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国 民 年 金 保 険 料 の�
追 納 が で き ま す
　国民年金保険料の全額免除・一部
免除（一部納付済の方に限る）・納付
猶予・学生納付特例の承認を受けた
期間は、保険料の全額を納めた場合
と比べて、将来受け取る年金額が少
なくなります。
　免除等の承認を受けた期間は、１０
年以内（６５歳未満で老齢基礎年金の
受給を開始する前）であれば、あとか
ら保険料を納めること（追納）で、年金
額を増やすことができます。ただし、
免除された年度の翌年度から数えて
３年度目以降に追納する場合は、当
時の保険料額に加算金がつきます。
　保険料の追納を希望する場合は、
年金手帳をお持ちのうえ、保険年金
課国民年金係（市庁舎１階）で手続き
していただくか、八王子年金事務所
へお問い合わせ下さい。いずれの場
合も後日、八王子年金事務所から納
付書が届きますので、銀行・郵便局等
の金融機関・コンビニエンスストア
で納期内に納めて下さい。
問保険年金課☎７２４・２１２７、八王子
年金事務所☎０４２・６２６・３５１１

介護川柳を募集します
　介護する方、される方、介護の仕事
をしている方の励みや笑顔になるよ
うな「介護」をテーマとした川柳（基
本的に５・７・５調の１７音で構成され
た作品）を募集します。
対市内在住、在勤、在学の方
申川柳（１人３作品まで）・雅号（ペンネ
ーム）・応募者住所・氏名・電話番号・職
業（学生の場合は学校名と学年）を明
記し、１０月１２日まで（必着）にハガキ、
郵送、ＦＡＸまたはＥメールで町田市介
護人材開発センター（〒１９５－００７４、
山崎町２０５５－２－Ｃ－１１１、返８５１・
９５７９遍ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ-ｋｊｋｃ．ｊｐ）へ。
【注意事項等】
○作品は未発表で、自作のものに限
ります。
○政治・宗教に関する内容、公序良俗
に反する内容、他人を誹謗中傷する
内容、個人情報の記載がある場合は
採用しません。
○応募作品は返却しません。
○採用作品は、１０月２６日開催の「第
１２回　町田市医療・介護・福祉研究
大会～アクティブ福祉ｉｎ町田ʼ１８」の

会場に掲示するほか、町田市介護人
材開発センターホームページ等に掲
載・公表する予定です。採用した作品
の著作権は応募者に帰属しますが、
同センターが無償かつ自由に使用さ
せていただきます。
○採用作品の展示等では、雅号（ペン
ネーム）を公表します。雅号の記載が
ない場合は「匿名希望」として公表し
ます。
○すべての採用作品を掲載できない
場合もあります。
○採用作品の応募者には、記念品を
差し上げます。
※詳細は、町田市介護人材開発セン
ター（☎８５１・９５７８、受付時間＝祝
休日を除く月～金曜日の午前９時～
午後５時）へ。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６
大地沢青少年センター～２０１９年４
月分の
利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
内１０月６日午前８時３０分から電話で
同センター（☎７８２・３８００）へ。
※当日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選、午後１時以降は申し
込み順に受け付けます。
※４月９日、１６日、２３日、３０日は利用
できません。

催し・講座催し・講座
ア レ ル ギ ー 教 室

【アレルギー専門医が教える！食物
アレルギーとアトピー性皮膚炎のた
めに明日からできること】
対市内在住の食物アレルギーやアト
ピー性皮膚炎の心配がある乳幼児の
保護者
日１０月９日㈫午後２時～４時
場健康福祉会館
内食物アレルギーとアトピー性皮膚
炎に関する基礎講話、アトピー性皮
膚炎のスキンケア実演
講（独）国立病院機構相模原病院小児
科・永倉顕一医師
定５０人（申し込み順）
申９月１９日正午～３０日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１８０９１９Ｃへ。保育希
望者（１歳６か月児～３歳児、申し込み

順に１６人）は併せて申し込みを。
問保健予防課☎７２２・７９９６

健 康 づ く り 講 習 会
【キレイで健康なからだを保つ～骨
と筋肉の健康づくり】
対市内在住の１８～６４歳の方
※６月に開催した同講習会へ参加し
た方はご遠慮下さい。
日①１０月４日㈭午前１０時～正午②１０
月１２日㈮午前１０時～午後１時、全２回
場健康福祉会館
内①骨の健康度測定（希望者のみ）、
骨と筋肉の健康づくりの講話（保健
師）、体操（スポーツトレーナー）②栄
養士による調理実習と食生活の話
定２４人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申９月１９日正午～３０日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１８０９１９Ａへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６
精神保健福祉講演会
高齢者の精神疾患～理解と対応
日１０月３０日㈫午後２時３０分～４時
３０分
場健康福祉会館
講東京都多摩総合精神保健福祉セン
ター副所長・橋本直季医師
定８０人（申し込み順）
申９月１９日正午～１０月２２日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また

はイベシスコード１８０９１９Ｄへ。
問保健予防課☎７２２・７６３６
お食事ともだちをつくろうシリーズ
軽 体 操 と 調 理 実 習
　家庭でも実践しやすい簡単な体操
と町田産野菜を使った「まちだすい
とん」の調理実習でお食事ともだち
をつくってみませんか。
対市内在住の５０歳以上の方
日１０月１７日㈬午前１０時～午後１時
３０分
場忠生市民センター
講町田市食育ボランティア
定２０人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申９月２０日正午～１０月８日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８０９２０Ｅへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

そらまめの会（多胎児の会）
　母子健康手帳をお持ち下さい。
対双子・三つ子等の多胎児を育てて
いる方、出産予定の方やその家族
日９月２５日㈫午前１０時１５分～１１時１５
分（受け付け＝午前１０時～１０時１５分）
場忠生地域子育て相談センター（山
崎保育園内）
内保護者同士の交流、情報交換、手遊
び等
問保健予防課☎７２５・５１２７

10月は乳がん予防月間です

ピンクリボン ｉｎ 東京・町田市２01８
問健康推進課☎７２５・５１７８

国際版画美術館　ヨルク・シュマイサー　終わりなき旅
問イベントダイヤル☎７２４・５６５６、同館☎７２６・２７７１、０８６０

　ヨルク・シュマイサーは、世界を
舞台に活躍したアーティストで
す。ドイツに生まれ、日本に学び、
オーストラリアを拠点に各地を旅
した彼は、その経験を美しい多色
刷り銅版画で描きました。約１８０
点の作品を通して、世界を巡った
彼の旅を追体験してみませんか。
会期１１月１８日㈰まで
休館日月曜日（ただし、９月１７日、

２４日、１０月８日は開館し、９月１８
日、２５日、１０月９日は休館）
開館時間火～金曜日＝午前１０時
～午後５時、土・日曜日、祝休日＝
午前１０時～午後５時３０分（いずれ
も入場は閉館の３０分前まで）
場同館企画展示室１・２
観覧料一般８００円、高校・大学生・６５
歳以上４００円、中学生以下無料
※９月１５日、１１月３日は無料です。

　現在、女性の１１人に１人は乳が
んにかかると言われています。早
期の乳がん発見には、マンモグラ
フィによる検診が有効です。日頃
から自己触診を行い、４０歳を過ぎ
たら２年に１回は乳がん検診を受
けましょう。
　このたび、１０月の乳がん予防月
間にあわせ、東京都と共催で、乳が
ん予防イベントを開催します。会
場をまわってスタンプを集めた方
にオリジナルグッズ（数量限定）を
プレゼントします。
日１０月２８日㈰午前１０時～午後１
時３０分

場町田市民フォーラム３階ホール
・視聴覚室
○講演会・トークショー
　乳がん専門医による講演の後、
乳がん経験者も登壇し、クイズ形
式のトークショーを行います。
時間午前１１時～午後０時４５分
講聖マリアンナ医科大学ブレスト
＆イメージングセンター院長・福
田護医師、モデル・藤森香衣氏
定１８０人（申し込み順）
申１０月２１日までにイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０９１４Ｂへ。

関連催事　�
【講演会～シュマイサーと日本】
　高校生以上は本展観覧券（半券
可）が必要です。
日１０月２０日㈯午後２時～３時３０分
場同館講堂
講版画家・黒崎彰氏
定１２０人（先着順）
【特別ギャラリートーク】
　当日有効の観覧券をお持ちのう
え、企画展示室１入り口にお集ま
り下さい。
○シュマイサーが訪ねた地
日①９月２３日㈷②９月２９日㈯③
１１月４日㈰、いずれも午後２時か
ら４０分程度
内①南極②インド・ラダック③オ
ーストラリア・アーネムランド
講①国立極地研究所准教授・橋田

元氏②写真家
・山本高樹氏
③神戸大学教
授・窪田幸子
氏
○シュマイサ
ーの技法
日１１月１１日
㈰午後２時か
ら４０分程度
講版画家・小野修平氏
【学芸員によるギャラリートーク】
　当日有効の観覧券をお持ちのう
え、企画展示室１入り口にお集ま
り下さい。
日１０月１４日㈰、２７日㈯、いずれも
午後２時から４０分程度

ヨルク・シュマイサー
「故宮への入口・北京」
１９８１年、個人蔵

○ミニ企画展「まちだゆかりの作家
～赤瀬川原平・岡崎和郎・中里斉」
会期１２月２４日（振休）まで
場同館常設展示室
○友の会２０周年記念講演会「一台

の木製印刷機をめぐって」
　友の会会員以外の方もご参加い
ただけます。
日１０月７日㈰午後２時～３時３０分
場同館講堂
講版画家・中林忠良氏
定１００人（先着順）

同 時 開 催


