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■問納税課　724・21218月は、「市・都民税」と「国民健康保険税」の納付月です ☎☎納付はお済みですか？

募　集募　集
病児施設職員（保育士）
　詳細は病児保育室へお問い合わせ
下さい。
対有資格者
○はやしクリニック病児保育室（☎
７９３・３７２２）＝保育士（パート）
問子育て推進課☎７２４・４４６８

お知らせお知らせ
デイサービス森野（公設デイサービ
ス）

指 定 管 理 者 再 募 集
　デイサービス森野の２０１９年度か
らの指定管理者を再募集します。
申申請書類をお持ちのうえ、８月２９
日～９月４日午後５時に直接高齢者福
祉課（市庁舎１階）へ。
※詳細は募集要項（高齢者福祉課で

配布、町田市ホームページでダウン
ロードも可）をご覧下さい。
※募集要項の配布及びダウンロード
は９月４日までです。

【説明会を開催します】
日８月２０日㈪午前１１時から１時間程度
場市庁舎
申８月１７日午後５時までにＥメール
で高齢者福祉課（遍ｍｃｉｔｙ３６８０＠ｃｉ
ｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
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。提出が
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返０５０
・３１０１・１６５３

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

催し・講座催し・講座
さがまちカレッジ

講 座 受 講 者 募 集
　詳細は講座案内チラシ（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）をご覧下さい（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）。

【①楽しく歌って　笑顔！健康！元気！】
　玉川大学内の「チャペル」や「礼拝
堂」で、ピアノやパイプオルガンの音
色とともに合唱します。
日９月９日、３０日、１０月１４日、２８日、
いずれも日曜日午後１時３０分～３時
３０分、全４回
場玉川大学
講全日本合唱教育研究会顧問・千葉
佑氏

定１００人（申し込み順）
費３０００円

【②浮世絵で読む永井荷風～「すみだ
川」と歌川広重・小林清親】
　永井荷風の「すみだ川」を題材に、
歌川広重や小林清親の風景版画と比
較分析しながら、小説の描写を重層
的に鑑賞します。
対１８歳以上の方
日９月２６日㈬午前１０時～午後０時
１０分
場相模女子大学（相模原市）
講相模女子大学学芸学部日本語日本
文学科教授・南明日香氏
定６０人（申し込み順）
費１０００円

【③大人のための絵本講座～絵本の
歴史と文化を探る】
　絵本を通して時代と人と文化表現
を考察し、大人目線での絵本の読み
解き方、楽しみ方を紹介します。
日１０月１日、１５日、２２日、２９日、いずれ
も月曜日午後１時～２時３０分、全４回
場相模女子大学（相模原市）
講相模女子大学非常勤講師・申明浩
氏
定４０人（抽選）
費２５００円

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①９月６日まで②９月２０日
まで③８月３１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

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１３9

　今年の夏は本当に暑い。例年より
早く梅雨が明け、暑さの日々が始ま
り、それも長期にわたり暑さが続い
ています。何と言っても、熱中症の予
防が大事です。屋外、屋内を問わず救
急搬送される人が増えています。市
民の皆様にはくれぐれもご注意を願
います。
　せみ時雨の広袴不動尊の上空を、
ツミが尻下がりの鳴き声で鳴きなが
ら飛んでいました。アオバズクの声
もいっとき夜中に聞こえましたが、
今年は広袴には定着していないよう
です。その代わりということではあ
りませんが、近くでモズが繁殖した
ようで、巣立った若鳥、たぶん３羽が
親鳥の後をついて回ったりしていま
す。

　さて、今号８面にも紹介されてい
ますが、このほどＪＡ町田市青壮年部
会の方々が市役所を訪れ、今年の東
京都農林水産業技術交換大会で、最
優秀賞を受賞したとの報告がありま
した。
　表彰対象の技術は「猛暑時期にお
けるキャベツ栽培の確立について」
で、これまで出荷できなかった、端

は

境
ざかい

期の９月にキャベツを出荷するこ
とに成功したというものです。加え
てその技術を広く公開しているとの
ことです。
　青壮年部会は、３年前にもこの大
会で「秋どり枝豆品種比較と栽培技
術の確立」により同じく最優秀賞を
受賞しています。
　高齢化は農業も同じです。ＪＡ町田
市の生産部会のうち、野菜部会での
出荷者登録人数は１１９人（２０１５年）
で、そのうち７０歳以上が半数近くの
５１人で、これに対し、２０歳代、３０歳
代は合計でも４人です。５年、１０年先
の農業従事者の減少が見込まれてい
て、少し心配な状況です。
　青壮年部会の新しい技術へのチャ
レンジは、将来の町田の農業生産の
減少に歯止めをかけるための挑戦で
もあると感じました。

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 ２ １ 日
㈫午後２時
～４時

市庁舎３
階会議室
３－１

３人
（申し込み順）

８月２０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 モズ（オス）

　総務省消防庁から発信されるＪ
アラート（全国瞬時警報システム）
を使用した、全国一斉情報伝達訓
練を実施します。
　この訓練は、弾道ミサイル情報
や緊急地震速報等を市庁舎にある
Ｊアラート受信機が受け取り、自動
で町田市防災行政無線屋外スピー

カーから市内全域に放送されるこ
とを確認するものです。なお、町田
市メール配信サービスに登録して
いる方には、事前にお知らせしま
す。詳細は、町田市ホームページを
ご覧下さい。
※災害等が発生した場合には、予
告なく中止する場合があります。

第2回  全国一斉情報伝達訓練の実施
日８月２９日㈬午前１１時から� 問防災課☎７２４・３２１８

2018年4月～6月の航空機騒音測定結果（速報値）
問環境保全課☎７２４・２７１１市HP�航空機騒音測定結果� 検索

2018年4月～6月の航空機騒音苦情受付件数
問企画政策課☎７２４・２１0３市HP�航空機騒音苦情件数� 検索

測定場所 測定月
騒音発生回数（回） 月間最高

音（ｄＢ）７０～７９
ｄＢ

８０～８９
ｄＢ

９０～９９
ｄＢ

１００ｄＢ
以上 合　計

本町田東小学校
４月 ２０１ ２４ ２ ０ ２２７ ９２．４ 
５月 １０１ １０ ３ ０ １１４ ９５．１ 
６月 ９４ ３ ０ ０ ９７ ８０．７ 

小山小学校
４月 ２２４ １２ ０ ０ ２３６ ８７．６ 
５月 ２４３ １５ ０ ０ ２５８ ８５．１ 
６月 ２００ ８ ０ ０ ２０８ ８９．１ 

町田第五小学校
４月 ３０７ ３５ ２ ２ ３４６ １０４．７ 
５月 １６１ １９ ３ ０ １８３ ９８．０ 
６月 １３４ １６ ０ ０ １５０ ８４．５ 

忠生第三小学校
４月 ６６ ９ ４ ０ ７９ ９４．２ 
５月 ４１ １３ ４ ０ ５８ ９３．９ 
６月 ５６ ０ ０ ０ ５６ ７８．９ 

南中学校
４月 ９５ １６ ３ ０ １１４ ９９．５ 
５月 ６７ １９ １ ０ ８７ ９５．９ 
６月 ３６ ６ ０ ０ ４２ ８２．４ 

※ 発生回数は、７０ｄＢ（デシベル）以上の騒音が５秒以上継続した回数です／音の目安は、
７０ｄＢ…新幹線の車内、８０ｄＢ…航空機の機内、９０ｄＢ…騒々しい工場内、大声による独
唱、１００ｄＢ…電車通過時のガード下の最大値

　市では、具体的な被害状況を把握す
るため、苦情をお受けする際に、お住
まいの町名、騒音の発生時間をお聞き
しています。４月～６月に頂いた苦情の
件数は右表のとおりです。
　市では、騒音解消に向けて国・米軍
に対し要請活動を行っており、今後
も、粘り強く要請を行ってまいります。

なお、皆さんから頂いた苦情は、国や
米軍へ伝えるほか、要請の際の資料と
して活用しています。苦情は企画政策
課・環境保全課で電話受付しているほ
か、Ｅメール（遍ｍｃｉ
ｔｙ４７０@ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉ
ｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）でも受
け付けています。

月 件　数
４月 ３１件
５月 ２２件
６月 ４１件


