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催し・講座催し・講座
ことばらんどでお正月

　町田市民文学館でお能や競技カル
タの体験をしませんか。家族での参
加も歓迎です。
【新年を寿

ことほ

ぐ！はじめてのお能体験
教室】
対小学生以上の方（小学生は保護者
同伴）
日１月１１日㈯午後１時～３時３０分
内お能についての講義、謡・仕舞・道
具の体験
講シテ方金春流能楽師・井上貴覚氏
定小・中学生１０人、高校生以上１０人
／申し込み順
【みんなで楽しむ競技カルタ会】
対小学生以上の競技カルタ初心者
日１月１２日㈰午後２時～４時
内百人一首についての講義と競技カ
ルタの体験
講高砂かるた会
定１６人（申し込み順）

◇
場町田市民文学館
申１２月１７日午前９時から電話で同
館（☎７３９・３４２０）へ。
国際版画美術館
リトグラフ一日教室
対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）
日１月３１日㈮、２月１日㈯、午前１１時
～午後４時（各回とも同一内容）
※両日への申し込みはできません。

対市内在住、在勤、在学の方
日１月１８日㈯午後７時～８時３０分
場成瀬コミュニティセンター
定１２０人（申し込み順）
申１２月１７日正午～１月１４日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１９１２１７Ａへ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
さがまちカレッジ
講 座 受 講 者 募 集

　詳細は講座案内チラシ（生涯学習
センター、各市民センター、各市立図
書館等で配布）をご覧下さい（さがま
ちコンソーシアムホームページでダ
ウンロードも可）。
【①作品鑑賞を楽しみましょう～自
分らしく絵の世界を味わうために】
　作品鑑賞の理論や鑑賞の仕組み等
についての講義、スライドを使った
鑑賞レッスンを行います。
日２月１５日、２２日、２９日、いずれも
土曜日午前１０時３０分～正午、全３回
講女子美術大学芸術学部非常勤講師
・内野博子氏
定２０人（抽選）
費２５００円
【②パーソナル・ミニドキュメンタリ
ー映画をつくろう～身近な“あの人”
の声なき声に、カメラで耳を澄ます】
　取材・撮影・編集・上映・フィードバ
ックという制作プロセスを体験しな
がら、ミニドキュメンタリー映画を
１人１本制作します。
日２月１６日㈰午前１０時～午後４時
３０分、２４日（振休）午前１０時～午後
０時３０分または午後１時３０分～４
時、２９日㈯午後１時３０分～４時３０
分、全３回
講東京造形大学映画・映像専攻助教　
　川部良太氏
定８人（申し込み順）

場同館
内単色刷りの小品（約１５㎝×２０㎝）
を制作しながら、リトグラフの技法
を学ぶ（道具、材料は同館で用意）
講版画家・小森琢己氏
定各８人（抽選、結果は１月１０日ごろ
郵送）
費３０００円
申１月６日までにイベントダイヤル

（☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード１９１２１３Ｈへ（同館ホームペー
ジで申し込みも可）。
問同館☎７２６・２８８９
相談からはじめる地域での仕事探し
町田市介護人材バンク

【出張・相談登録会ｉｎ木曽森野コミュ
ニティセンター】
　資格や経験は不問です。希望職種
や勤務形態など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１２月２５日㈬午後１時３０分～４時
場木曽森野コミュニティセンター　
第２会議室
※事前予約は同バンクへ（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

認知症サポーター養成講座
　認知症の基礎知識や対応方法を学
びます。講座終了後に、認知症サポー
ターの証しとなるオレンジリングを
お渡しします。

費２５００円
◇

対１５歳以上の方（中学生を除く）
場町田市生涯学習センター
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①１月１４日まで②２月１０
日まで（いずれも必着）に、郵送また
はＦＡＸでさがまちコンソーシアム
事務局へ（さがまちコンソーシアム
ホームページで申し込みも可）。
※申込締切日までに定員に達しない
場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
生涯学習センター
親と子のまなびのひろば

【きしゃポッポ】
　お母さん同士で育児の工夫等を共
有しましょう。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の末日まで）とその保護者、妊婦
の方
日１２月１７日㈫、１月７日㈫、１４日㈫、
２１日㈫、２月４日㈫、１１日㈷、１８日
㈫、午後２時～４時（自由遊び時間を
含む）
内自由遊び、スキンシップ遊び、ミニ
ミニ井戸端会議
【パパと一緒にきしゃポッポ】
　お父さんが赤ちゃんと楽しく過ご
すためのヒントが見つかるひろばで
す。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の末日まで）とその父親
日１２月２２日㈰、１月２６日㈰、２月２３
日㈷、午後２時～４時
内自由遊び、スキンシップ遊び、手作
りおもちゃ制作等

◇
場生涯学習センター６階保育室
問同センター☎７２８・００７１

認可保育園を運営する費用の状況 問保育・幼稚園課☎７２４・２１３７

市税の納付は

安心・便利な口座振替を！
問納税課☎７２４・２１２１

町田市プレミアム商品券

1月21日まで申請期限を延長します！
問産業政策課☎７２４・３２９６

【申込書の請求はお電話で！】
　２０２０年度からの口座振替の申
し込みを受け付けています。申込
書を送付しますので、納税課へご
連絡下さい。利用できる各税目の
申込期限は右表のとおりです。
【口座振替にするメリット】
①納付のために金融機関等へ出向
く必要がない。
②各納期に指定口座からの振替を

行うため、納め忘れがない。
申申込書に必要事項を記入・押印
のうえ、郵送で納税課へ。

　２５％のプレミアムが付く「町田市
プレミアム商品券」（使用期間＝２月
２９日まで）の購入要件にあたる、

「２０１９年度の住民税が非課税の方」
の購入申請の受付期限を延長しま
す。購入対象者１人につき最大２万 
５０００円分（販売価格２万円）購入で
きます。対象と思われる方には、１０
月中旬までに市から申請の案内を送
付しています。
※詳細は町田市ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせ下さい。
申請方法すでに市から発送している
申請書に記入し、１月２１日まで（消印
有効）に返信用封筒で送付。

※対象者要件が確認でき次第（約１
～２週間後）、購入引換券をお送りし
ます。
※申請が期限間際となる方には、１
月２９日㈬ごろ購入引換券が届きま
す。購入期間に余裕を持って申請し
て下さい。
※商品券は１月３１日㈮まで、産業政
策課（市庁舎９階）及び市内の郵便局
で購入いただけます。

「プレミアム商品券」をかたった
振り込め詐欺や個人情報の
詐取にご注意下さい。

2020年度からの口座振替申込書提出期限
税　目 申込期限

固定資産税
都市計画税 2月13日

軽自動車税 2月28日
市・都民税 4月1日
国民健康保険税 4月24日

　認可保育園は、保護者の就労や病
気などの理由により、家庭で保育で
きない児童を保護者に代わって保育
する児童福祉施設です。
　２０１９年度は、市内の保育園等の
定員を３６５人分増やし、市立・私立合
わせて７４園の認可保育園で保育を
行っています。
　運営には右図のとおり、国が定め
る保護者負担基準の一部を公費で負
担し、保護者の負担を軽減していま
す。
　保育料は、保育園運営の大切な費
用の一部となっています。納期限を
守って納付して下さい。なお、納期限
までにお支払いいただけない場合

は、差し押さえ等の滞納処分をする
ことがありますので、納付が困難な
場合は、事前にご相談下さい。

国が定める
割合

認可保育園の運営にかかる児童１人当たりの費用 10万6461円／月
認可保育園の運営費の負担割合

町田市の
状況

国
33.8％

3万6003円

国
33.8％

3万6003円

都
15.5％

1万6469円

都
15.5％

1万6469円

市
30.2％

3万2185円

保護者
20.5％

2万1804円

市
15.5％

1万6469円

保護者
35.2％

3万7520円

※入所児童数・運営費用とも、市の直接運営の公立保育所は除いています。

2018年度の入所児童の状況
延べ入所児童数 7万3956人
月平均入所児童数 6163人
月額平均保育料 2万1804円

2018年度の運営費用の状況
国 26億6265万円
都 12億1799万円
市 23億8031万円

保護者 16億1250万円
合　計 78億7344万円


