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年 末 保 育
対市内在住または市内認可保育園・
認定こども園（２号認定・３号認定）に
在籍する１２月１日時点で満６か月以
上の未就学児の保護者で、就労のた
め保育が必要な方
日１２月２９日㈰、３０日㈪、午前７時～
午後７時の間で保護者の就労時間
（通勤時間を含む）
場町田保育園
費午前８時３０分～午後５時の間は３０
分につき２５０円、午前７時～８時３０
分、午後５時～７時は３０分につき
３００円
申申請書・年末勤務証明書・保育カー
ドを１２月９日まで（必着）に、直接ま
たは郵送で町田保育園（〒１９４－
００１３、原町田６－２６－１５、☎７２２・
２６７９、受付時間＝午前８時３０分～
午後５時）へ。
※申請書等は１２月９日まで、まちだ
子育てサイトでダウンロードできま
す。また、子育て推進課（市庁舎２階）
でも配布します。
問子育て推進課☎７２４・４４６８
音訳版・点訳版を配布しています
障がい者サービスガイドブック
　障がい福祉に関する各サービスや
情報などを掲載している「障がい者
サービスガイドブック」の音訳版、点
訳版を配布しています。
　ご希望の方は、障がい福祉課（市庁
舎１階）へおいで下さい。
※郵送を希望する方はご連絡下さい。
問障がい福祉課☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３

生涯学習センター
ツ イ ッ タ ー を 開 始
　１０月から、生涯学習センターの町
田市公式Ｔｗｉｔｔｅｒを開始しました。
　同センターの施設情報や、講座・講
演会情報など、さまざまな学習情報
について発信します。
アカウント名町田市生涯学習センタ
ー（町田市公式）＠ｍａｃｈｉｄａ_ｍａｎａｂｉ
問同センター☎７２８・００７１
スマートフォン版
生涯学習ＮＡＶＩ　好き！学び！
　生涯学習センターでは年４回、市
内や近隣で開催する講座・イベント
等をまとめた情報誌「生涯学習ＮＡＶＩ　
好き！学び！」を発行しています。
　冊子は、市庁舎１階総合案内、各市
民センター、各市立図書館などの公
共施設で配布しています。また、町田
市ホームページ（右記ＱＲコ
ード）ではフルカラーでご
覧いただけます。
問生涯学習センター☎７２８・００７１

町 田 市 葬 祭 事 業
　市では、ご不幸があった方に対し
て、安価であっても厳かなお見送り
ができるよう、祭壇等の貸し出しや
葬祭用品の販売等を行っています。
お見送りの方法に合わせて必要なも
のを１つずつ選べます。なお、１０月か
ら消費税率引き上げに伴い、価格を
改定しました。貸出用具、販売用品に
よって費用は異なりますので、詳細
はお問い合わせ下さい。
※この事業は市が（公社）町田市シル

バー人材センターに委託して、町田
市葬祭事業所で実施しています。
対申請者または亡くなられた方の住
民登録が町田市にあり、市内で葬儀
を営まれる方
【事前訪問相談も行っています】
対市内在住の、高齢または身体が不
自由などの理由で来所できない方

◇
問町田市葬祭事業所☎７９１・３８６１
（受付時間＝午前８時３０分～午後５
時〔年始３日間を除く〕）、町田市福祉
総務課☎７２４・２５３７
大地沢青少年センター～２０２０年５
月分の
利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申１１月２日午前８時３０分から電話で
同センター（☎７８２・３８００）へ。
※初日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選、午後１時以降は申し
込み順に受け付けます。
※５月７日、１２日、１９日、２６日は利用
できません。
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
２０２０年５月分の
利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申１１月１日午前８時３０分から電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ

（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）。
※５月１２日、１３日は利用できません。

催し・講座催し・講座
市 民 公 開 講 座

【慢性腎臓病を悪化させないために】
日１１月２９日㈮午後２時３０分～４時
場町田市民病院
講町田市民病院腎臓内科・正木貴教
医師
定１００人（申し込み順）
申１１月６日正午～２６日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９１１０６Ｄへ。
問同病院医事課☎７２２・２２３０（内線
７１４１）

リ ー ス 作 り 講 座
　市庁舎４階の屋上花畑のハーブや、
市内の自然の中で採れる植物を使っ
て、クリスマスリースを作ります。
対市内在住、在勤、在学の方
日１２月８日㈰、①午前１０時３０分～
正午②午後１時３０分～３時
場市庁舎
講（社福）ボワ・すみれ福祉会　花の
家職員
定①２５人②１０人／申し込み順
費１２００円
申１１月７日正午～１７日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９１１０７Ｄへ。
問市有財産活用課☎７２４・２１６５

１１月１２日～２５日は

「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
問男女平等推進センター☎７２３・２９０８

１１月１４日は世界糖尿病デー
問健康推進課☎７２５・５１７８、保健予防課☎７２２・７９９６

１１月は児童虐待防止推進月間です
問子ども家庭支援センター☎７２４・４４１９

１１月１１日～１７日は　「税を考える週間」です
問市民税課☎７２４・３０６７

　「女性に対する暴力をなくす運
動」は、女性に対する暴力の根絶を
呼び掛けることを目的に毎年実施
しています。
　配偶者等からの暴力、性犯罪、売
買春、セクシュアル・ハラスメン
ト、ストーカー行為などの女性に
対する暴力は、女性の人権を著し
く侵害し、決して許されるもので
はありません。
　同センターでは、電話による女
性悩みごと相談を実施しています
（１０面参照）。

【市庁舎をパープルにライトアッ
プ】
　女性に対する暴力根絶のシンボ
ルマークであるパープルリボンに
ちなんで、市庁舎をパープルにラ
イトアップします。
　このライトアップには、女性に
対するあらゆる暴力の根絶を広く
呼び掛けるとともに、被害者に対
して「ひとりで悩まず、まずは相談
をして下さい」というメッセージ
が込められています。
日１１月２０日㈬午後６時３０分～９時

【市庁舎をブルーにライトアップ】
　世界糖尿病デーでは、糖尿病の
予防や治療継続の重要性を呼び掛
けることを目的に、世界各地で啓
発活動が行われます。
　市では糖尿病の正しい知識と予
防の大切さを市民の皆さんにお知
らせするため、市庁舎を糖尿病予
防運動のシンボルカラーであるブ
ルーにライトアップします。
日１１月６日、１３日、いずれも水曜
日午後６時３０分～９時
【年に１度の健診を】
　医療機関や健康診断で糖尿病の

疑いを指摘されても、そのまま治
療を受けない人もいます。年に１
度は健康診断を受け、血糖値をチ
ェックしましょう。町田市成人健
康診査の詳細は、町田市ホームペ
ージまたは市役所代表（☎７２２・
３１１１）でご案内しています。
【糖尿病予防にお役立て下さい】
　糖尿病をテーマにした講習会や、
食生活の見直しに役立つ栄養相談
を実施しています。詳細は、町田市
ホームページをご覧いただくか保
健予防課へお問い合わせ下さい。

【児童虐待防止を啓発する展示を
行います】
日１１月１１日㈪～１５日㈮、午前８
時３０分～午後５時
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
内児童虐待防止に関するパネル展
示、オレンジリボン・ツリーの作成
と展示、相談コーナーの設置等

【市庁舎をオレンジにライトアッ
プ】
　児童虐待防止のシンボルである
オレンジリボンにちなんでライト
アップします。オレンジは子ども
の明るい未来を表します。
日１１月２７日㈬午後６時３０分～９時

　「税を考える週間」は、皆さんに
租税の意義や役割、税務行政に対
する知識と理解を深めていただく
ことを目的に毎年実施しています。

関連イベント
【市内小学生による税の書道展】
　市内の小学６年生が書いた「税
に関する書」を展示します。
日①１１月１１日㈪～１５日㈮②１１月２２
日㈮～２９日㈮（２３日、２４日を除く）、
いずれも午前８時３０分～午後５時
場①多目的スペース（市庁舎１階）
②町田都税支所１階
問（一社）町田青色申告会☎７２２・
２４４６
【市内小・中学生による税の作品
展】
　市内の小学６年生が描いた「税
に関する絵葉書」や、中学生が書い

た「税についての作文」「税の標語」
を展示します。
日１１月１１日㈪～１７日㈰、午前８
時３０分～午後１０時
場町田市民フォーラム３階
問（公社）町田法人会☎７２６・２４５３
【税理士による無料個別相談会・セ
ミナー】
〇無料相談会
　税の専門家である税理士が相談
にお答えします（空家に関する税
務相談も有り）。
日１１月１６日㈯午前１０時～午後４時
〇相続税・贈与税セミナー
日１１月１６日㈯午前１０時３０分～
正午、午後１時３０分～３時

◇
場ぽっぽ町田
問東京税理士会町田支部☎７２９・
０７７７

「虐待かも」と思ったら、
すぐにお電話下さい。 児童相談所全国共通ダイヤル☎１

いちはやく

８９


