町田市イベント申込システム

インターネットのイベント申込システムで申し込みができます。コード番号を入力し２４時
間申し込みができます。
※イベシスで１次受付を行う催し・講座の募集数は定員の半数です。

イベシス 検索

子 医療証をお送りします
⃝

市では、未就学児の医療費を乳幼
乳 医療証）
児医療費助成制度（◯
で助成
し、
小・中学生の医療費を義務教育就
子 医療証）
学児医療費助成制度（◯
で助
子 医療証の制度には
成しています。◯
保護者の所得制限があります。
乳 医療証を
４月から小学生になる◯
お持ちのお子さんで、保護者の所得
乳 医療証の負
が限度額未満の場合（◯
担者番号下４桁が８３２６）は、４月１日
子 医療証を３月末にご自
から有効の◯
宅に郵送します。申請の必要はあり
子 医療証が
ません。４月になっても◯
届かない場合は子ども総務課へご連
絡下さい。
乳 医療証の負担者番号下４桁が
◯
２３２９のお子さんは所得超過のため
子 医療証の対象になりません。
◯

親 医療証・○
障 医療
※生活保護受給中、○
証（それぞれ負担なしの医療証）に該
当のお子さんは対象外です。
乳医
※現在、対象年齢のお子さんで◯
子
療証、◯医療証をお持ちでない方は
申請が必要です。
問子ども総務課☎７２４・２１３９

気軽に農にふれてみよう！

農業体験農園利用者を
募
集
し
ま
す

１人ずつ区画が割り当てられ、種
まき・苗の植え付けから収穫まで、年
間を通じて約２０種類の野菜作りを
体験します。募集区画は各農園とも
に若干数（申し込み順、定員に達し次
第締め切り）です。
※日程、費用、駐車場等については各
農園へお問い合わせ下さい。
【（特）たがやす小野路農園クラブ】

繁忙期
（３月下旬～４月上旬）の市民課窓口は混み合います

お近くの市民センター窓口をご利用下さい

問市民課☎７２４・２１２３

３月・４月は、引っ越し等で市民 【土・日曜日も各駅前連絡所で証明
課窓口（市庁舎１階）が大変混雑 書が発行できます】
町田・鶴川・南町田の各駅前連絡
し、
待ち時間が長くなります。
引っ越しの手続きや印鑑登録・ 所では、住民票の写し、印鑑登録証
各種証明書類発行を申請する方 明書、戸籍謄本・抄本などの証明書
は、比較的待ち時間の短い各市民 類を発行しています。
開所時間月～金曜日＝午前８時３０
センター窓口をご利用下さい。
【転出手続きは郵送でも受け付け 分～午後７時、土・日曜日＝午前１０
時～午後５時
ます】
鶴川駅前連
市外への引っ越し（転出）手続き ※祝休日はお休みです。
は、転出予定日のおおむね１４日前 絡所は第１・３月曜日もお休みです。
から受け付けます。書面に、新住所 【日曜窓口をご利用下さい】
毎月第２・４日曜日に市民課及び
・旧住所・氏名・生年月日・転出年
月日・電話番号・届出者氏名を明記 各市民センターで日曜窓口を開い
し、押印のうえ、本人確認書類（運 ています。
転免許証、
健康保険証等）のコピー 日３月２４日㈰、４月１４日㈰、午前８
と８２円切手を貼った返信用封筒 時３０分～午後５時
を同封し、
市民課郵送転出担当（〒 【市民課窓口の待合状況の確認が
１９４－８５８０、森野２－２－２２）へ できます】
町田市ホームページから市民課
郵送して下さい。
なお、市外からの引っ越し（転 窓口の待合状況をリアルタイムで
入）と市内での引っ越し（転居）の 確認できます。
手続きは、引っ越しをした日から 市HP 待合状況 検索
１４日以内に市民課窓口または各市 ※ツイッターでの窓口混雑状況確
民センター窓口へおいで下さい。
認サービスは終了しました。

市民課窓口（引っ越し手続き）
の予想待ち時間

午前８時３０分～１０時 午前１０時～午後３時 午後３時～５時
３月１８日～２０日
★★
★★
★★
３月２２日
★
★★
★★
３月２４日～２９日、４月１日
★★
★★★
★★★
４月２日～５日、４月８日
★
★★
★★

★１時間未満、★★１～２時間、★★★２時間以上
※３月２１日㈷、２３日㈯、３０日㈯、３１日㈰、４月６日㈯、７日㈰は閉庁日となります。

固定資産税（評価・公課）証明書を取得する方へ

問市民税課☎７２４・２８７４

年度当初（４月１日から１５日ご
ろまでの間）の税証明（２０７番）窓
口は大変混み合い、待ち時間も非
常に長くなります。お急ぎでない
方は、なるべくその期間を避けて
いただくか、下表の予想待ち時間
を参考に、時間に余裕をもってお

いで下さい。ご理解ご協力をお願
いします。
※税証明書は郵送でも申請を受け
付けています。詳細は町田市ホー
ムページをご覧いただくか、お問
い合わせ下さい。

税証明（２０７番）窓口の予想待ち時間
４月１日㈪
★★★
４月９日㈫
★

４月２日㈫
★★★
４月１０日㈬
★

４月3日㈬
★★
４月１１日㈭
★

４月４日㈭
★★
４月１２日㈮
★

４月５日㈮
★★
４月１５日㈪
★

４月８日㈪
★★

証明書の発行はコンビニ交付サービスをご利用下さい
!
★１時間程度、★★１～２時間、★★★２時間以上

対野菜作りを楽しみたい個人・家族
（子どもの参加も歓迎）
・グループ等
場小野路町７４３番地
内栽培・収穫、自然観察、食育等
申電話またはＦＡＸで（特）たがやす
（☎返７９４・９００２〔電話は☎０９０・
３４３５・８６１１も可〕）へ。
※旬の野菜を収穫する農業体験プロ
グラムもあります。
【あした農場】
場小野路町７５０番地
内羊や日本ミツバチも飼育する自然
豊かな里山の畑で、無農薬での野菜
栽培を体験
申電話またはＥメールであした農場
（☎０９０・７２１９・００４７遍ｎａｂｅ２ｎｅ３
＠ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ）へ。
※詳細はあした農場ホームページま
たはＦａｃｅｂｏｏｋをご覧下さい。
※単発の体験イベントもあります。
また、援農ボランティアも募集して
います。
◇
問農業振興課☎７２４・２１６６

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３月２２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

町田ではじめる介護の仕事！

町田市介護人材バンク

【出張相談・求職登録会ｉｎ木曽山崎】
介護の仕事を考えている方を対象
とした就職相談・求職登録会です（資
格や経験は不問）。希望職種や勤務形
態などに応じて多様な働き方を支援
します。
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対介護施設に就職を希望する方
日３月２７日㈬午後１時３０分～４時
場木曽山崎コミュニティセンターＢ
館会議室
※事前予約は町田市介護人材バンク
へ（予約無しでの参加も可）。
問同バンク☎８６０・６４８０（受付時間
＝祝休日を除く月～金曜日の午前９
時～午後５時）、町田市いきいき総務
課☎７２４・２９１６
生涯学習センターコンサート事業

まちだフレッシュコンサート

今春、大学を卒業したばかりの若
手音楽家によるコンサートです。
日４月２０日㈯午後３時開演
場生涯学習センター
定１３８人（申し込み順）
申１次受付＝３月１５日正午～１９日午
後７時にイベシス（＝インターネッ
ト）コード１９０３２０Ｂへ／２次受付＝
３月２０日正午～４月１４日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスへ。
※附室からの親子鑑賞希望者（未就
学児、８人まで）は、電話で併せて申
し込みを。
問同センター☎７２８・００７１

普 通 救 命 講 習 会
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）
日４月２０日㈯午後１時３０分～４時３０分
場健康福祉会館
内心肺蘇生法、ＡＥＤの使用方法、窒
息の手当て、止血の方法等
※救命技能認定証を発行します。
定４０人（申し込み順）
費１４００円（教材費）
申３月２０日正午～４月１０日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０３２０Ａへ。
問保健総務課☎７２４・４２４１、町田消
防署☎７９４・０１１９

あなたも市民大学で学びませんか

まちだ市民大学ＨＡＴＳ通年・前期講座

問生涯学習センター☎７２８・００７１

４月以降に始まるまちだ市民大
学講座の受講者を募集します。
※詳細は募集案内
（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、町田市ホームページで
ダウンロードも可）
をご覧下さい。
場生涯学習センター 他
申１次受付＝３月１５日正午～１８日
午後７時にイベシス（＝インター

講座概要

講座名
人間関係学講座～おたがいを
① 認め合い、いろいろな人と共に
生きる
まちだ市民国際学～グローバ
② リズムの光と影 人の移動か
ら考える世界
“こころ”と“からだ”の健康学～
③
自分らしく元気に生きるために
④

町田の歴史Ⅰ～縄文から幕末
まで

環境講座～水とみどりｄｅエコ
・ツアー
多摩丘陵の自然入門～驚き感
⑥
動まちだの自然大発見
⑤

⑦

まちだの福祉～福祉を知り、制
度を活かし、
地域に生きる

ネット）へ（コードは下表参照）／
２次受付＝３月１９日正午～４月８日
に イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・
５６５６）またはイベシスへ。
※市内在住の方を優先のうえ抽選
です。
※⑥は保護者同伴の場合、小学生
以下の方も参加できます。

日時／定員／費用

イベシスコード

４月１７日～７月１０日の水曜日、原則午
１９０３１９Ｅ
後７時～９時、全１０回／５０人／３０００円
４月２３日～７月１６日の火曜日、午後６時
１９０３１９Ｄ
～８時、全９回／１２０人／３０００円
４月２５日～７月１８日の原則木曜日、午
後２時～４時、全７回／７０人／２０００円
４月２６日～７月５日の金曜日、原則午後
２ 時 ～ ４ 時 １ ５ 分、 全 １ ０ 回 ／ ５ ０ 人 ／
３０００円
４月２７日～７月２８日の土・日曜日の日
中、全８回／２４人／２０００円
４月２８日～１２月１日の日曜日の日中、
全１３回／５０人／３０００円
５月１６日～７月１１日の原則木曜日、午
後６時３０分～８時３０分、全８回／３０人
／２０００円

１９０３１９Ｃ
１９０３１９Ｂ
１９０３１９Ｆ
１９０３１９Ｇ
１９０３１９Ａ

（金）
午後7時から
（雨天実施）場町田ターミナルプラザ市民広場 問産業政策課☎724・3296
まちなかシネマ「ロラックスおじさんの秘密の種」 日3月22日

