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■問納税課　724・21215月は、「固定資産税・都市計画税」と「軽自動車税」の納付月です ☎☎納付はお済みですか？

お知らせお知らせ
町田に静かで安全な空を返せ！

着陸訓練の禁止を要請
　5月7日に防衛省から、通常は硫黄
島で実施する米軍空母艦載機着陸訓
練を、天候等の事情でできない場合
には、厚木基地で実施するとの通告
がありました。
　この訓練期間やその前後には、市
内で激しい騒音が発生する傾向にあ
ります。そのため市では、同日の5月
7日に国に対し、神奈川県及び厚木
基地周辺市とともに、厚木基地にお
ける訓練の禁止を要請しました。
　今後も引き続き、厚木基地周辺の
自治体と連携し、国と米軍に対し、騒
音解消に向けて粘り強く要請してい
きます。 
問企画政策課☎724・2103

境川クリーンアップ作戦
　町田市と相模原市の間を流れる境
川の清掃作業を両市民が協働で行
い、地域コミュニティの育成と環境
美化・環境保全への意識を高める活
動です。
※清掃ができる服装でおいで下さ
い。
日5月2６日㈰午前９時～正午
場境川（上流・下馬の橋～下流・高木
橋）の11会場
※詳細は、境川クリーンアップ作戦
実行委員会事務局（☎7８5・4350）
へお問い合わせ下さい。
申同作戦ホームページで申し込み

（申し込み無しでの当日参加も可）。
問下水道総務課☎724・42８7

催し・講座催し・講座
町田市介護人材バンク

【出張相談・求職登録会ｉｎ堺市民セ
ンター】
　資格や経験は不問です。希望職種
や勤務形態等に応じて多様な働き方
を支援します。
対介護施設に就職を希望する方
日5月22日㈬午後1時30分～4時
場堺市民センター第3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
＝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

地 域 介 護 予 防 教 室
【サクッと健康　超簡単メシ】
　栄養バランスの取れた料理を、電
子レンジ等を使って調理します。教
室終了後も参加者と交流を継続する
内容です。
対成瀬・西成瀬・高ヶ坂・成瀬台にお
住まいの、おおむね６5歳以上の男性

（40歳以上の方の参加も可）
日5月25日～7月27日の土曜日、午
後2時～4時、全10回
場高ヶ坂公社住宅（高ヶ坂団地）
講管理栄養士・大山優花氏　他
定20人（申し込み順）
申5月15日午前９時～24日午後5時
に電話で南第3高齢者支援センター

（☎720・3８01）へ。
※当日及び講座に関することは、同
センターへお問い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎724・214６

高齢運転者安全運転教室
　町田ドライヴィングスクールの送
迎バス（町田駅発のみ）をご利用いた
だけます。運行時間・乗車場所につい
ては同スクールホームページをご覧
下さい。
※運転免許証の更新時に受講する法
定講習とは異なります。
対市内在住の車を運転する６5歳以
上の方
日６月2６日㈬午前９時10分～午後0
時30分
場同スクール（南大谷1－55）
内交通安全講話、運転適性検査、実車
走行等
定24人（申し込み順）
申5月1６日正午～６月1６日にイベン
トダイヤル（☎724・5６5６）または
イベシスコード1９051６Ｈへ。
問市民生活安全課☎724・4003

血管アンチエイジング
（動脈硬化予防）講習会
対市内在住の1８～74歳の方
日5月31日㈮午前９時30分～11時
50分
場健康福祉会館

内血管年齢・体重体組成・塩分濃度測
定（希望者のみ）、保健師・栄養士の講
話「血管を若く保つための生活習
慣」、おすすめ献立の試食
定32人（申し込み順）
申5月1６日正午～23日にイベント
ダイヤル（☎724・5６5６）またはイ
ベシスコード1９051６Ａへ。
問保健予防課☎722・7９９６
男女共同参画週間記念講演会

人 生 １ ０ ０ 年 時 代 を 
「 幸 せ 」に 生 き る 知 恵
　元国連職員として世界の女性支援
に携わり、テレビのコメンテーター
としても活躍している関西学院大学
客員教授・大崎麻子氏を講師に迎え、
人生100年時代を豊かに生きる秘

ひ

訣
けつ

について講演していただきます。
※お子さん連れの家族も歓迎です。
日６月1６日㈰午後2時～4時
場町田市民フォーラム
定1８８人（申し込み順）
申5月1６日正午～６月９日にイベン
トダイヤル（☎724・5６5６）または
イベシスコード1９051６Ｇへ。保育
希望者（６か月以上の未就学児、申し
込み順に15人）は、６月2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
暮らしのセミナー

人 生 １ ０ ０ 年 時 代 を 
生 き る た め の 知 恵

【①元気に生き抜くために～シニア
から高齢期にかけての食生活と健康
の留意点】
日６月5日㈬午前10時～正午
講首都大学東京大学院人間健康科学
研究科教授・篠田粧子氏

【②来るべき震災に備えよう～恐ろ
しさを知り、自分の身は自分で守る】
日６月12日㈬午前10時～正午
講町田消防署地域防災係　他

【③詐欺やだまし商法に引っかから
ないために～手口を知り、自分をま
もろう】
日６月2６日㈬午前10時～正午
講町田警察署生活安全課犯罪抑止対
策本部　他

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
定各40人（申し込み順）
申1次受付＝5月15日正午～午後7
時にイベシス（＝インターネット）コ
ード①1９051６Ｂ②1９051６Ｃ③
1９051６Ｄへ／2次受付＝5月1６日
正午から①5月2９日まで②６月5日
まで③６月1９日までに、イベントダ
イヤル（☎724・5６5６）またはイベ

シスへ。保育希望者（1歳以上の未就
学児、申し込み順に各６人）は5月15
日正午から併せて申し込みを。
問消費生活センター☎725・８８05
消費生活センター

くらしに役立つ料理教室
【保存食材をおいしく調理～上手に
ローリングストック】
対市内在住、在勤、在学の方
日６月4日㈫午前10時30分～午後1
時
場町田市民フォーラム
内家庭にある保存用食材を使って災
害時に応用できる料理について学ぶ
講町田地域活動栄養士会・村上律子
氏
定24人（申し込み順）
費500円（材料費）
申5月1６日正午～2８日にイベント
ダイヤル（☎724・5６5６）またはイ
ベシスコード1９051６Ｅへ。保育希
望者（1歳以上の未就学児、申し込み
順に６人）は併せて申し込みを。
問消費生活センター☎725・８８05

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６月22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5月17日正午～６月12日にイベン
トダイヤル（☎724・5６5６）または
イベシスコード1９0517Ｃへ。
問保健総務課☎724・4241、町田消
防署☎7９4・011９

田植え体験参加者募集
　市内北部にある緑豊かな小野路町
奈良ばい谷戸で田植えを体験しませ
んか。
※中学生以下は保護者同伴でおいで
下さい。
日６月15日㈯午前10時～午後3時、
集合は里山保全活動事務所（下小山
田町）
※田んぼに入りますので、着替えを
お持ち下さい。
定20人（申し込み順）
費1組1000円（材料費、保険等）
申5月1６日正午～2９日にイベント
ダイヤル（☎724・5６5６）またはイ
ベシスコード1９051６Ｆへ。
問（特）まちだ結の里事務局☎0８0・
74６5・7６51、町田市農業振興課☎
724・21６4

　10月の消費税率引き上げ後も
市内店舗での消費を喚起するた
め、要件を満たす方を対象に、25
％のプレミアムが付く「町田市プ
レミアム商品券」を発行します。
　９月中旬から予定している商品
券の販売に先立ち、商品券の取扱
加盟店を募集します。販売促進や

新規顧客の開拓、消費税率引き上
げ後の消費の落ち込みの抑制対策
として、商品券の取扱加盟店に登
録しませんか。
※申し込みは６月 1 日開始予定で 
す。申込方法等の詳細は、町田市
ホームページをご覧下さい。

　今年は、5月24日㈮に成瀬駅周辺
で、地域の方 ・々関係団体・町田サポ
ーターズの皆さんと連携し、散乱ご
み一斉清掃を実施します。
　この機会に自宅周辺の散乱ごみ清
掃や定期的な清掃活動など、地域の
環境美化にご協力をお願いします。
日5月24日㈮午後1時30分～2時30
分
場ＪＲ横浜線成瀬駅北口駅前広場

【清掃活動にご協力下さる方へ】
　集めるごみは、公共の場所に散乱
したポイ捨てごみに限ります。拾い
集めたごみは、自宅で「資源とごみの
出し方」に従って分別し、通常の家庭
ごみの出し方でお出し下さい。

　燃やせるごみ・燃やせないごみは、
有料の指定収集袋のほか、ボランテ
ィア袋もご利用いただけます。袋に
は「ボランティア袋カード」に記載の
登録番号を必ず記入して下さい。
※ボランティア袋の利用には、3Ｒ推
進課（☎7９7・7111）や各市民セン
ター等で事前の登録が必要です。
※資源ごみは、ボランティア袋を使
用せず、それぞれの資源の日に集積
所へお出し下さい。
※市道に放置された自転車は木曽自
転車等保管場所（☎7９1・43６６）へ、
その他のボランティア袋に入らない
大きなごみは、道路管理課（☎724・
4245）へお問い合わせ下さい。

５月３０日はごみゼロデー

美化キャンペーン
問環境保全課☎７２４・２７１１

町田市プレミアム商品券

取扱加盟店を募集します
問産業政策課☎７２４・３２９６


