凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

肝がん・重度肝硬変治療
研究促進事業の申請
Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスに起因する
肝がんまたは重度肝硬変に係る入院
関係医療費のうち、患者負担が高額
療養費算定基準額等を超えた分の一
部を助成します。
対本事業の対象となる可能性があ
り、
指定医療機関から説明があった方
※必要書類・申請方法等の詳細は、障
がい福祉課へお問い合わせ下さい。
問申請について＝障がい福祉課☎
７２４・２１４８返０５０・３１０１・１６５３、事
業について＝東京都福祉保健局保健
政策部疾病対策課☎０３・５３２０・
４４７２
ご協力下さい

家庭系ごみに関する
市 民 ア ン ケ ー ト

市では、ごみの減量・資源化を進め
るため「町田市一般廃棄物資源化基
本計画」及び「ごみ減量アクションプ
ラン」
を策定し、
施策を進めています。
この度、市内在住の方３０００人（無
作為抽出）
を対象に、市のごみ減量施
策に対するご意見などをお聞きする
「家庭系ごみに関する市民アンケー
ト」
を実施します。１月中旬以降、ア

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

ンケート用紙を郵送しますので、ご
協力をお願いします。
問環境政策課☎７２４・４３７９

催し・講座

市

民

公

開

講

座

【高齢社会の歯周病治療】
町田市歯科医師会と共催です。
※要約筆記があります。
対市内在住の方
日２月１６日㈯午後６時～７時３０分
場健康福祉会館
講日本大学歯学部保存学教室歯周病
学講座教授・佐藤秀一氏
定９０人（申し込み順）
申１月１７日正午～２月１３日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０１１７Ｃへ。
問保健総務課☎７２２・６７２８

食品衛生実務講習会（地区別）
対食品衛生責任者及び食品関係営業
者
日・場２月４日㈪＝堺市民センターホ
ール、２月１４日㈭＝鶴川市民センタ
ーホール、２月１９日㈫＝南市民セン
ターホール、２月２７日㈬＝忠生市民
センターホール、３月６日㈬、１９日㈫

玉川学園コミュニティセンターの建替工事に伴い

連絡所窓口を移転します

問玉川学園駅前連絡所☎７３２・９３７２

玉川学園前駅

至町田

「農活」でリフレッシュ！

＝町田市民フォーラムホール
※いずれも時間は午後２時～４時（受
け付けは午後１時４５分から）です。
内食中毒予防と食品衛生に関する最
新情報
問生活衛生課☎７２２・７２５４

キャッシュレス決済
対 応 セ ミ ナ ー
市と町田市商店会連合会、多摩信
用金庫が連携し、キャッシュレス決
済の動向や補助金等の施策、具体的
な手段等について、国と金融機関の
担当者によるセミナーを開催しま
す。商業者に限らず、どなたでもご参
加いただけます。
日２月６日㈬午後５時～６時２０分
場市庁舎
講経済産業省関東経済産業局、多摩
信用金庫・黒沼薫氏
定４０人（申し込み順）
申参加申込書（町田市ホームページ
でダウンロード）に必要事項を記入
し、ＦＡＸで町田市商店会連合会事務
局（返７２3・6906）へ（電話での申し
込みも可）。
問同事務局☎７２３・６９００、町田市産
業政策課☎７２４・３２９６

家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日①２月６日㈬午後２時～３時３０分②
２月７日㈭午後２時～４時
育てよう

歴史を守る
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問 問い合わせ

場①南第３高齢者支援センター②小
川あんしん相談室
内①成年後見制度について事例を交
えた講義②セルフマッサージ、ツボ
押しを学び体調を整える方法を習得
定各３０人（申し込み順）
申電話で①南第３高齢者支援センタ
ー（☎７２０・３８０１）へ②南第１高齢者
支援センター（☎７９６・２７８９）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

各
臨

市

立
時

図 書
休

館
館

各市立図書館は、蔵書点検及び
館内整理等のため、下記期間は臨時
休館します（さるびあ・堺図書館が
休館中は、移動図書館
「そよかぜ号」
も運休）
。休館中は貸し出し・リクエ
ストサービス等は利用できません。
なお、返却ポストは利用できま
す（ＣＤ等の視聴覚資料、ビニール
カバー付きの借用資料は返却でき
ません）。
※詳細は町田市立図書館ホームペ
ージをご覧下さい。
休館期間金森・鶴川駅前図書館＝
２月４日㈪～７日㈭、さるびあ（移動
図書館を含む）
・忠生図書館＝２月
１２日㈫～１５日㈮、鶴川・木曽山崎
・堺（移動図書館を含む）図書館＝
２月１８日㈪～２０日㈬
問中央図書館☎７２８・８２２０

防火の心

文化財消防演習を実施します

問消防演習について＝町田消防署☎７９４・０１１９、文化財の保護について
＝町田市生涯学習総務課☎７２４・２５５４
昨年の演習は町田天
満宮で行われました

小田急線

玉川学園コミュニティセンターの ※駐車場・駐輪場はありません。
建替工事に伴い、仮設事務所を設置
玉川大学
し、玉川学園駅前連絡所の窓口を移
転します。
ご迷惑をおかけしますが、
移転先
ご理解ご協力をお願いします。
玉川学園駅前連絡所
（仮設事務所）
移転期間２月１２日～２０２１年４月末
（予定）
※現在の施設での窓口業務は、２月８
玉川学園
日まで行います。
コミュニティセンター
移転先玉川学園２－１８－３５ 学校
（建替予定）
法人玉川学園購買部ビル１階

市HP 町田市ホームページ

毎年１月２６日は文化財防火デー
です。火災・地震及びその他の災害
から文化財を守りましょう。
※天候等により中止の場合があり
ます。
日１月２７日㈰午前９時から
場圓成寺（鶴間５－１７－１）

２０１９年度農園利用者及び研修生を募集します

問農業振興課☎７２4・2166

市内には、さまざまな農業体験メニューがあります。仕事の息抜きや健康増進、
食育など目的にあわせて
「農活」
をはじめませんか。
農業体験農園
野津田ファーマーズ農園
金森・三輪緑山市民農園
農家の指導のもと、区画割りした畑 農業資材の売店やトイレ・貸出農具を備えた
市が設置する区画貸しの市民農園です。自
で種まき、苗の植え付けから収穫まで、施設｢七国山ファーマーズセンター｣が併設さ
由に作付けができますが、指導はついていな
要 1年間で約20種類の野菜作りを楽しめ れている、
JA町田市が設置する区画貸し農園で
いので、ある程度農作業に自信のある方向け
ます。農具・種・苗等も準備不要で、初心 す。管理人へ栽培方法などを相談できるため、
です。
者でもプロ並みの野菜が作れます。 初心者でも安心して家庭菜園を楽しめます。

町田市農業研修
市が開設した研修農場で、約80㎡の
区画を管理しながら一般的な栽培技術
概
を学びます。農家を支援する援農者や新
たに農業経営を目指す方向けで、仕事を
続けながらの受講も可能です。
市内在住の、小野路町の研修農場に通う
自家用車を使わず農園に来ることがで 市内在住の、
年間を通じて熱心に耕作できる、市内在住の、自家用車を使わず農園に来るこ
対
象
ことができ、農家を支援する援農活動や
きる方
自家用車を使わず農園に来ることができる方 とができる方
農業経営を目指す方
利用・研修
4月～2020年2月（11か月、更新可） 4月～2020年2月
（11か月）
4月～2021年2月
（1年11か月）
4月～2021年2月（１年11か月）
期間
サンフィール・楽園（小山町１１６７-１） 野津田ファーマーズ農園
（野津田町２１７６-１） ①金森市民農園
（金森東２-１０１７）
町田市農業研修農場（小野路町２７８）
ななくに農園（野津田町２１６０）
募集区画＝３０㎡ １０区画
（抽選）
募集区画＝３０㎡
（約４３区画）
、２０㎡（約６区画） 募集人員＝１３人（選考）
本町田・河原農園（本町田２１２４）
交通＝小田急線町田駅北口ＰＯＰビル先２１番 ②三輪緑山市民農園
（三輪緑山４-１５-５）
※研修は、毎週土曜日午前９時～１１時
森野ファーム・渋谷（森野４-２３３）
乗り場から本町田経由野津田車庫行き、また 募集区画＝３０㎡
（約３５区画）
、
２０㎡
（約１０区画）３０分（午後に至る作業日も有り）
千都の杜・クレインファーム（能ヶ谷６ は鶴川駅行きバスで
「薬師ヶ丘」
下車、徒歩約 ※公開抽選により当選者・補欠者・利用区画を ※詳細は、募集案内（農業振興課〔市庁舎
場所・定員 -３０００-１８）
１０分
決定します。
９階〕、各市民センター、各駅前連絡所で
※いずれも抽選です。
※駐車場はありません。
※詳細は、募集案内
（農業振興課〔市庁舎９階〕、配布、町田市ホームページでダウンロー
※場所の詳細は町田市ホームページを
各市民センター、各駅前連絡所で配布、町田市 ドも可）をご覧下さい。
ご覧下さい。
ホームページでダウンロードも可）をご覧下 ※駐車場があります。
※駐車場はありません。
さい。
※駐車場はありません。
1万8000円（ 予 定 ）／ 年（30㎡ 区 画 ）、1万 4万円／年
（講師料、傷害保険料、各自栽
4万2000円／年（約30㎡区画）
2万2000円／年
（30㎡区画）
費
用
2000円
（予定）
／年
（20㎡区画）
培する野菜の苗や種子代、肥料・農薬・農
（農具・種・苗等は農園主が用意）
（農具・種・苗・資材等は利用者負担）
（農具・種・苗・資材等は利用者負担）
業用資材等）
往復ハガキに住所・氏名・電話番号・年
往復ハガキに住所・氏名・電話番号、返信用に
齢及び希望農園名、返信用にも宛先を
募集案内に添付の申込書に必要事項を記入 募集案内に添付の応募用紙に必要事項を
も宛先を明記し、
2月28日まで
（消印有効）
にＪ
申し込み 明記し、2月8日まで
（消印有効）
にＪＡ町
し、１月31日まで（消印有効）に郵送で農業振 記入し、2月5日まで
（消印有効）
に郵送で
Ａ町田市経済センター野津田ファーマーズ農
田市経済センター農業体験募集係（〒
興課へ
（1世帯につき1通まで）
農業振興課へ
園係（〒194-0035、
忠生３-７-２）
へ
194-0035、
忠生３-７-２）
へ
農業振興課☎724・2166
問い合わせ
JA町田市経済センター営農支援課☎792・6111

町田市ホームページ

URL http://www.city.machida.tokyo.jp/

パソコン版・スマートフォン版・モバイル版があります

