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おいで下さい
２ 月 の 日 曜 朝 市
　市内の認定農業者
が作った町田産新鮮
野菜を販売します。
日２月４日㈰午前７時
３０分～８時３０分（売
り切れ次第終了）
場教育センター校庭
問農業振興課☎７２４・２１６６
参加者募集
木 こ り 応 援 隊
　北部丘陵の里山環境を整備するた
め、樹林地の下草刈り、竹の伐採及び
伐採した樹木の枝落としをしていた
だける方を募集します。
　作業後は、小野路宿里山交流館で
昼食を食べながら地域農業者と交流
します（飲食代は自己負担）。
　交流会後、希望者を対象に里山保

●八王子年金事務所～国民年金保険
料の後納制度
　過去５年間のうち、納め忘れた国
民年金保険料を、申し込みにより納
めることができる制度です。受給に
必要な期間を満たす可能性があり、
将来の年金額を増やすこともできま
す。後納制度を利用して納付できる
期間は、９月３０日までです／同制度
の申込者で納付がお済みでない方
は、納付書に記載された使用期限ま
でに納付して下さい問ねんきんダイ
ヤル☎０５７０・０５・１１６５、０５０から
始まる電話の方＝☎０３・６７００・
１１６５、八王子年金事務所☎０４２・
６２６・３５１１
●東京都福祉保健局～気管支ぜん息
の⃝都医療券をお持ちの方へ　東京都
大気汚染医療費助成制度改正のお知
らせ
　４月１日から、東京都大気汚染医療
費助成制度の改正に伴い、一部自己
負担が生じます対有効な医療券をお
持ちの方で、生年月日が１９９７（平成
９）年４月１日以前の方
○４月１日から変更する内容
①４月１日以降の診療分から、認定さ
れた疾病に対する保険診療の窓口支
払額のうち、月額６０００円までが自
己負担となります②月額の自己負担
額は、各医療機関など（病院、診療所、
薬局）で「自己負担限度額管理票（東
京都大気汚染医療費助成用）」に記載
してもらい、管理します③同じ月に
支払った各医療機関など（病院、診療
所、薬局）の医療費を合算し、月額の
合計が６０００円に達したときは、そ
の月はそれ以上の自己負担はありま
せん／「自己負担限度額管理票（東京
都大気汚染医療費助成用）」は、４月１
日から使用する新しい医療券と一緒
に、対象の方に２月ごろまでにお送
りします／１８歳未満の方はこれま
でと同様、窓口での自己負担はあり
ません／医療機関、薬局等利用時は、
「⃝都医療券」と「自己負担限度額管理
票」を必ず窓口で提示して下さい。な

全活動に関する意見交換会（ワーク
ショップ）を開催します。
対２０歳以上の方
日・内２月１７日㈯、作業＝午前９時３０
分～午後１時ごろ、交流会＝午後１時
～２時ごろ、意見交換会＝午後２時～
４時ごろ
※「作業・交流会」または「意見交換
会」のいずれかでも参加できます。
集合場所作業・交流会＝町田市農業
研修農場駐車場（小野路町２８１）、意
見交換会＝小野路宿里山交流館
定作業・交流会＝２０人、意見交換会
＝３０人（申し込み順）
申１月１７日正午～２９日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１８０１１７Ｃ）へ。
問北部丘陵整備課☎７２４・２１６４
町田市民文学館～保育付き紙芝居上
演会
紙 芝 居・ 大 人 の 時 間
　大人のための紙芝居です。
※保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。

お、送付された医療券の内容に関す
ることは、町田市保健所保健予防課
（☎７２４・４２３９）へお問い合わせ下
さい問同局環境保健衛生課☎０３・
５３２０・４４９２（受付時間＝月～金曜
日の午前９時～午後５時）
●町田商工会議所～決算相談会
　必要書類（前年分の決算書・申告
書、本年分の集計表、マイナンバー関
係書類等）を持参し、直接会場へ対市
内の個人事業主日２月１９日～３月１５
日の午前９時３０分～午後４時（正午
～午後１時は昼休み、土・日曜日を除
く）場同会議所会館問同会議所☎
７２２・５９５７
●町田市シルバー人材センター～初
心者向けパソコン講習会
日２月６日～９日、午前９時～正午、２
月１３日～１６日、午後１時～４時場わ
くわくプラザ町田費１コース６５００
円申ハガキに講座名・受講日・住所・
氏名・電話番号を明記し、同センター
（〒１９４－００２２、森野１－１－１５、☎
７２３・２１４７）へ
●東京都水道局からのお知らせ
【①水道水質モニター募集】
　簡易水質測定キットで自宅の水道
水をセルフチェックして、測定結果
をアンケートで回答するモニターを
募集中対都営水道を家庭用で契約し
ている方申ハガキに住所・応募者名
・水道契約者名・電話番号・建物形態
（一戸建て／集合住宅）を明記し、
（株）大和田組水道水質モニター事務
局（〒１０５－００１１、港区芝公園１－２
－１６、第一槙ビル２階）へ（東京都水
道局ホームページで申し込みも可）
【②東京水道あんしん診断実施中】
　水道事業に対するご意見やご要望
を把握し、今後の事業に反映します。
実施の際は、事前に各家庭へお知ら
せします／訪問する診断員は制服・
ネームプレートを着用しています。
なお、浄水器等の器具の販売や金銭
を請求することは一切ありません対
市内の大規模使用者等を除く都営水
道使用者期間２０２０年３月末まで内
簡易漏水調査・水質検査、アンケー
ト、ＰＲ冊子の配布等

◇

日２月２日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室　
内「ぼたもちをくったほとけさま」
（作／やすいすえこ、画／ひらのてつ
お）、「花咲き山」（原作／斎藤隆介、脚
本／水谷章三、画／梅田俊作）　他

問①同局総務部企画調整課☎０３・
５３２０・６３１４②東京水道あんしん診
断相談室（多摩）☎０４２・５８０・１３３３
（受付時間＝月～金曜日の午前９時
～午後５時）
●東京税理士会～にせ税理士・にせ
税理士法人にご注意を
　税理士資格の無い者が税務相談、
税務書類の作成、税務代理をするこ
とは法律で禁じられているだけでな
く、専門的知識が欠けているため、依
頼者（納税者）が不測の損害を被るお
それもあります。税理士は、税理士証
票を携帯し、税理士バッジを着用し
ています問同税理士会☎０３・３３５６
・４４７６
●東京都生活文化局～東京都消費生
活調査員募集
　詳細は東京くらしＷＥＢホームペ
ージを参照対都内在住の４月１日現
在２０歳以上の方（地方公務員は除
く）任期委嘱の日～２０１９年３月３１
日内次のいずれかの調査と消費生活
に関する情報提供　Ａ＝食品表示法
等に基づく食品の表示状況について
の店舗調査、Ｂ＝景品表示法等に基
づく商品やサービスの表示・広告の
調査、Ｃ＝調査員が日常生活で購入
した生鮮食品等１５点の内容量の調
査（はかり提供）／Ａ、Ｂは店舗側の了
承を得て実施、実績による謝礼も有
り申書面（様式自由、１月１９日以降東
京くらしＷＥＢホームページでダウ
ンロードも可）に住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・年齢（４月１日現在）・
職業・Ａ～Ｃの希望する調査区分（１
つまたは希望順を付けて複数）・情報
の入手先・応募動機（３００～４００字程
度）を明記し、１月１９日～２月２０日
（消印有効）に東京都生活文化局消費
生活部企画調整課消費者情報担当
（〒１６３－８００１、新宿区西新宿２－８
－１、☎０３・５３８８・３０７６）へ（１月１９
日以降東京くらしＷＥＢホームペー
ジで申し込みも可）
●（公財）私立大学通信教育協会～大
学通信教育合同入学説明会
　各大学・大学院・短期大学別の相談
コーナーを設け、教職員に講義内容、
学習方法、受講手続き等の相談がで

（予定）
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」　
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は、１月１５日午前
９時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。

きます日①１月２７日②２月１０日③２
月２５日、午前１１時～午後４時場①③
新宿エルタワー３０階②横浜新都市
ビル（そごう）９階横浜新都市ホール
参加校法政・慶應義塾・中央・日本・玉
川大学等／その他大学・大学院・短期
大学も多数有り問同協会☎０３・
３８１８・３８７０
●（社福）七五三会～軽費老人ホーム
ケアハウス入居者募集
　２４時間ナースコール対応有り、食
事付きです。外出・外泊も自由にでき
ます／入居に関する相談・見学等の
詳細はお問い合わせを対６０歳以上
で自立した生活を送れる方問同会い
づみの里☎７２６・０７５３
●千代田区立神田一橋中学校～通信
教育課程生徒募集
対都内在住または在勤で、次のいず
れかに該当する方　①尋常小学校か
国民学校初等科を修了したが、高等
学校の入学資格がない②現行制度で
の義務教育が未修了で、学齢相当年
齢を超過した（①に準ずる）選考日２
月１１日午前１０時から申出願書類
（同中学校で配布）を２月５日まで（消
印有効）に直接または郵送で同中学
校へ問同中学校☎０３・３２６５・５９６１
●立川防災館からのお知らせ
【パネル展示】
日程１月２１日まで場同館２階展示ス
ペース内防災とボランティア週間、
東京消防庁災害時支援ボランティア
の制度・活動等、消防団の概要等
【大声チャンピオン大会】
日１月２１日午後２時～３時場同館２階
消火訓練室内「火事だ！」と周囲に知
らせる声の大きさを音量計で測定
（上位者には記念品をプレゼント）
【新米パパ・ママのための応急手当講
習会】
　事前予約制、詳細はお問い合わせ
を対１歳未満の乳児がいるパパ・マ
マ及びこれから新しくパパ・ママに
なる方日毎月第２土曜日、午前１１時
～正午内日常生活に潜む赤ちゃんの
事故防止策、赤ちゃんの病気やけが
に対する応急手当、心肺蘇生の指導

◇
問同館☎０４２・５２１・１１１９

催し・講座催し・講座

情報コーナー

地産地ＳＨＯＷコンサート

声楽で贈る午後のひと時
問文化振興課☎７２４・２１８４

　市内在住のソプラノ歌手・鈴木椎那さん
が所属する声楽アンサンブル「Ｒｉｔｏｒｎａｒｅ」
によるコンサートです。
日２月９日㈮正午～午後０時５０分（開場は午
前１１時４５分）
場市庁舎３階アトリウム
曲目源田俊一郎「ふるさとの四季」、レハー
ル：オペレッタ「メリーウィドウ」から “唇
は黙っていても”、マスネ：オペラ「マノン」
から “私が街を歩くと”　他（予定）
定１１９席（先着順） 鈴木椎那


