、５月１５日までに電話またはＦＡＸ
でひかり療育園（☎７９４・０７３３返
７９４・０７７２）へ。
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
　援助会員（有償ボランティア）を募
集しています。

【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
満２０歳以上の方
※妊婦の方は、安全のため受講をご
遠慮下さい。
日・内６月６日㈫、午前１０時～正午＝
入会説明会、午後１時～３時＝子ども
の食事、６月７日㈬、午前１０時～正午
＝保育の心、午後１時～３時＝子ども
の世話と遊び、６月８日㈭、午前１０時
～正午＝心・体の発育と病気、午後１
時～４時＝普通救命講習
※初日に会員証に貼付する写真（縦３
㎝×横２．５㎝、裏面にボールペンで記
名、６か月以内撮影）をお持ち下さい。
場町田市民フォーラム
定保育サポート講習会＝４５人、普通救
命講習＝３０人（いずれも申し込み順）
費１４００円（普通救命講習のみ、教材
費）
申５月２９日までに電話またはＦＡＸ
で同センター（☎返７２４・０９０１）へ。
保育希望者（３歳以上の未就学児、各
回４人〔入会説明会は除く〕、全回出
席者優先）は併せて申し込みを。
問子育て推進課☎７２４・４４６８
開催します

男女雇用平等セミナー
対事業主、人事労務担当者等
日①６月２１日㈬②６月２２日㈭、いず
れも午後２時～４時
場八王子労政会館
内①均等法・育児介護休業法改正等
②セクハラ・マタハラ等の裁判例・事
例
講弁護士・今津幸子氏
定各８０人（申し込み順）
申電話またはＦＡＸで東京都労働相
談情報センター八王子事務所（☎
０４２・６４３・０２７８返０４２・６４５・
７１８５）へ（ＴＯＫＹＯはたらくネット
ホームページで申し込みも可）。
問産業観光課☎７２４・２１２９

　ＦＣ町田ゼルビアのホームゲーム
（Ｊ２リーグ第１２節ＦＣ町田ゼルビア
対湘南ベルマーレ戦）で「マイボトル
キャンペーン」と「小型家電＆携帯電
話の無料回収」を同時開催します。

【マイボトルキャンペーン】
　マイボトル（水筒）を持参した方に
は、オリジナルステッカーをプレゼ
ントします（マイボトル１本につき１
枚、無くなり次第終了）。無料給水コ
ーナーも設置します。

【小型家電＆携帯電話の無料回収】
　東京２０２０オリンピック・パラ
リンピック大会のメダルを、小型
家電からリサイクルした金属で作
成する、東京２０２０組織委員会の
プロジェクトに協力するため、不
要となった小型家電と携帯電話の
無料回収を行います。
※携帯電話は、個人情報を消去し
てからお持ち下さい。

２０１７年１月～３月の航空機騒音測定結果（速報値）
問環境保全課☎724・2711

２０１７年１月～３月の航空機騒音苦情受付件数
問市役所代表☎722・3111、企画政策課☎724・2103

測定場所 測定月
騒音発生回数（回） 月間最高

音（ｄＢ）７０～７９
ｄＢ

８０～８９
ｄＢ

９０～９９
ｄＢ

１００ｄＢ
以上 合　計

本町田東小学校
１月 ２０３ ９５ ５ ０ ３０３ ９３.１
２月 ２２１ ８０ ８ ０ ３０９ ９３.６
３月 １９３ ６４ ７ ２ ２６６ １０４.０

小山小学校
１月 ３６５ ５９ ２ ０ ４２６ ９２.０
２月 ３１３ ８１ ６ ０ ４００ ９７.５
３月 ４２６ ５４ ０ ０ ４８０ ８９.８

町田第五小学校
１月 ２４８ ６８ ２ ２ ３２０ １０１.８
２月 ２７８ ５８ ３ １ ３４０ １００.８
３月 ２８６ ５４ ９ ０ ３４９ ９９.２

忠生第三小学校
１月 １５８ １６５ ２９ ０ ３５２ ９９.７
２月 １６５ １４８ ３１ ０ ３４４ ９６.３
３月 １６３ ８６ ２３ ０ ２７２ ９４.５

南中学校
１月 ２０１ １８０ ６ ０ ３８７ ９３.９
２月 １６４ １７３ ６ ０ ３４３ ９４.０
３月 １５６ １０７ ５ ０ ２６８ ９５.２

※�発生回数は、７０ｄＢ（デシベル）以上の騒音が５秒以上継続した回数です／音の目安は、
７０ｄＢ…新幹線の車内、８０ｄＢ…航空機の機内、９０ｄＢ…パチンコ店内、１００ｄＢ…電車通
過時のガード下の最大値

　市では、具体的な被害状況を把握
するため、苦情をお受けする際に、お
住まいの町名、騒音の発生時間をお
聞きしています。１月～３月に頂いた
苦情の件数は右下表のとおりです。
　米空母ロナルド・レーガンは、
２０１６年１１月２１日に横須賀港に入
港しました。空母入港の数日前や、入
出港後は町田市内で航空機騒音が多
発するため、１１月以降は多くの苦情
が寄せられています。

　市では、騒音解消に向けて国・米軍
に対し要請活動を行っており、今後
も、粘り強く要請を行ってまいりま
す。なお、皆さんから頂いた苦情は、国
や米軍へ伝えるほか、要請の際の資料
として活用しています。苦情は企画政
策課・環境保全課で電話受付している
ほか、Ｅメール（遍ｍｃｉ
ｔｙ４７０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉ
ｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）でも受
け付けています。

月 件　数
１月 １８２件
２月 １３０件
３月 １０３件

マイボトルキャンペーン
小型家電＆携帯電話の無料回収 を実施

日５月７日㈰午後１時３０分～４時
場市立陸上競技場イベント広場（ゼルビーランド）

問３Ｒ推進課
☎７９７・０５３０

ＦＣ町田ゼルビアホームゲームで


