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■問納税課　724・21219月は、「固定資産税・都市計画税」と「国民健康保険税」の納付月です ☎☎納付はお済みですか？

募　集募　集
文学館まつり～参加者募集
文学フリーマーケット町田

　自宅に眠る古本や本に関する雑貨
を販売してみませんか。
対１５歳以上の方（中学生を除く）
※専門業者の参加はできません。
日１０月２７日㈰午前１０時～午後３時

（雨天中止）
※出店決定者には１０月１２日㈯に説
明会を行う予定です。
場町田市民文学館前歩道等
定１５組（申し込み順）
申９月１７日午前９時～１０月３日午後
５時に電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。
キラリ☆まちだ祭２０１９～原町田七
福神を探せ！
“七福神役”を募集します

　１１月に開催する「キラリ☆まちだ

祭２０１９」の中で、「原町田七福神を
探せ！」を実施します。開催にあた
り、七福神役としてイベントを一緒
に盛り上げてくれる方を募集しま
す。原町田七福神の衣装を身にまと
い、あらかじめ指定された会場・時間
帯で自由に動いていただきます。
※移動時は随行者が１人つき、誘導
やおみくじの配布等を行います。
※衣装・お弁当は実行委員会で準備
します。
日１１月１０日㈰午前８時３０分～午後
４時３０分
場町田駅周辺
定若干名（申し込み順）
申募集要項を参照のうえ、応募用紙
に必要事項を記入し、１０月４日まで

（必着）に、直接、郵送またはＦＡＸで
「キラリ☆まちだ祭２０１９」実行委員
会 事 務 局（ 市 庁 舎９階、 〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２、産業政策課
内、返０５０・３１０１・９６１５）へ。
※募集要項と応募用紙は産業政策課
で配布しています（町田市ホームペ

ージでダウンロードも可）。
問産業政策課☎７２４・３２９６

お知らせお知らせ
多様な世代が交流できる「公園団地」
をめざして
「小山田桜台団地まちづく
り構想」を策定しました

　小山田桜台団地の周辺では、多摩
都市モノレールの延伸による将来的
な交通利便性の高まりが期待されま
す。こうした動きを生かし、多様な世

代が交流できる「公園団地」を目指し
たまちづくりを推進するため、「小山
田桜台団地まちづくり構想」を策定
しました。
　この構想は、団地居住者が組織す
る「小山田桜台まちづくり協議会」や
ＵＲ都市機構を始めとした関係者の
意見を聞きながら、まちづくりの目
標・方向性、実現に向けた方策等を検
討し、団地居住者向けの説明会を経
て策定しました。
　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。
問住宅課☎７２４・４２６９

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１５２

公開している会議　傍聴のご案内
 

会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み
町田市立図書
館協議会

９月２７日㈮午前９時
３０分～１１時３０分

中央図書館６階
・中集会室

５人
（先着順）

直接会場へ問中央図書館
☎７２８・８２２０

町田市地域公
共交通会議

１０月１日㈫午前９時
３０分から

町田市民文学館
３階第６会議室

５人
（申し込み順）

事前に電話で交通事業推
進課（☎７２４・４２６０）へ

町田市教育委
員会定例会

１０月４日㈮午前１０
時から

市庁舎１０階会議
室１０－３～５

直接会場へ問教育総務課
☎７２４・２１７２

町田市立学校
適正規模・適正
配置等審議会

１０月４日㈮午後６時
から

市庁舎３階会議
室３－１

南入口から入り、直接会
場へ問教育総務課☎７２４
・２１７２

　朝夕はだいぶ涼しくなりました。
見上げるうろこ雲に、やはり秋を感
じられるようになりました。ただ、残
暑はまだ続きます。油断は禁物、熱中
症には引き続きご注意下さい。
　さて、８月初めに、原町田６丁目、

「民間交番セーフティボックスサル
ビア」の横のビル４階に新たな施設
がオープンしました。この施設は、創
業支援、事業支援のためのスペース、

「BＵSO ＡＧOＲＡ」という名前のコ
ワーキングオフィス（※）です。
　起業の拠点、自分の事務所、研究・勉
強部屋の代わり、気軽な異業種交流
の場などさまざまなニーズに応える
サービスを展開しています。創業、事
業拡大の事務所スペースを提供する
ことと併せて、相談機能も備えていま
す。
　お気づきの方もいらっしゃると思
いますが、６年前、２０１３年４月に「町
田新産業創造センター（ＭBＤＡ）」が
開業しましたが、ＡＧOＲＡはこのＭB
ＤＡと同様の機能を持った施設です。
　ＭBＤＡは、町田市が中心となって
金融機関や町田商工会議所などの協
力で設立しました。ここは、入居者へ
の創業の支援、販路拡大等のサポー
トにより、市内開業率を向上させ、地
域経済を活性化することを目的とし
ています。現在の入居状況は、ほぼ満
室が続いています。
　町田で起業したい、町田を拠点に

事業を拡大したい、そうした需要はま
だまだ堅調だと思われます。市の中
心部、駅近に出現した、東京都心以外
では、それ自体が新しいビジネスス
タイルの「コワーキングオフィス」の
ＡＧOＲＡ。開業して１か月、既に入居
率などが高くなっているようです。
　近年、働き方も変わってきていま
す。在宅勤務も増えてきました。身近
にサテライトオフィスを、というニー
ズも高まっています。そうした時代が
求めるものに応える、それをこの町
田で答えを出す、そんな意気込みの
感じられるチャレンジだと思います。
この３月に策定した「町田市産業振興
計画１９－２８」のキャッチフレーズは

「チャレンジするならＴOＫＹOの町田
から！」です。町田市内の起業・創業、
事業拡大に期待したいと思います。
※コワーキングオフィスとは、複数の
事業者の利用に供するための事務所
・打ち合わせスペースの機能を有す
るオフィスです。

民間交番の横のビルに新たに入居した
「コワーキングオフィス」

お気軽にご相談下さい　　10月、11月の母子健康案内
事業名 対　象 会　場 開催日 時　間 内　容／その他 問い合わせ

プレママ・パパクラス（申し込み制）
申イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
またはイベシスコードＡコース＝
１９０２２８Ｍ、Ｂコース＝１９０２２８Ｎへ

１６～３５週の妊婦
とその夫 健康福祉会館

Ａコース １０月４日、１１月１日㈮ 午後１時３０分～４時 妊娠中の過ごし方、歯の衛生等

保健予防課
地域保健係

☎７２５･５１２７

１０月１１日、１１月８日㈮ 分娩経過とリラックス法等
Ｂコース １０月１９日、１１月１６日㈯ 午前１０時～正午 もく浴実習、妊婦体験等

乳幼児・母性相談
※母子健康手帳をお持ちのうえ、直
接会場へおいで下さい。

２か月以上の未就
学児とその保護
者

健康福祉会館 １０月１日㈫、２８日㈪、１１月１１日
㈪、２５日㈪ 受け付け＝午前９時４５分

～１１時３０分、午後１時３０
分～３時

身長･体重測定、保育相談、栄養
相談、歯科相談、母親のからだ
や気持ちの相談

鶴川保健センター １０月７日㈪、１１月５日㈫
子どもセンターばあん １０月１１日、１１月８日㈮
忠生保健センター １０月２１日㈪、１１月１９日㈫ 受け付け＝午前９時４５分

～１１時３０分小山市民センター １１月６日㈬
母性保健相談、母乳育児相談

申来所相談と乳房マッサージは要
予約、電話で保健予防課へ

市内在住の方（里
帰り中の方の参
加も可）

健康福祉会館 １０月３日、１０日、１７日、２４日、３１
日、１１月７日、１４日、２１日、２８日㈭

午前１０時～正午、午後１時
～３時

助産師による相談、乳房マッサ
ージ／電話相談は随時可、健康
福祉会館（☎７２５・５４１９）へ

プレママクッキング（申し込み制）
申イベントダイヤル（☎７２４･５６５６）
またはイベシスコード１９０３１９Ｐへ

１６～３５週の妊婦 健康福祉会館 １０月２４日、１１月２８日㈭ 午前１０時～午後１時
調理実習、会食、妊娠中の食生
活の話
費５００円（食材費）

保健予防課
保健栄養係

☎７２２・７９９６

離乳食講習会（初期・後期）、
幼児食講習会／申し込み制

申イベントダイヤル（☎７２４･５６５６）
ま た は イ ベ シ スコード初 期 ＝
１９０３１９Ｓ、後期＝１９０３１９Ｋ、幼児食
＝１９０３１９Ｙへ

４～６か月児の保
護者

健康福祉会館

初期 １０月２日㈬、２１日㈪、１１
月５日㈫、２１日㈭ 午前１０時５分～１１時４５分 離乳食の話と試食

８～１０か月児の
保護者 後期 １０月１６日㈬、１１月１３日

㈬、２６日㈫ 午前１０時５分～１１時４０分 離乳食後期の話と試食、歯の話

１歳６か月～２歳０
か月児の親子 幼児食 １１月７日㈭ 午前９時５５分～１１時４５分 親子遊び、幼児食の話と試食

※プレママクッキングを除き、各日とも同一内容です。詳細はまちだ子育てサイトでもご覧いただけます。

　２０１９年度試験から、一般知識や教養中心の筆記試験を廃止し、代わりに民間企業で
広く導入されているＳＰI試験を、自宅で受験可能なWEＢ方式にて導入します。詳細は、
町田市ホームページをご確認下さい。

職　　　種 募集人員 日程等 採用日
（予定）

一般事務（高卒程度）

いずれも
若干名

○電子申請受付期間
　 ９月２４日㈫午前１０時～１０月４

日㈮午後４時
※申込受付は電子申請のみです。
○１次試験（ＳＰI試験）
　１０月１５日㈫～２５日㈮
○２次試験日
　１１月１０日㈰

２０２０年
４月１日

身体障がい者対象一般事務
一般事務（心理学専攻）
土木技術（大卒程度）
土木技術（社会人経験者対象）
保育士

※受験資格等試験の詳細は「町田市職員採用試験実施要項」をご確認下さい（町田市ホ
ームページでダウンロードも可）。
Twitter（ツイッター）でも情報発信しています！
　Twitterアカウント「町田市職員採用試験（町田市公式）」をフォローして下さい。

町田市職員採用試験情報 問職員課☎７２４・２５１8
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