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健康案内健康案内
胸部エックス線健診
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
で、健診受診希望日の前後１年間、胸
部エックス線検査を受ける機会のな
い方
日７月５日㈬、１８日㈫、８月２日㈬、１５
日㈫、９月６日㈬、１９日㈫、いずれも
午前９時３０分～１１時
場町田市保健所（中町庁舎）
定各２０人（申し込み順）
申受診希望日の１週間前までに、イ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６コー
ド１７０３１５Ｘ）へ。
問保健予防課☎７２２・７６３６

募　集募　集
町田市学童保育クラブ
夏 季 期 間 臨 時 職 員
勤務期間７月２１日～８月３１日の月～
土曜日で指定する日（週最大５日勤
務）
勤務時間午前８時～午後７時のうち
シフト表で定めた時間（最大７時間
３０分）
勤務場所町田市直営の学童保育クラ
ブ３か所のいずれか
内各学童保育クラブに在籍する児童

（障がい児を含む）の保育及び介助
募集人員１２人程度
報酬時給９４０円（別途交通費支給）
※幼稚園、小学校、中学校、高等学校

の教諭免許、保育士資格（都道府県知
事への登録が必要）のいずれかをお
持ちの方は１１１０円。
選考書類、面接
申電話連絡のうえ、履歴書（写真貼付
・志望動機明記）及び資格をお持ち
の方は資格証明書の写しを、直接ま
たは郵送で児童青少年課（〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２）へ。
問児童青少年課☎７２４・２１８２
夏休み障がい児（者）
水 泳 教 室 指 導 員
対福祉に理解がある２０歳以上の方

（水泳の指導経験は不問）
日７月２６日㈬、２８日㈮、８月２日㈬、
いずれも午前９時３０分～正午
※参加日数はご相談下さい。
場すみれ会館温水プール
内障がいのある方が安全に楽しく活
動するためのサポート（謝礼有り）
申６月２９日までに電話で障がい福祉
課へ。
問障がい福祉課☎７２４・２１４７
町田市福祉のまちづくり推進協議会
～バリアフリー部会
市 民 委 員

　町田市バリアフリー基本構想を改
定するにあたり、市民委員を募集し
ます。
対市内在住で、市の他の審議会等の公
募委員でない満２０歳以上の方＝２人
任期７月～２０１９年３月
選考書類、面接
申応募理由（論文形式で８００字程度、
書式は自由）・住所・氏名・電話番号・

年齢・職業・性別を明記し、６月２９日
まで（必着）に直接または郵送で交通
事業推進課（〒１９４－８５２０、森野２
－２－２２）へ。
※募集要項は町田市ホームページで
ダウンロードできます。
問交通事業推進課☎７２４・４２６０

認 可 保 育 園 等 職 員
　詳細は保育室へお問い合わせ下さ
い。
対有資格者
○にじの丘家庭保育室（☎７３６・
７６９９）＝保育士・看護師（非常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８
まちだ男女平等フェスティバル
実 行 委 員

　２０１８年２月３日㈯、４日㈰に町田
市民フォーラムで開催する「第１８回
まちだ男女平等フェスティバル」の
実行委員（市民・団体）を募集します。
　同フェスティバルは、男女共同参
画社会づくりの推進に向けて活動し
ている団体などが中心となり、講演
会やワークショップ、展示などを行
います。
申電話で男女平等推進センター（☎
７２３・２９０８）へ。

お知らせお知らせ
出展を支援します！～東京都主催
産 業 交 流 展

　１１月に開催される展示会「産業交
流展」に出展する事業者を募集しま
す。町田市のブースに、無料で出展で
きます。販路拡大にご活用下さい。
※備品・機材費や搬入費等、出展料以

外の費用は出展者の負担です。
対次のすべてを満たす中小企業者　
①市内に住民登録を有する個人また
は市内を納税地とする法人で、１年
以上事業を営んでいる②市税を完納
している
日１１月１５日㈬～１７日㈮
場東京ビッグサイト
募集数４小間（予定）
※応募者多数の場合は抽選を実施し
ます。
申申請書（産業観光課〔市庁舎９階〕
に有り、町田市ホームページでダウ
ンロードも可）に記入し、必要書類を
添えて６月３０日まで（必着）に直接ま
たは郵送で産業観光課へ。
※詳細は、町田市ホームページをご
覧下さい。
問産業観光課☎７２４・２１２９
玉ちゃんバス東ルート・南ルートの
時刻が変更になります

　７月１日㈯始発から、玉ちゃんバス
東ルート・南ルートの運行時刻を変
更します。お間違えのないようご利
用下さい。
※北ルートの時刻変更はありません。
※運行時刻の詳細は、小田急バス株
式会社ホームページまたは町田市ホ
ームページをご覧いただくか、バス
停掲示のお知らせをご覧下さい。
※時刻表は、交通事業推進課（市庁舎
８階）及び各市民センター、各駅前連
絡所、各コミュニティセンター等で
配布しています。
問小田急バス株式会社お客様センタ
ー☎０３・５３１３・８３３０、玉川学園コ
ミュニティバス推進委員会☎７２５・
０４３８、町田市交通事業推進課☎
７２４・４２６０

６月２３日～２９日は男女共同参画週間です
カワセミ通信

町田市長　石阪丈一
１２6

　みずみずしい緑のなか、川上村山
菜まつりが、今年も村内の高登谷高
原で開催されました。標高１３００メ
ートル、高原野菜の一大産地の川上
村では、すでにレタスの植え付けが
始まっていました。本格的な農作業
が始まるこの時季に、英気を養い、夏
に向けて元気を出して村中が楽しも
うという、そんな山菜まつりです。私
も久しぶりに参加をしましたが、近
隣の自治体や、友好・交流都市からも
多くの参加者があり、賑やかなお祭
りになりました。
　町田市は、川上村の山菜まつり会
場近くに自然休暇村を整備していま
す。町田市民の利用者の方からは、比
較的安価な料金で宿泊ができる施設
としてご好評をいただいています。
また、町田市内の小・中学校の課外授
業の拠点としても利用されていて、
冬は、スキー教室の宿泊地として利
用されています。
　この季節、５、６月には町田市内の
小学生の林業体験教室や農業体験教
室も開かれています。施設を運営し
ていただいている川上村振興公社を
はじめ川上村の方々には改めて感謝
をいたします。
　お祭り会場内の各テントを回りま
したが、どこも若い人が担当してい
ること、また、村内の青年団や消防団
なども参加していて、会場は活気に

あふれていました。川上村は、農業所
得の高い産地としても有名です。農
業後継者となる若者も村に定着して
いることが実感できました。
　さて、川上村には野鳥も多く、自然
休暇村周辺以外も含めて４０種類以
上の野鳥を見聞きすることができま
した。カッコウ、ジュウイチ、ホトト
ギス、センダイムシクイ、エゾムシク
イ、メボソムシクイ、オオルリ、キビ
タキ、コルリ、さらにアカハラ、クロ
ツグミなど、夏山の鳥に出会うこと
ができました。
　花木についても、シャクナゲも咲
き始め、ベニバナイチヤクソウの群
落も花の盛りでした。
　これからも多くの市民の皆さん
が、自然のなかで楽しむ機会を、ここ
川上村で持っていただければと思い
ます。

山菜まつり会場のにぎわい

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
町田市地域包括支
援センター運営協
議会

6月26日㈪午後
5時~6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）

事前に電話で高齢者福祉課
（☎724・2140）へ

町田市環境マネジ
メントシステム外
部評価委員会

6月30日㈮午後
6時30分~8時
30分

市庁舎2階会
議室2-1

10人
（申し込み順）

6月29日午後5時までに電話で
環境政策課（☎724・4386）へ

町田市廃棄物減量
等推進審議会

7月6日㈭午後6
時~8時

市庁舎2階会
議室2-2

10人
（申し込み順）

7月5日午後5時までに電話で
環境政策課（☎724・4386）へ

町田市地域密着型
サービス運営委員会

7月7日㈮午後
6時30分~8時

市庁舎5階会
議室5-3

4人
（申し込み順）

事前に電話でいきいき総務課
（☎724・3291）へ

　内閣府（男女共同参画推進本部）
が提唱する「男女共同参画週間」
は、１９９９年６月２３日に公布・施行
された「男女共同参画社会基本法」
に関する理解を深め、推進するた

めに実施して
います。
　 職 場 や 学
校、地域や家
庭で、一人ひ

とりの個性と能力を発揮できる
「男女共同参画社会」の実現には、
国や市だけでなく、市民の皆さん
の取り組みが必要です。
　この機会に男女のパートナーシ
ップについて、考えてみませんか。
内閣府男女共同参画局 検索

問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８

２０１７年度 包括外部監査テーマが決まりました
　市では、市政の透明性の確保や
業務の適正化を図り、市民の皆さ
んからの信頼を高めるため、公認
会計士等の有識者による包括外部
監査を毎年実施しています。
　２０１７年度の包括外部監査テー
マは「防災に関する財務事務の執

行について」です。監査の結果は、
２０１８年２月ごろにまとまります。
　これまでの包括外部監査の結果
や進捗状況は、町田市ホームペー
ジでご覧いただけます。
市HP 検索包括外部監査　
問経営改革室☎７２４・２５０３


