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凡例

募 集
児童館及び学童保育クラブ

指

定

管

理

者

以下の児童館及び学童保育クラブ
を一括して管理運営できる団体を募
集します。詳細は募集要項をご覧下
さい。
対児童館（児童福祉法に基づく児童厚
生施設）
、学童保育クラブ、認可保育
所、認証保育所、幼稚園、認定こども園
のいずれかの運営の実績があり、市内
に事務所・事業所を有する社会福祉法
人、
学校法人及び特定非営利活動法人
対象施設町田市玉川学園子どもクラ
ブころころ児童館及びころころ学童
保育クラブ
（玉川学園３－３５－４５）
指定期間２０２０年４月１日～２０２５年
３月３１日
（５年間）
申８月５日午前９時～９日午後５時に
直接児童青少年課（市庁舎2階）へ
（郵送不可）
。
※募集要項・仕様書・申請書は、７月
１６日午前９時～８月２日午後５時に児
童青少年課で配布します（募集要項
及び仕様書は町田市ホームページで
ダウンロードも可）
。
【説明会を開催します】
日７月２４日㈬午前１０時から
場市民協働おうえんルーム（市庁舎
２階）
◇
問児童青少年課☎７２４・２１８２
学童保育クラブ

指

定

管

理

日 日時

場 会場

内 内容

曽東３－１１－３）③木曽境川学童保育ク
ラブ（木曽西１－９－１）④七国山学童保
育クラブ
（山崎町１３１４－２）
⑤竹ん子学
童保育クラブ（本町田１２１２）⑥学童２１
保育クラブ
（原町田４－２６－４０）
⑦高ヶ
坂学童保育クラブ（南大谷１２６０）⑧す
まいる学童保育クラブ（成瀬台２－５－
２）⑨野津田学童保育クラブ（野津田町
１２９０）⑩なんなる学童保育クラブ（南
成瀬３－６）⑪鶴間ひまわり学童保育ク
ラブ（鶴間４－１７－１）⑫大戸のびっ子
学童保育クラブ（相原町３８６５）⑬小山
中央学童保育クラブ（小山ヶ丘３－７－
１）⑭南つくし野学童保育クラブ（南つ
くし野２－１７－２）⑮鶴川第二学童保育
クラブ（能ヶ谷７－２４－２）⑯山崎学童
保育クラブ
（忠生２－１５－２６）
⑰相原た
けの子学童保育クラブ
（相原町１６７３）
指定期間２０２０年４月１日～２０２５年
３月３１日（５年間）
申８月５日午前９時～９日午後５時に
直接児童青少年課（市庁舎2階）へ
（郵送不可）。
※募集要項・仕様書・申請書は、７月
１６日午前９時～８月２日午後５時に児
童青少年課で配布します（募集要項
及び仕様書は町田市ホームページで
ダウンロードも可）。
【説明会を開催します】
日７月２４日㈬午前１１時から
場市民協働おうえんルーム（市庁舎
２階）
◇
問児童青少年課☎７２４・２１８２
ゆうゆう版画美術館まつり～チャリ
ティ・アートバザール２０１９

者

出

展

者

対作品を自分で管理、販売できる団
体・グループ（仕入商品の販売や個人
での出展は不可）
日１０月２６日㈯、２７日㈰、午前１０時
～午後４時
場国際版画美術館前庭
内絵画、版画、手工芸、陶芸品、ガラス
などの美術作品の販売

詳細は募集要項をご覧下さい。
対学童保育クラブ、
認可保育所、認証
保育所、
幼稚園、
認定こども園のいず
れかの運営の実績があり、市内に事
務所・事業所を有する社会福祉法人、
学校法人及び特定非営利活動法人
対象施設①藤の台学童保育クラブ（本
町田３３５０）②木曽学童保育クラブ（木
インターネット入札で

対 対象

衛星携帯電話を売却します

問防災課☎７２４・３２１８

インターネットを利用した一般
競争入札で衛星携帯電話を売却し
ます。
※入開札はヤフー
（株）が提供する
公有財産売却システム上で行いま
す。詳細は町田市ホームページを
ご覧下さい。
入札期間８月１６日㈮午後１時～２３
日㈮午後１時

申申込書類（町田市ホームページで
ダウンロード）に記入し、８月１日ま
で（消印有効）に郵送で防災課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
※入札の参加には、事前に仮申し
込みが必要です。８月１日午後２時
までに「Ｙａｈｏｏ！官公庁オークシ
ョン」で入札参加手続きを行って
下さい。

公開している会議
会議名
町田市食育推進計
画推進委員会
町田市環境マネジ
メントシステム外
部評価委員会

傍聴のご案内

日 時
会 場
定 員
申し込み
７月２５日 ㈭ 午 後１ 町田市保健所
（中
５人
直接会場へ問保健予防
時３０分～３時３０分 町庁舎）
１階講堂 （先着順） 課☎７２２・７９９６
７月２４日までに電話で環
７月２５日 ㈭ 午 後６ 市庁舎２階会議
10人
境政策課
（☎７２４・４３８６）
（申し込み順）
時３０分～８時３０分 室２－２
へ
会議当日に教育総務課
町田市教育委員会 ８月２日 ㈮ 午 前１０ 市 庁 舎１０階 会
（市庁舎１０階、☎７２４・
時から
議室１０－３～５
定例会
２１７２）
へ
10人
事前に電話でいきいき
町田市高齢社会総 ８月７日㈬午後６時 市庁舎２階会議
（申し込み順） 総務課
へ
３０分～８時
室２－１
（☎７２４・２９１６）
合計画審議会

納付はお済みですか？

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

市HP 町田市ホームページ

費１団体・１ブース３０００円（出展料）
※売り上げから任意の金額を（社福）
町田市社会福祉協議会に寄付してい
ただきます。
申所定の申込書（同館に有り、同館ホ
ームページでダウンロードも可）に
必要事項を記入し、８月６日まで（必
着）に郵送またはＦＡＸで「ゆうゆう
版画美術館まつり」運営委員会事務
局（〒１９４－００１３、原町田４－２８－
１、☎返７２６・３０５１、電話受付時間＝
火・金曜日の午前１０時～正午）へ。
※応募多数の場合は抽選です。
問同館☎７２６・２８８９

お知らせ

子ども発達センターは市
庁舎内に仮移転します
改修工事に伴い、子ども発達センタ
ーは市庁舎内に仮移転します。
仮移転中は、子ども生活部２０４カウ
ンター
（市庁舎２階）
で、発達について
の相談や児童の障害福祉サービスの
申請を受け付けますが、認可通園事
業・親子通園事業は休止します。詳細
は電話でお問い合わせ下さい。
※電話・ＦＡＸ番号、郵送先は変わり
ません。
移転期間８月５日㈪～２３日㈮
問子ども発達支援課☎７２６・６５７０
ご意見を募集します

東京における都市計画道路の
在り方に関する基本方針（案）

東京都と特別区及び２６市２町は協
働で、
「東京における都市計画道路の
在り方に関する基本方針（案）」を公

表しました。
基本方針（案）は、東京都と特別区
及び２６市２町の各ホームページ、都
民情報ルーム及び各区市町の窓口で
閲覧できます。
ご意見・ご提案は、８月１２日まで
（消
印有効）
に、直接、郵送、ＦＡＸまたはＥメ
ールで東京都都市整備局都市基盤部
街路計画課
（〒１６３－８００１、新宿区西
新宿２－８－１、
☎０３・５３８８・３３７９返０３
・５3８８・１３５４遍Ｓ００００１７９＠ｓｅｃｔｉｏｎ．
ｍｅｔｒｏ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
へ提出して下さい。
問道路政策課☎７２４・１１２４

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７月２６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

町田市民文学館

紙芝居上演会

紙 芝 居・ 大 人 の 時 間

大人のための紙芝居です。
※８月は、保育はお休みです。
日８月２日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内のばら（脚本／堀尾青史、絵／桜井
誠）、コチョウガイ（脚本／立原えり
か、絵／松成真理子） 他
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」
問同館☎７３９・３４２０

カワセミ通信１５０
町田市長

ヤマユリの花が咲き、ヤブカンゾ
ウやヒメヒオウギズイセンも目立つ
ようになりました。今年の長い梅雨
も間もなく明けて、いよいよ盛夏、暑
い夏が始まります。
昨年の夏は、気象庁が「災害級」の
暑さという言葉を使って、熱中症な
どの予防を呼びかけました。今年も、
同じように猛暑になりそうです。市
民の皆さん、とくに小さいお子さん
や高齢者のいる家庭では、熱中症予
防に十分ご留意下さい。
さて、先月のことになりますが、市
立博物館が４５年の展示を終え、閉館
しました。１９７３（昭和４８）年に郷土
資料館として発足し、その３年後か
ら博物館として事業を展開してきま
した。
これまで、民俗資料、絵画、考古資
料、そしてガラス及び陶磁器の工芸
美術品を収集してきました。しかし、
建物の老朽化の問題や、エレベータ
ーが無いなどのバリアフリー対応の
問題、そして施設の立地の不便さな
どの諸問題から、７、８年前に施設の
コンセプトを見直し、移転すること
としました。
すでにご存じの方も多いと思いま
すが、移転先は「芹ヶ谷公園芸術の
杜」
としました。
芹ヶ谷公園は、
町田の

問 問い合わせ

石阪丈一

中心街から歩ける距離にあり、また
すでに国際版画美術館が立地してい
ることなど、美術品の展示にふさわ
しい場所として選んだものです。
新しい博物館「（仮称）町田市立国
際工芸美術館」のコンセプトは、美術
品に絞り、ガラスと陶磁器を中心に
活動することとし、縄文時代の土器
等の考古資料については、民俗資料
なども含め、歴史・民俗資料として、
別途に活用をすることとしました。
先日の「町田市立博物館最終展」の
閉館イベントの際に、このたび就任
した伊藤嘉章新館長は、新しい工芸
美術館について、
「大人も子どもも楽
しめる工芸館にしたい」
「来館者に驚
きと刺激を与えられる美術館にした
い」と話されていました。
開館は、４年後くらいになると思
いますが、それまで、出張展示などを
通じて、工芸美術の良さを伝える活
動を続けていきます。

市立博物館最終展での伊藤新館長との対談の様子

問納税課☎724・2121
7月は「
、固定資産税・都市計画税」
「国民健康保険税」
の納付月です ■

