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まちだくらしフェア2018 ７月６日㈮、７日㈯にまちだくらしフェア2018を開催します。７月６日㈮、７日㈯にまちだくらしフェア2018を開催します。　詳細は｢消費生活センター　　だより特集号｣(６月１４日の新聞折り込みのほか､各市民センター等で配布)をご覧下さい。　問消費生活センター☎７２５・８８０５

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４日㈬、１７日㈫、８月１日㈬、２１
日㈫、９月５日㈬、１８日㈫、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）
申健診受診希望日の１週間前まで
に、イベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）へ。
問保健予防課☎７２２・７６３６
お送りします

成 人 健 康 診 査 受 診 券
　６月２９日から順次、成人健康診査
の受診券を送付します。
　対象者は、４０歳以上の町田市国民
健康保険加入者、生活保護受給者、中
国残留邦人等支援給付受給者、後期
高齢者医療制度加入者のうち、１０月
～３月に生まれた方です。なお、年度
内に７５歳になる方は送付時期が異
なる場合があります。
問市役所代表☎７２２・３１１１

募　集募　集
町田市学童保育クラブ

夏 季 期 間 臨 時 職 員
　各学童保育クラブに在籍する児童
（障がい児を含む）の保育及び介助の
仕事です。
勤務日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）
勤務場所中央学童保育クラブ（中
町）、つるっこ学童保育クラブ（大蔵
町）、相原たけの子学童保育クラブ
（相原町）
募集人員合わせて１１人程度

催し・講座催し・講座
か ら だ 測 定 会

【お子さん連れ大歓迎！測って、知っ
て、健康づくり！】
対市内在住の①１８～６４歳の女性②
１８歳以上の方
日６月２５日㈪①午前１０時１５分～１０
時４０分②午前１１時２５分～正午（お
子さん連れを優先する場合も有り）
場子どもセンターつるっこ　わくわ
く（卓球室）
内血管年齢測定、骨の健康度測定、口
の健康チェック、しこりチェッカー
（乳がん自己触診用）、保健師・栄養士
による結果説明・講話（②は測定の
み、講話はありません）
問保健予防課☎７２２・７９９６
アルファ化米と乾パンを使って

防災食をおいしく食べよう
　おいしく食べるレシピを実習しま
す。
対市内在住の方
日７月５日㈭午前１１時～午後１時
場健康福祉会館
講町田市食育ボランティア
定２４人（申し込み順）
費１００円（食材費）
申６月１９日正午～２７日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１８０６１９Ａへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６
開催します
「 ま ち カ フ ェ！」準 備 会
　１２月２日㈰に開催する第１２回市
民協働フェスティバル「まちカフェ
！」は、市内を中心に活躍する町内会
・自治会やNPO法人、ボランティア
団体などが一堂に集い、活動発表な
どを通じて交流を深めるイベントで

報酬時給９９０円（別途交通費支給）
※幼稚園・小学校・中学校・高等学校
の教員免許、保育士資格（都道府県知
事の登録が必要）のいずれかをお持
ちの方は１１１０円です。
選考書類、面接
申事前連絡のうえ、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（市庁舎２階、
〒１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問児童青少年課☎７２４・２１８２

お知らせお知らせ
民泊の届出制度がはじまります
　いわゆる「民泊」を実施する場合の一
定のルールを定めた住宅宿泊事業法が
６月１５日に施行されました。
　住宅宿泊事業者として届出を行っ
た方は、年間１８０日を超えない範囲
で、住宅を活用して、宿泊サービスを
提供する事業を営むことができます。

【届出の窓口】
　生活衛生課環境衛生係（町田市保健
所〔中町庁舎〕）へ提出して下さい。
※届出の際は、事前に必ず同課へ相談
をして下さい。
※国土交通省観光庁が構築した電子
届出システム（民泊制度運営システ
ム）による届出が可能です。詳細は、民
泊制度コールセンター（☎０５７０・０４１
・３８９、受付時間＝午前９時～午後１０
時）へお問い合わせ下さい。
問生活衛生課☎７２２・７３５４

盲導犬の利用者を募集します
　視覚に障がいのある方を、安全・快
適に誘導する盲導犬の利用を希望す
る方は、６月２２日までにお住まいの
地域の障がい者支援センターへお問
い合わせ下さい。
対都内在住の１８歳以上で次のすべ
ての要件を満たす方　①視覚障害１
級である②都内におおむね１年以上
居住している③世帯の所得税課税額
が月平均で７万７０００円未満である
④盲導犬の飼育を、家屋の所有者・管
理者から認められている⑤決められ

す。今回、実行委員会の設立に先立
ち、準備会を開催します。
　出展を考えている団体や、企画に
携わりたい方、ボランティアとして
参加したい方はご出席下さい。
　詳細は、町田市ホームページをご
覧下さい。
日７月９日㈪午後６時３０分～８時
場市庁舎
申団体名（団体として参加する場合）
・氏名・電話番号・Ｅメールアドレス
を明示し、７月２日午後５時までに電
話またはＦＡＸで市民協働推進課（☎
７２４・４３６２返０５０・３０８５・６５１７）
へ。
再就職を目指す

女性のための職業訓練
【５日間コース～Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ基礎
科】
　東京都と共催です。
※原則受講決定後の辞退はできませ
ん。
対結婚・出産・育児・介護等で退職し、
求職中の方で、次のすべての要件を
満たす方　①ハローワークで求職登
録をしている②全回参加できる③講
習終了後、ハローワークに職業相談
をすることができる
※６か月以上の未就学児（１０人）は、
訓練中、同施設内でお預かりします。
日７月２３日㈪～２７日㈮、午前１０時
～午後３時、全５回
場町田市文化交流センター
定１０人（要件を確認のうえ、抽選）
申申込書（産業政策課〔市庁舎９階〕
に有り、ＴOＫＹOはたらくネットホ
ームページでダウンロードも可）に
記入し、６月２５日～７月６日（必着）に
直接または郵送で東京都産業労働局
雇用就業部能力開発課「Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃ
ｅｌ基 礎 科 申込窓口」（〒１６３－
８００１、新宿区西新宿２－８－１、都庁
第一本庁舎２１階）へ。

た訓練を受け、盲導犬を適切に管理
できると認められる⑥盲導犬の利用
が、社会活動への参加に効果がある
と認められる
※介助犬・聴導犬については、募集時
期になりましたら、本紙及び町田市
ホームページでお知らせします。
問各地域の障がい者支援センター
（堺☎７９４・８７９０返７９８・２２９０、忠
生☎７９４・４８５１返７９４・４８５２、鶴川
☎７０８・８８２１返７０８・８９７７、町田☎
７０９・１３０１返７０９・１３０２、南☎７０６
・９６２４返７０６・９６３２）、障がい福祉
課☎７２４・２１４５返０５０・３１０１・
１６５３
６月２３日～２９日は

男女共同参画週間です
　職場や学校、地域、家庭で、男性と
女性が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」を実現
するには、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
生涯学習センターまつり

参加団体を募集します
　１０月１９日㈮～２１日㈰に「第７回
生涯学習センターまつり」を開催し
ます。同センターで活動している、ま
たは活動しようと考えているサーク
ル・団体で実行委員会を組織し、運営
を行います。

【事前説明会を開催します】
　参加希望団体は、必ず１人以上出
席して下さい。
対主に生涯学習センターで活動して
いる団体
日７月６日㈮、午後２時から、午後６時
から、７日㈯午前１０時から、いずれも
１時間程度（各回とも同一内容）

※持参の方は、２１階フロア入り口の
電話で就業促進担当を呼び出して下
さい。
※講習内容や申込要件等の詳細は申
込書をご確認下さい。
問同局雇用就業部能力開発課☎０３
・５３２０・４８０７、町田市産業政策課☎
７２４・２１２９
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７月１２日㈭午前９時３０分～正午
場町田市民フォーラム
内「就職を取り巻く環境と心構え」
「いま一番知りたい！短時間労働者
の社会保険適用と税～おさえておき
たい１０３万円の壁」
講社会保険労務士・大塚隆裕氏
定２４人（申し込み順）
申６月１９日正午～７月９日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８０６１９Ｂ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７月４日まで
に併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８
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。
日７月６日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内「のっぺらぼう」（脚本／渋谷勲、画

場同センター６階学習室１・２
内まつりの趣旨や参加申込方法等の
説明、参加申込書等の配布
問同センター☎７２８・００７１

催し・講座催し・講座
堺 市 民 セ ン タ ー 祭 り
日６月３０日㈯、７月１日㈰、午前１０時
～午後５時
場同センター
※駐車台数に限りがあります。
内相原地域の保育園・幼稚園、小・中
学校、その他団体による発表（歌、ダ
ンス、カラオケ等）、展示（書道、押し
花、絵画、俳句等）、販売（おにぎり、サ
ンドイッチ、かき氷、クッキー、すい
とん、竹酢液等）
問同センター☎７７４・０００３

町田産新鮮野菜の販売
　市内の認定農業者が作
った町田産新鮮野菜の販
売です。
　いずれも売り切れ次第
終了です。

【市役所まち☆ベジ市】
日６月１８日㈪午前１１時～午後１時
場市庁舎前

【７月の日曜朝市】
日７月１日㈰午前７時～８時
場教育センター駐車場

◇
問農業振興課☎７２４・２１６６
東京競馬「町田特別」開催に合わせて

町田の名産品をＰＲ販売します
　６月１７日に開催される東京競馬第
１０レース「町田特別」に合わせて、町
田市のPRを目的に名産品を販売し
ます。
日６月１７日㈰午前９時～午後６時ごろ
場東京競馬場（府中市）
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８

／小沢良吉）、「人魚ひめ」（原作／ア
ンデルセン、脚本／堀尾青史、画／い
わさきちひろ）　他（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６月１５日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。

町田市介護人材バンク 
出張相談・求職登録会ｉｎ三輪
　市内の介護保険施設への就職をお
考えの方向けに相談会・求職登録会
を行います。就職の相談・仕事の悩み
等、ご相談下さい。
※履歴書等は不要です。
日６月２７日㈬午後１時３０分～４時
場三輪コミュニティセンター第１会
議室
問町田市介護人材開発センター・町
田市介護人材バンク☎８６０・６４８０
（受付時間＝月～金曜日の午前９時
～午後５時）、町田市いきいき総務課
☎７２４・２９１６

家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日①６月２９日㈮午後２時～３時３０分
②７月８日㈰午後２時～４時
場①（特）桜実会②ふれあい桜館
内①悪徳詐欺商法の被害に遭わない
ための啓発活動と対策②おむつの選
び方や当て方、漏れ対策等の講習
定各２０人（申し込み順）
申電話で①町田第３高齢者支援セン
ター（☎７１０・３３７８）へ②忠生第１高
齢者支援センター（☎７９７・８０３２）
へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

　それぞれの納入・納税通知書を
７月から下表のとおり順次お送り
します。
　記載されている料（税）額は、市
で把握した前年所得等をもとに算
出しています。所得の申告等によ
り、料（税）額が変更になる場合は、
改めて通知します。
※料（税）額の計算方法等の詳細

は、各通知書、町田市ホームページ
をご覧下さい。

【還付金詐欺にご注意下さい】
　「還付金がある」「住所や口座番
号を教えて」等の、市の職員を名乗
る不審な電話がかかってきたら、
一旦電話を切り、町田市役所に電
話をかけて確認して下さい。

　日程等の詳細は、①町田製菓専
門学校ホームページ②稲城市ホー
ムページをご覧下さい。

【①パティシエ体験～製菓学校で
本格的なパティシエになろう！】
　パティシエ教員と一緒に作りま
す。町田・多摩・稲城市と町田製菓
専門学校が協働で実施する事業で
す。
対町田・多摩・稲城市在住の小・中学生
場町田製菓専門学校（原町田）
内小学生＝マジパン＆クッキー、
中学生＝ロールケーキ作り
定各２８人（抽選、結果は７月下旬ご
ろ当選者にハガキで通知）
費２０００円
※別途振込手数料がかかります。
申同専門学校ホームページで申し
込み。または、ハガキに住所・氏名
・電話番号・学年・保護者氏名・参
加希望日と午前／午後の指定を明
記し、６月１８日～７月６日（必着）
に、町田製菓専門学校（〒１９４－
００１３、原町田５－１－３）へ。
※会場の詳細等は同専門学校ホー

ムページ、まちだ子育てサイトま
たはチラシをご覧下さい。
問同専門学校☎７３９・４４６６また
は町田市子ども総務課

【②『声優』・『アニソン』の基礎を学
ぼう！】
　プロの指導で基礎からレッスン
を受けます。
対町田・多摩・稲城市在住の小学生
～高校生
場稲城市立ｉプラザ（稲城市）
内声優コース・アニソンコース
定各６０人（抽選）
費各３５００円
申住所・氏名・電話番号・学年・保護
者氏名・参加希望コースを明記し、
７月８日午後６時までにＥメールで
ＪＴＢコミュニケーションデザイン
（遍ｋｏｄｏｍｏｔａｉｋｅｎｎｊｙｕｋｕ．ｓｅｉｙｕ
２０１８＠ｊｔｂｃｏｍ．ｃｏ．ｊｐ）へ。
問ＪＴＢコミュニケーションデザイ
ン（子ども体験塾係）☎０３・５６５７
・０６９８または町田市子ども総務
課

問介護保険料について＝介護保険課☎７２４・４３６４、国民健康保険税につ 
　いて＝保険年金課☎７２４・２１２４、後期高齢者医療保険料について＝保　
　険年金課☎７２４・２１４４平成３０年度多摩・島しょ広域連携活動助成事業

納入・納税通知書の発送日
種　類 発送日 宛　先

介護保険料 7月2日（月） 本人
国民健康保険税 7月6日（金） 世帯主
後期高齢者医療保険料 7月12日（木） 本人

　今後は、いただいたご意見を踏まえ、６月に計画を策定し、ご意見に
対する回答は、６月下旬に町田市ホームページに掲載する予定です。

公共施設の未来を一緒に考えていきましょう。
ご意見は企画政策課（遍ｍｃｉｔｙ３２７０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）で受け付けています。

市民意見募集を実施しました
　市では、現在、公共施設の再編に向けて推進する取り組みを定める、
公共施設再編計画を策定するため検討を進めています。
　３月から４月にかけて公共施設再編計画の素案に対する意見募集を
実施し、１２５件のご意見が寄せられました（４月２３日集計時点）。多くの
ご意見をいただきありがとうございました。

問企画政策課☎７２４・２１０３未来の場
かたち

⑧みんなでつくる

✓�お互いが納得できるところまで話し合うことが重要。地域の人の話
を多く聞いてほしい。
✓それぞれの施設の独自性と機能がどの程度守られるのか心配だ。
✓複合化する事のメリット・デメリットをきちんと話し合ってほしい。
✓�再編の必要性への理解を深める啓発を継続的に実施する必要があ
る。
✓�民間の知恵を借りて、より充実した施設の運営を考えるべき。

ご意見例

　ホタルブクロの花が咲いて、初夏か
ら本格的な夏への橋渡しの季節、梅雨
の季節になりました。
　５月の半ばを過ぎた頃から、広袴・真
光寺の谷戸の上空からホトトギスの
声が降ってくるようになりました。時
を同じくして、南からアオバズクも渡
ってきました。真夜中にフクロウ（こ
ちらは留鳥）の鳴き声を聞くこともあ
ります。広袴公園の調整池では、バン
やカルガモの子どもたちも泳いでい
ます。
　さて、既に広報でお知らせしていま
すが、この度、町田市が東京２０２０パラ
リンピック競技大会に参加するイン

ドネシアのパラバドミントンチーム
の事前キャンプ地になることが決ま
りました。
　山田副市長がインドネシアで覚書
の締結をしてきました。東京２０２０大
会のキャンプ地招致では、インドネシ
アのその他の競技についても働きか
けをしています。
　また、来年のラグビーワールドカッ
プ２０１９については、アフリカ地区代
表チームのキャンプ地に決まりまし
た。
　どこの国が来るかは、この６月から
８月のアフリカでの大会で決まること
になっています。
　町田市は、東京２０２０大会の南アフ
リカ共和国のホストタウンになって
います。その南アフリカ共和国につい
ても、大会事前キャンプの招致をして
います。
　こうした、スポーツを通じた国際交
流の機会を多く設けて、とくに、子ど
もたちのさまざまな学習、体験の場を
増やしていきたいと思っています。

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１３7

バンの親子(右手前はアルビノ〔白化個体〕)

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
町田市環境マネジ
メントシステム外
部評価委員会

6月28日（木）
午後6時30分
～8時30分

市庁舎5階会議
室5-3

10人
（申し込み順）

6月27日午後5時まで
に 電 話 で 環 境 政 策 課

（☎724・4386）へ

町田市認知症施策
推進協議会

6月29日（金）
午後6時30分
～8時30分

市庁舎3階会議
室3-1

5人
（申し込み順）

6月22日までに電話で
高齢者福祉課（☎724・
2140）へ

町田市地域包括支
援センター運営協
議会

7月5日（木）午
後 4 時 ～ 5 時
30分

市庁舎2階会議
室2-2

5人
（申し込み順）

事前に電話で高齢者福
祉課（☎724・2140）へ

町田市廃棄物減量
等推進審議会

7月5日（木）午
後6時～8時

市庁舎2階会議
室2-3

10人
（申し込み順）

7月4日午後5時までに
環境政策課（☎724・
4379）へ

町田市高齢者・障が
い者虐待防止協議会

7月11日（水）
午後2時～3時
30分

市庁舎2階会議
室2-2

5人
（申し込み順）

事前に電話で高齢者福
祉課（☎724・2140）へ

介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料

納入・納税通知書をお送りします

問子ども総務課☎７２４・２8７６

「パティシエ体験」「『声優』・『アニソン』の基礎を学ぼう！」


