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8月は、「市・都民税」の納付月です ■問納税課　724・2121☎☎納付はお済みですか？

催し・講座催し・講座
はじめよう
シニア健康づくり講座

【かんたん！水中運動コース】
　介護予防に興味がある方、運動を
始めたい方におすすめです。
対市内在住の全回参加できる６５歳
以上の方
※医師から運動制限等を受けている
方はご遠慮下さい。
日１０月４日～２５日の水曜日、午後２
時～３時、全４回
場市立室内プール
内姿勢や歩行の改善・転倒予防を目
的とした水中歩行、簡単なバランス
トレーニング等
定１５人（抽選、結果は９月４日ごろ発
送）
費４００円（資料代、施設利用料）
申８月１６日正午～２２日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コード
１７０８１６Ｃ）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

わくわく仲間づくりカレッジ
里 山 ウ ォ ー キ ン グ
対市内在住の全回参加できる６５歳
以上の方
※医師から運動制限等を受けている
方はご遠慮下さい。
日①９月２８日㈭午前８時５０分～午後
３時②１０月１２日㈭午前８時５０分～
午後３時③１０月２６日㈭午前９時２０
分～午後３時、全３回
※集合は①②町田バスセンター③Ｊ
Ｒ横浜線相原駅東口です。
内①尾根緑道②小山田③相原の各コ
ース（各約７㎞）を歩く
定３０人（抽選、結果は９月５日ごろ発
送）
費１２００円（施設入場料等）
申８月１６日正午～２２日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コード
１７０８１６Ｂ）へ。
※当日の詳細は、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）へお問い合
わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

ふれあい落語特別企画
英 語 落 語
対６歳以上の方
日１０月１日㈰午後２時３０分～３時３０
分
場町田市民フォーラム
出演立川志の春
定１００人（申し込み順）
費５００円（全席自由）
申８月１８日正午～９月２５日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０８１８Ｂ）へ。
問市民協働推進課☎７２４・４３６２
さがまちカレッジ
講 座 受 講 者 募 集

【①児童虐待をなくすために～オレ
ンジリボンを知ろう】
対高校生以上の方
日９月１６日㈯午前１０時３０分～正午
場和泉短期大学（相模原市）
内児童虐待の防止、子育てへの応援
について学ぶ
講和泉短期大学児童福祉学科教授・
櫻井奈津子氏
定２０人（申し込み順）
費７００円
【②「動物園」もう一つの顔～園長が
語る、動物園の社会的役割】
　動物園の役割や現状のお話を伺っ
た後、実際に動物園へ行って現場で
の取り組みを紹介していただきます。
対全回参加できる１８歳以上の方
日第１回＝９月２６日㈫午後１時３０分
～３時、第２回＝１０月１０日㈫午前１０
時～正午、全２回
場第１回＝相模女子大学（相模原
市）、第２回＝よこはま動物園ズーラ
シア（横浜市）
講日本大学生物資源科学部教授・村
田浩一氏
定４０人（抽選）
費１５００円
※別途交通費、入園料がかかります。

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書

（生涯学習センター、各市民センタ
ー、各市立図書館等で配布、さがまち
コンソーシアムホームページでダウ

ンロードも可）に記入し、①９月１２日
まで②９月４日まで（いずれも必着）
に、郵送またはＦＡＸでさがまちコン
ソーシアム事務局へ（さがまちコン
ソーシアムホームページで申し込み
も可）。
※申込締切日までに定員に達しない
場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
国際版画美術館
創 作 講 座 ～ 銅 版 画

　基礎から指導します。
対原則全回参加できる高校生以上の
初心者
日９月２７日～１１月２９日の水曜日、
午後１時３０分～４時３０分、全１０回
場同館
内エッチング、アクアチントの技法
で銅版画を２点（１２㎝×９㎝、２４㎝×
１８㎝）制作
講版画家・原陽子氏
定１５人（抽選、結果は９月７日ごろ発
送）
費２万円
申８月１６日正午～９月３日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０８１６Ｈ）へ（同館ホームページで
申し込みも可）。
問同館☎７２６・２８８９
生涯学習センター～小学生の保護者
のための
心 理 学 講 座

　子どもの社会性はどのように発達
しているのか？各発達時期に生じる
対人関係を交えた講座です。
対市内在住の小学生の保護者で、原
則両日出席できる方
日①９月１５日②９月２２日、いずれも
金曜日午前１０時～正午
場同センター
内①大学教授の講話②子どもとの接
し方について話し合う
講法政大学文学部心理学科教授・渡
辺弥生氏
定３０人（申し込み順）
申８月１６日午前９時から電話で同セ
ンター（☎７２８・００７１）へ。

わくわく仲間づくりカレッジ　講座参加者募集

情報公開制度・個人情報保護制度・会議公開制度のしくみと運用

対市内在住の全回参加できる６５歳以上の方
定各２０人（いずれも抽選、結果は９月５日ごろ発送）
費１回あたり２５０円（教材費等）
※別途材料費として、③１５００円④１０００円が必要です。
申希望する講座を選び（重複申し込み不可）、８月１６日正午～２２日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード１７０８１６Ａ）へ。
※当日の詳細は、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）へお問い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

　市が持っている情報は、市民皆さんの財産
です。市のことをよく知るためにも、市政情報
課（市政情報やまびこ）をご活用下さい。
　市が行う業務は、「情報公開制度」や「会議公
開制度」を利用して知ることができます。ま
た、個人情報は「個人情報保護制度」で取り扱
いのルールを定めています。
　「情報公開請求」の手続きをせずに情報提供
できる場合も多数あります。まずはご相談下
さい。
市HP 情報公開制度  検索

●「情報公開制度」とは

　市が持っている情報や行政運営についての
情報を公開する制度です（運用状況は表１を
参照）。
〇どなたでも請求できます。
〇コピー・郵送（いずれも有料）も可能です。
〇公開できない情報もあります。
※市の公文書の閲覧を希望する場合は、各担
当部署の窓口で情報提供できる場合がありま

　その他公表を前提として作成されたも
の、市政の推進や市民の理解を得るために
提供することが望ましいものは、本紙や町
田市ホームページ等で情報提供を行ってい
ます。
　また、市政情報やまびこでは、有償刊行物
の閲覧や購入をすることができますので、
ご利用下さい。

すので、各課へお問い合わせ下さい。

●「個人情報保護制度」とは

　市が持つ個人情報を取り扱うルールを定め
ています。ご自分の情報を閲覧し、訂正や消
去、利用等の中止を請求できることも、この制
度で定めています（運用状況は表２を参照）。

●「会議公開制度」とは

　市が開催する審議会等を公開する制度で
す。会議の開催は、本紙や町田市ホームページ
等でお知らせしています（開催状況は表３を
参照）。

問市政情報課（市政情報やまびこ）
　☎７２４・８４０７

（表１）２０１6年度情報公開制度の運用状況
情報公開請求件数 86

決定内容別
件数

公開 44
部分公開 38
非公開 7
不存在 21
存否応答拒否 0
合計 110

※1件の請求で複
数の決定がある
ため、決定内容の
合計と請求件数
は一致しません。

（表3）２０１6年度審議会等の会議の開催状況
開催した会議の回数合計 868

内　訳
公開した会議の回数 234
一部公開した会議の回数 1
非公開とした会議の回数 633

※傍聴人数の合
計は243人です。

（表２）２０１6年度個人情報保護制度の運用状況
個人情報開示等請求件数 57

決定内容別
件数

開示等 31
部分開示等 26
非開示等 3
不存在 19
存否応答拒否 0
合計 79

※1件の請求で複
数の決定がある
ため、決定内容の
合計と請求件数
は一致しません。

わくわく仲間づくりカレッジ日程表
講座名 日　時 会　場

①初心者のための水
彩画

9月21日～11月30日の木曜日、午前9時
30分～11時30分、全10回 わくわくプラザ町田

（森野）②からだほぐしと脳
活運動

9月26日～12月5日の火曜日、午後1時
30分～3時30分、全10回

③形の創作～初心者
パッチワーク

9月25日～12月4日の月曜日、午前9時
30分～11時30分、全10回

成瀬あおぞら会館
（西成瀬）④回想法ミニ絵画 9月25日～12月4日の月曜日、午後1時

30分～3時30分、全10回

⑤発声と歌 9月22日～12月1日の金曜日、午後1時
30分～3時30分、全10回


