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エフエムさがみ 83.9MHz　「東京町田インフォメーション」で町田の情報を放送中

健康案内健康案内
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１２月６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１１月１９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１９１１１９Ｂへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

市 民 公 開 講 座
【心臓にもリハビリテーションが必
要なんです】
日１２月１２日㈭午後２時～３時３０分
場町田市民病院
講町田市民病院循環器内科医長・竹
村仁志医師
定１００人（申し込み順）
申１１月２０日正午～１２月９日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１９１１２０Ｂへ。
問同病院医事課☎７２２・２２３０（内線
７１３１）

募　集募　集
会計年度任用職員

非 常 勤 職 員
【図書館専門員】
対次のすべての要件を満たす方　①
司書の資格を有する（司書補は不可）
②公立図書館における職務経験を５
年以上有する③パソコン操作（ワー
ド・エクセルの基本操作）ができる
勤務場所各市立図書館
業務内容資料貸出・返却業務、一般事
務（司書）の統括・指導育成、図書館運
営に関する業務等

募集人数１５人程度
報酬月額２０万４６００円（別途時間外
勤務報酬・通勤手当相当分支給、勤務
条件により期末手当の支給有り）

【一般事務（司書）】
対次のすべての要件を満たす方　①
司書または司書補の資格を有する②
図書館における職務経験を３年以上
有する③パソコン操作（ワード・エク
セルの基本操作）ができる
勤務場所各市立図書館、町田市民文
学館
業務内容資料貸出・返却業務、図書館
運営に関する業務等
募集人数６０人程度
報酬月額１９万２２００円（別途時間外
勤務報酬・通勤手当相当分支給、勤務
条件により期末手当の支給有り）

◇
任用期間２０２０年４月１日～２０２１年
３月３１日
勤務時間午前８時３０分～午後５時１５
分、月１６日（土・日曜日、祝休日勤務
を含む）
※週に１回程度、異なる時間帯での
勤務があります（火・水・金曜日、中央
図書館と鶴川駅前図書館＝午前１１
時３０分～午後８時１５分、その他の市
立図書館＝午前９時３０分～午後６時
１５分）。
※社会保険・雇用保険加入有り。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。
選考１次＝書類、２次＝面接
申募集要項を参照し、応募書類に記
入のうえ、１１月２９日午後５時まで
（必着）に、直接または郵送で中央図
書館へ。
※募集要項・応募書類は町田市ホー
ムページでダウンロードできます。
問中央図書館☎７２８・８２２０
町田市子ども・子育て会議

第 ４ 期 公 募 委 員
　市では、子ども・子育て支援に関す
る取り組みを推進するため、「町田市
子ども・子育て会議」で計画策定や実
施状況の評価、進

しん

捗
ちょく

確認などを行っ
ています。会議では、子育て中の保護

者からも意見をいただいています。
第３期の委員任期が満了となるた
め、新たに委員を公募します。
対次のすべての条件を満たす方　①
市内在住の、２０２０年４月１日時点で
２０歳以上である②２０２０年４月１日
時点で１８歳以下の子どもの保護者
である③子育て支援に理解と関心が
ある④任期中の会議に出席できる⑤
市の他の附属機関等（会議）の委員に
なっていない
任期２０２０年４月１日～２０２２年３月
３１日
募集人数３人以内
報酬１回の会議出席につき１万円
選考１次＝書類、２次＝面接
申応募用紙（子ども総務課〔市庁舎２
階〕で配布、町田市ホームページでダ
ウンロードも可）に記入のうえ、作文
（テーマ＝子どもが将来も町田市に
住み続けたいと思えるように、地域
と行政でどのような取り組みを行う
べきか、８００字程度）と併せて、１２月
１３日午後５時まで（必着）に、直接ま
たは郵送で子ども総務課へ。
問子ども総務課☎７２４・２８７６
町田市景観審議会

市 民 委 員
　任期満了に伴う委員改選を行うた
め、市民委員を募集します。
対市内在住の２０歳以上で、市の他の
審議会等の委員と重複していない方
※募集要項をご確認下さい。
任期委嘱日～２０２１年７月３１日
募集人数２人
選考１次＝書類、２次＝面接（１２月下
旬予定）
申申込書と志望動機（指定の様式を
使用）を１１月２９日午後５時まで（消
印有効）に、直接または郵送で地区街
づくり課（市庁舎８階）へ。
※応募書類は返却しません。
※募集要項・申込書・志望動機記入用
紙は町田市ホームページでダウンロ
ードできます。郵送を希望する方は
ご連絡下さい。
問地区街づくり課☎７２４・４２６７

子どもショートステイ協力家庭
　子どもショートステイは、保護者
が仕事・入院・出張・育児疲れ等の理
由で一時的に子どもの養育ができな
い時に、協力家庭の自宅で子どもを
泊まりでお預かりする事業です。
　お預かりする子どもは２歳～小学
６年生です。あなたも協力家庭に登
録しませんか。
対市内在住の２５歳以上の方
※別途要件があります。詳細はお問
い合わせいただくか、まちだ子育て
サイトをご覧下さい。
問子ども家庭支援センター☎７２４・
４４１９

認 定 こ ど も 園 職 員
　詳細は認定こども園へお問い合わ
せ下さい。
対有資格者
○認定こども園　光幼稚園（☎７９６
・１９１２）＝保育士（非常勤）、幼稚園
教諭（非常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８

お知らせお知らせ
つくし野三丁目地区を
「街づくり推進地区」に 
指 定 し ま し た
　市では、住民が主体となって、地区
の特性を生かした住みよい街づくり
の実現に向けた取り組みを進めてい
ます。
　このたび、つくし野三丁目地区に
ついて「町田市住みよい街づくり条
例」に基づき「地区街づくりプラン
（計画）」を策定し、１０月１７日に告示
しました。その後、「街づくり推進地
区」に指定し、１０月２５日に告示しま
した。
　これに伴い、地区内で建築等を行
う際には、土地利用調整課へ事前の
届出が必要となります。詳細は、町田
市ホームページをご覧下さい。
問地区街づくり課☎７２４・４２６７

お気軽にご相談下さい　１２月、２０２０年１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
１２月６日、１月１０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

１２月１３日、１月１７日㈮ 分娩経過とリラックス
法等

Ｂコース １２月２１日、１月２５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 １２月９日㈪、２５日㈬、１月２０日㈪、２７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 １２月２日、１月６日㈪
子どもセンターばあん １２月１３日、１月１０日㈮
忠生保健センター １２月１６日㈪、１月２１日㈫ 受け付け＝午前９時４５分～

１１時３０分小山市民センター １月９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 １２月５日、１２日、１９日、２６日、１月９日、１６
日、２３日、３０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 １２月１９日、１月３０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＝１９０３１９
Ｋ、幼児食＝１９０３１９Ｙへ

４～６か月児の
保護者

健康福祉会館 初期 １２月２日㈪、１月９日㈭、２０日㈪ 午前１０時５分～１１時４５分 離乳食の話と試食鶴川保健センター １２月１７日㈫ 午後１時４０分～３時２０分
８～１０か月児の
保護者

健康福祉会館 後期 １２月１２日㈭、１月１５日㈬ 午前１０時５分～１１時４０分 離乳食後期の話と試食、
歯の話鶴川保健センター １２月１７日㈫

１歳６か月～２歳
０か月児の親子 健康福祉会館 幼児食 １２月１１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。


