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お知らせお知らせ
無料法律相談を行います
法律・税務・登記相談
　町田弁護士クラブ・東京税理士会
町田支部・東京司法書士会町田支部
で構成される三士会の協力により、
無料相談会を開催します。守秘義務
は法令に基づいて順守します。
※相談時間は、１人最大３０分です。
対市内在住、在勤の方
日９月２日㈯午後１時～４時（受け付
けは午後０時３０分～３時）
※整理券を正午から配布します。
場町田市民フォーラム４階
問広聴課☎７２４・２１０２
特別児童扶養手当・特別障害者手当・
障害児福祉手当・経過的福祉手当・重
度心身障害者手当を受給している方へ
現 況 届 の 提 出 を
　現在手当を受給している方は、現
況届の提出をお願いします。提出し
ない場合は、８月分以降（重度心身障
害者手当は１０月分以降）の手当が受
けられなくなります。
　対象者には、現況届の用紙を送付
しましたので、期日までに郵送で障
がい福祉課（〒１９４－８５２０、森野２
－２－２２）、または直接お住まいの地
域の障がい者支援センターへ提出し
て下さい。まだ用紙が届いていない
方は、ご連絡下さい。
※障がい福祉課窓口でも受け付けし
ますが、８月中は大変混雑します。上
記の提出方法にご協力をお願いしま
す。
問障がい福祉課☎７２４・２１４８
東京都シルバーパス
更 新 手 続 き
　東京都シルバーパスの更新を希望

する方は、８月下旬に東京バス協会
から送付される「更新手続きのご案
内」等で、必要書類や更新会場等をご
確認のうえ、９月中に手続きを行っ
て下さい。
　新しいパスの有効期限は、平成３０
年９月３０日までです。
※必要書類に不足がある場合、手続
きができません。
対７０歳以上の都民の方で、現在、有
効期限が平成２９年９月３０日の東京
都シルバーパスをお持ちの方
問（一社）東京バス協会シルバーパス
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）、町田市高齢者福祉
課☎７２４・２１４１

献血にご協力下さい
　市庁舎で献血を実施します。輸血
用血液の需要は年々増加していま
す。継続的なご協力をお願いします。
日８月２３日㈬、午前１０時～１１時４５
分、午後１時～３時４５分
場ワンストップロビー（市庁舎１階）
問福祉総務課☎７２４・２５３７
ご協力下さい
大 雨 災 害 義 援 金
　日本赤十字社では、「平成２９年７月
５日からの大雨災害義援金」を８月
３１日㈭まで受け付けています。
○日本赤十字社本社への送金
【ゆうちょ銀行での振替による送金】
　窓口での取り扱いの場合、振替手
数料は無料です。
口座番号００１９０－２－６９６８４２
加入者名日赤平成２９年７月大雨災害
義援金
※受領証発行希望の方は、併せて「受
領証希望」と明記して下さい。
【銀行による送金】
　振込手数料が別途かかる場合があ
ります。

口座番号三井住友銀行すずらん支店
（普）２７８７５３９、三菱東京ＵＦＪ銀行
やまびこ支店（普）２１０５５３２、みず
ほ銀行クヌギ支店（普）０６２０３４０
口座名義日本赤十字社（３行共通）
※受領証発行希望の方は、氏名（受領
証の宛名）・住所・電話番号・寄付日・
寄付額・振込金融機関名と支店名を
日本赤十字社パートナーシップ推進
部へご連絡下さい。
問日本赤十字社パートナーシップ推
進部☎０３・３４３７・７０８１、町田市福
祉総務課☎７２４・２５３７
町田国際交流センター～外国人のた
めの
専 門 家 無 料 相 談 会
　弁護士・行政書士などの専門家が、
ビザ・在留資格など、日常生活の中で
困っていることの相談を受けます。
※通訳言語は、英語、中国語、韓国語、
スペイン語、ドイツ語、フランス語、
フィリピン語です。
日８月２７日㈰午後１時３０分～３時３０
分
場町田国際交流センター
申電話、ＦＡＸまたはＥメールで同セ
ンター（☎７２２・４２６０返７２２・５３３０
遍info@machida-kokusai.jp）へ。
※外国人のための専門家無料相談会
に関することは同センターへお問い
合わせ下さい。
問文化振興課☎７２４・２１８４

催し・講座催し・講座
家 族 介 護 者 教 室

【知って得する福祉用具】
　福祉用具専門相談員を講師とし、

適切な福祉用具の選び方や介護保険
制度についての講義・実演を行いま
す。
対市内在宅高齢者の家族介護者
日９月７日㈭午後１時３０分～３時
場木曽山崎コミュニティセンター
定１５人（申し込み順）
申８月２１日午前９時から電話で忠生
第２高齢者支援センター（☎７９２・
１１０５）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
イベントスタジオで開催中
「町田の生きもの　源流
～里山～街で見つけた」展
　町田にいる生物や自然に関するパ
ネルを展示しています。
日８月２５日㈮までの午前８時３０分～
午後５時（土・日曜日を除く）
※２５日は午後１時までです。
【セミ・セミナー～鳴き声・ぬけがら
がわかる！】
日８月１７日㈭午前９時～正午（時間
内出入り自由）

◇
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１
８月３０日～９月５日は
建 築 物 防 災 週 間
　建築物の所有者・管理者は、建物の
事故を防ぐために「外壁等、経年劣化
や脱落による落下の危険性の確認」
「防火扉や防火シャッターの周りに
障害物を置かない」「吹き付け石綿等
が使用された建物の適切な対策」等、
建築物を常に適法な状態に維持する
義務があります。日ごろから適切な
維持管理を行うようにしましょう。
問建築開発審査課☎７２４・４２６８

新たに委嘱されました　民生委員・児童委員
　長期予報どおり、暑い夏になりま
した。
　雨の少ない梅雨でしたが、逆に、梅
雨明け後に雨の日が多く、どうも予
測のつかない天候のようです。
　先日、２０１７年度の「総合水防訓練
・図上訓練」を市庁舎内で行いまし
た。
　近年、集中豪雨による土砂災害や
河川氾濫など大きな災害が、全国で
起こっています。東京都大島町の土
砂災害、広島市安佐北区・同南区での
災害、岩手県岩泉町の高齢者施設で
の被害など記憶に新しいところで
す。７月には九州北部豪雨が福岡県
と大分県を襲い、大きな被害をもた
らしました。
　町田市の風水害を想定した「図上
訓練」は、一昨年から開始し、昨年は
訓練の直後にあった大雨に対して、
被害予測に基づく避難勧告も実際に
行いました。
　今年の図上訓練は、昨年の実績や
反省をもとに、より精度を上げるこ
と、また、避難施設の開設などのプロ
セスの確認などを重点に行いまし
た。昨年までは、「避難準備情報」の意
味するところが、はっきりしなかっ
たこともあって、今年から全国的に、

高齢者や障がいのある方など避難に
時間がかかる方は、避難準備情報が
出たら直ちに避難を始めていただく
ことを徹底します。情報の名称も「避
難準備・高齢者等避難開始情報」と改
めています。
　さて、里山、住宅地の野鳥や草花
も、このところ目立つものが少なく
なりました。野鳥のほうは、繁殖期を
終えて巣立ち、雛

ひな

への給餌の様子も
減り、さえずりもなくなりました。花
についても、ヒルガオやワルナスビ、
夜のうちのカラスウリが目立つくら
いになりました。
　立秋を過ぎたとはいえ、まだまだ
暑さ対策は不可欠です。市民の皆さ
んには、集中豪雨などへの防災対策
とともに、この夏を元気に過ごして
いただくようお祈りします。

8月8日の図上訓練

　７月１日に、新たに委嘱された民生委員・児童委員と異動のあった地域
は下表のとおりです。
※その他の担当は、福祉総務課へお問い合わせ下さい。
問福祉総務課☎７２４・２５３７
民生委員・児童委員　（６月～8月異動）

地　区 地　域 担当委員
氏名・電話

南第二 高ヶ坂
3丁目 18~20

（新）鈴木志寿恵
☎722・63154丁目 全

5丁目 19、22~25、27~31

町田第二 藤の台団地 2街区14~39号棟

欠員（退任）南第一
南町田 2丁目 全
小川 6丁目 全

鶴川第一 小野路町 888~981、3901~5391

鶴川第二

鶴川第二地区担当主任児童委員 （新）鳥居恵理
☎044・989・9425

真光寺

2丁目 全 欠員（担当地域変更）

3丁目 全
井上トシ子

（担当地域変更）
☎734・7828

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

町田市福祉のまち
づくり推進協議会
・バリアフリー部会

8月22日 ㈫
午前10時～
正午

市庁舎3階会
議室3-1

3人（申し
込み順）

8月21日午後5時までに電話ま
たはＦＡＸで交通事業推進課（☎
724・4260返050・3161・
6322）へ

町田市交通安全推
進協議会定例会

8月22日 ㈫
午後2時から

市庁舎3階第
1委員会室

5人（申し
込み順）

事前に電話で市民生活安全課
（☎724・4003）へ

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１２8


