
4 2017．9．15 対対象 日日時 場会場 内内容 講講師 定定員 費費用 申申し込み 問問い合わせ凡例 市HP町田市ホームページ

9月は、「固定資産税・都市計画税」の納付月です納付はお済みですか？ 問納税課　724・2121☎☎

催し・講座催し・講座
男女平等推進センター

【登録団体企画～子育てって誰のも
の？地域もいっしょに大きくなあ
れ】
　男女を問わず、子どもを育てるこ
と、地域社会へ参画することの意義
・素晴らしさを考えてみませんか。
対子育て中の方
日１０月１４日㈯午後２時～４時
講社会学者・宮台真司氏
定４０人（申し込み順）
申９月２０日正午～１０月９日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード

１７０９２０Ｂ）へ。保育希望者（１歳６か
月以上の未就学児、申し込み順に１０
人）は、１０月５日までに併せて申し込
みを。

【女性のための就職準備セミナー】
対就職を考えている女性
日①１０月２４日㈫午前１０時～午後０
時３０分②１０月２５日㈬午前１０時～
正午
※両日または希望する日のみの参加
も可能です。
内①就職を取り巻く環境と心構え、
保育園の状況②応募書類の作成方法
講ハローワーク町田マザーズコーナ
ー職員
定各２４人（申し込み順）
申９月２０日正午～１０月１７日にイベ

ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０９２０Ｃ）へ。保育希望者（６か月以
上の未就学児、申し込み順に１５人）
は、１０月９日までに併せて申し込みを。

◇
場町田市民フォーラム
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８
消費生活センター

くらしに役立つ食の安全講座
【①遺伝子組み換え食品って知って
いますか？】
　遺伝子組み換え食品の種類・安全
性・表示を学び、食品の安全について
考えます。
日１０月１３日㈮午前１０時～正午
講（特）ＣＳまちデザイン理事長・近藤
惠津子氏
定４０人（申し込み順）

【②バナナのＤＮＡを取り出そう！】
　バナナからＤＮＡ（遺伝子）を取り
出す実験を交え、遺伝子組み換え食
品の現状や表示について学びます。
日１０月２５日㈬午前１０時～正午
講コンシューマー技術教育研究会・
澤木佐重子氏
定１６人（申し込み順）
費１００円（検体費）

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
申①９月２０日正午～１０月９日②９月
２１日正午～１０月２２日に、イベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード①
１７０９２０Ｄ②１７０９２１Ｄ）へ。
※いずれも保育希望者（１歳以上の
未就学児、申し込み順に６人）は併せ
て申し込みを。
問消費生活センター☎７２５・８８０５
まちだ市民大学ＨＡＴＳ

公 開 講 座
【町田は神奈川県だった！多摩移管
の謎～明治後期の町田①】
　神奈川県との関係が話題になる町
田市ですが、それを解くカギが明治
期の歴史に隠されています。自由民
権資料館学芸担当が分かりやすく解
説します。
日１０月１７日㈫午後６時１５分～８時
１５分
場町田市民フォーラム
定１３８人（申し込み順）
申９月２１日正午～１０月１２日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０９２１Ａ）へ。
問生涯学習センター☎７２８・００７１

９月２１日㈭～３０日㈯

秋の全国交通安全運動が始まります
問市民生活安全課☎７２４・４００３、町田警察署☎７２２・０１１０、南大沢警察署☎０４２・６５３・０１１０

子どもの医療費助成制度　医療証の更新を行います
問子ども総務課☎７２４・２１３９

【医療証を郵送します】
　有効期間が平成２９年９月３０日
までの◯乳・◯子医療証をお持ちの方
で１０月１日以降も資格が継続とな
った方、申請により新たに１０月１
日から医療証の資格を得た方に、
９月末に医療証をお送りします。
　また、所得限度額超過のため１０
月１日からの◯子医療証の資格を得
られなかった方には、「資格消滅通
知書」をお送りします。９月末まで
に医療証または通知書が届かなか

義務付けら
れ て い ま
す。
●飲酒運転
の根絶
　飲酒運転
は 犯 罪 で
す。酒類の
提供者や車
両の同乗者
等も厳しく罰せられます。
●二輪車の交通事故防止
　交差点を直進する二輪車は、右
折するドライバーに気付かれない
場合があります。しっかりと安全
確認をしましょう。ヘルメットの
あごひもを締め、胸部・腹部を守る
プロテクターを着用しましょう。

った場合はご連絡下さい。
【該当すると思われる方は申請を】
　◯乳医療証は、保護者の所得制限
がありません。現在お持ちでない
方は交付申請の手続きをして下さ
い。
　◯子医療証は保護者の所得制限が
あります。制度に該当すると思わ
れる場合は、お早めに交付申請の
手続きをして下さい。
※いずれも生活保護を受給してい
る方は対象となりません。

◯子医療証　平成29年度　所得限度額表
扶養人数 所得限度額
0人 630万円
1人 668万円
2人 706万円
3人 744万円

扶養人数が1人増すごとに38万円加算

※扶養人数は平成29年度（28年分）のも
のです。
※左表は、一律控除額8万円を加算して表
示しています。
※所得（給与収入の場合は給与所得控除後
の金額）から控除額を引いた金額がこの制
度上の所得額となります。控除可能なもの
は、まちだ子育てサイトをご覧いただく
か、子ども総務課へお問い合わせ下さい。

運動の重点
●子どもと高齢者の安全な通行の
確保と高齢運転者の交通事故防止

【ドライバー】子どもや高齢者を見
かけたら、急な飛び出しやふらつ
きに十分に注意！高齢のドライバ
ーは、安全確認を一層心掛けまし
ょう。

【歩行者】青信号でも安全を確かめ
て！ドライバーとはアイコンタク
トをとりましょう。道路の横断は、
遠回りでも横断歩道を渡りましょ
う。
●夕暮れ時と夜間の歩行中・自転
車乗用中の交通事故防止

【歩行者】ドライバーからよく見え
る明るく目立つ服装で、反射材用
品を身に着けて外出しましょう。

【自転車】自動車と同じ「車両」で
す。ライトを点灯し、交通ルールを
守って乗りましょう。
●すべての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用の
徹底
　交通事故の際に、車外放出や同
乗者に衝突するなどの危険性があ
ります。後部座席を含めた、すべて
の座席でシートベルトを正しく着
用しましょう。６歳未満の子ども
には、チャイルドシートの着用が

10月、11月の母子健康案内　お気軽にご相談下さい　※プレママクッキングを除き、各日とも同一内容です。
事業名 対　象 会　場 開催日 時　間 内容／その他 問い合わせ

プレママ・パパクラス（申し込み
制）申イベントダイヤル（☎724・
5656コードＡコース=170301
Ｍ、Ｂコース＝170301Ｎ）へ

16~35週の妊婦
とその夫 健康福祉会館

Ａコース
10月6日、11月10日㈮ 午後1時30分~

4時
妊娠中の過ごし方、歯の衛生等

保健予防課
地域保健係
☎725･5127

10月13日、11月17日㈮ 分娩経過とリラックス法等
Ｂコース 10月21日、11月18日㈯ 午前10時~正午 もく浴実習、妊婦体験等

乳幼児・母性相談
※母子健康手帳をお持ちのうえ、
直接会場へおいで下さい。

2か月以上の未
就学児とその保
護者

健康福祉会館 10月16日、30日、11月13日、27日㈪
受け付け=午前
9時45分~11時
30分、午後1時
30分~3時

身長･体重測定、保育相談、栄養
相談、歯科相談、母親のからだ
や気持ちの相談

鶴川保健センター 10月2日、11月6日㈪
子どもセンターばあん 10月13日、11月10日㈮
忠生保健センター 10月23日、11月20日㈪
小山市民センター 11月1日㈬

母性保健相談、母乳育児相談
申来所相談と乳房マッサージは要
予約、電話で保健予防課へ

市内在住の方（里
帰り中の方の参
加も可）

健康福祉会館 10月5日、12日、19日、26日、11月2
日、9日、16日、30日㈭

午前10時~正午、
午後1時~3時

助産師による相談、乳房マッサ
ージ~電話相談は随時可、健康
福祉会館（☎725・5419）へ

プレママクッキング（申し込み制）
申 イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル（ ☎
724･5656コード170315Ｐ）へ

16~35週の妊婦 健康福祉会館 10月26日、11月30日㈭ 午前10時~午後
1時

調理実習、会食、妊娠中の食生
活の話
費500円（食材費）

保健予防課
保健栄養係
☎722・7996

離乳食講習会（初期・後期）、幼児食
講習会（いずれも申し込み制）
申 イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル（ ☎
724･5656コード初期=170315
Ｓ、後期=170315Ｋ、幼児食
=170418Y）へ

4~6か月児の保
護者

健康福祉会館

初期 10月2日、23日、11月6日、
20日㈪

午前10時5分~
11時45分 離乳食の話と試食

8~10か月児の
保護者 後期 10月16日㈪、11月1日㈬、

15日㈬
午前10時5分~
11時40分 離乳食後期の話と試食、歯の話

1歳6か月~2歳0
か月児の親子 幼児食 11月9日㈭ 午前9時55分~

11時45分 親子遊び、幼児食の話と試食

まちだ子育てサイト 検索

　８月３０日～９月６日の８日間
に、３件の死亡事故が発生しま
した。
　慣れた道でも油断は禁物で
す。危険を予測したゆとりのあ
る運転をしましょう。

市 内 で 交 通 死 亡 事 故 
　 連 続 発 生 ！ 　


