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お知らせお知らせ
３月１日～７日は

建 築 物 防 災 週 間
　外壁材や看板の固定、アスベスト
対策、防火扉の動作確認などを行い、
適切に建築物を維持管理し、事故を
防ぎましょう。
問建築開発審査課☎☎７２４・４２６８
大地沢青少年センター～９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３月７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。
※９月１日、８日、１５日、２３日、２９日は
利用できません。
せせらぎの里　町田市自然休暇村～
９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３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）。
※９月８日、９日、１７日、３０日は利用
できません。

催し・講座催し・講座
家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日３月２５日㈬午後２時～３時３０分
場南第３高齢者支援センター
内介護で感じるイライラやストレス
と上手に付き合うためのアンガーマ
ネジメントのテクニックを学ぶ
定３０人（申し込み順）
申電話で南第３高齢者支援センター
（☎☎７２０・３８０１）へ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０
おいしく！楽しく！健康に！

男 性 料 理 教 室
　栄養バランスが良く、繰り返し作
れるメニューを調理し、食べます。
対市内在住の６５歳以上の料理初心
者の男性で、全回参加できる方
日４月９日㈭、１４日㈫、２１日㈫、午前
１０時～午後１時、全３回
場町田市民フォーラム
定２０人（抽選、結果は３月２３日ごろ
発送）

費２０００円（食材費等）
申３月５日正午～１２日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２００３０５Ａへ。
※当日の詳細は、町田市シルバー人
材センター（☎☎７２３・２１４７、受付時
間＝午前９時～午後４時）へお問い合
わせください。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６
わくわく仲間づくりカレッジ

里山ウォーキング（前期）
対市内在住の６５歳以上の方
※医師から運動制限等を受けている
方はご遠慮ください。
日①４月２日②４月１６日③４月３０日、
いずれも木曜日午前８時５０分～午後
３時、全３回
※集合は①②町田バスセンター③小
田急線鶴川駅です。
内①お花見（成瀬）②ＪＡＸＡ（相模原
市）③三輪の各コース（各約７㎞）を
歩く
定３０人（抽選、結果は３月２３日ごろ
発送）
費１２００円（食材費等）
申３月５日正午～１２日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２００３０５Bへ。
※当日の詳細は、町田市シルバー人
材センター（☎☎７２３・２１４７、受付時
間＝午前９時～午後４時）へお問い合
わせください。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６
自動車安全運転を学ぼう！

町田市春の交通安全教室
　４月６日から始まる春の全国交通
安全運動に合わせ、町田市・町田警察
署・町田ドライヴィングスクールの
共催で開催します。
開催日４月１２日㈰
場同スクール（南大谷１－５５）
※駐車場はありません。

【交通安全体験ブース】
　直接会場へおいでください。
時間午前９時～正午
内飲酒ゴーグル、リフレクボックス
（夜間の反射材の効果）の体験等　
【ペーパードライバー安全運転教室】
時間午前９時１５分～正午
内指導員とマンツーマンでコースを

走行、警察官による交通安全講話等
定３６人（市内在住の方を優先のう
え、抽選）
申３月３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２００３０３Ａへ。

◇
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３、町
田警察署交通課安全教育係☎☎７２２・
０１１０、町田ドライヴィングスクー
ル☎☎７２３・２４８０

普 通 救 命 講 習 会
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）
日４月１８日㈯午後１時～４時
場健康福祉会館
内心肺蘇生法、ＡＥＤの使用方法、窒
息の手当て、止血の方法等
※救命技能認定証を発行します。
定４０人（申し込み順）
費１５００円（教材費）
申３月３日正午～２４日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２００３０３Ｄへ。
問保健総務課☎☎７２４・４２４１

技能功労者・永年勤続従業員を表彰しました
問産業政策課☎☎724・2129

黙とうを捧げましょう
問企画政策課☎☎724・21０３

イ ベ ン ト 延 期・ 中 止 の 
　　　 お 知 ら せ　　　

【「シルバー交流まつり」延期】
　本紙２月１日号８面でお知らせし
た、３月７日開催の「シルバー交流
まつり」は延期します。開催日・内
容は決まり次第、町田市シルバー
人材センターホームページでお知
らせします。
問同センター☎☎７２３・２１４７、町田
市高齢者福祉課☎☎７２４・２１４１

【「木曽山崎コミュニティセンター
まつり」中止】
　本紙２月１５日号６面でお知らせ
した、３月７日、８日開催の「木曽山
崎コミュニティセンターまつり」
は中止となりました。
問木曽山崎連絡所☎☎７９３・３０３０
　　　　　　　　　　　　　　　
　なお、例年開催している「町田
市民交通安全のつどい」は、今年
は中止となりました。詳細は市民
生活安全課（☎☎ ７２４・４００３）へ
お問い合わせください。

　市と町田商工会議所は、２０１９
年度の技能功労者・永年勤続従業
員の表彰式を２月１７日に町田市文
化交流センターで行い、その功績
をたたえました。
　技能功労者は、永く同一の職業
に従事し、技能及び技術の鍛錬や
後進の指導育成にあたり、市民生
活の向上と産業の振興に顕著な功
績が認められる技能者の方が対象
で、今年度は１０人が表彰されまし
た。
　永年勤続従業員は、市内の同一
事務所に永年にわたり勤務してい
る方が対象で、今年度は３０年以上
の勤続が８人、２０年以上の勤続が
２２人、１０年以上の勤続が４５人、合
計７５人が表彰されました。永年勤
続従業員の氏名等については、町
田市ホームページをご覧くださ
い。
　技能功労者の推薦業種団体、技
能職名及び氏名は、次のとおりで

す（順不同、敬称略）。
○東京都柔道接骨師会町田支部町
田市接骨師会　按

あん

摩
ま

・マッサージ
・指圧・鍼灸師:池内博勉
○町田電気工事協同組合　電気工
事士:城山翼、佐瀬謙治
○東京都理容生活衛生同業組合町
田支部　理容師:竹内一美、尾前
廣人
○東京土建一般労働組合町田支部　
畳職:杉井哲也／造園職・植木職
:石川登
○町田市管工事協同組合　配管職
:大森裕人、豊澤八十治
○（一社）町田市緑化協会　造園職
・植木職:市川仁司

　いずれも当日は、防災無線で黙
とうのご案内をします。

【東日本大震災から９年】
　２０１１年３月１１日、東日本大震
災で多くの方が被災されました。
犠牲者のご冥福と被災地の１日も
早い復興を祈って、黙とうを捧げ
ましょう。
日３月１１日㈬午後２時４６分から１
分間

【東京都平和の日】
　１９４５年３月１０日、東京大空襲
で一夜にして多くの尊い命が失わ
れました。東京都では、平和国家日
本の首都として、戦争の惨禍を再
び繰り返さないことを誓い、３月
１０日を「東京都平和の日」と定め
ています。
　戦没者のご冥福と世界平和を祈

って黙とうを捧げましょう。
日３月１０日㈫午後２時から１分間

○東京空襲資料展　
　空襲で亡くなられた方々の遺品
や、戦中・戦後の生活や苦労を物語
る資料に加え、空襲下の東京を写
した写真資料を展示します。町田
市所蔵の戦時資料も併せて展示し
ます。
※東京都と共催です。
日３月７日㈯～１５日㈰、午前９時～
午後１０時
場生涯学習センター７階ミニギャ
ラリー
※展示内容については、東京都生
活文化局文化振興部文化事業課
（☎☎０３・５３８８・３１４１）へお問い合
わせください。

【市・都民税】
　申告書の提出期限は３月１６日で
す。期限間近は窓口が大変混雑し
ます。
　お早めに提出してください。
問市民税課☎☎７２４・２１１５、２１１４

【事業所税】
　法人の場合は事業年度終了の日
から２か月以内、個人の場合は３月
１６日までに申告して納付してく
ださい。
問資産税課家屋係☎☎７２４・２１１８

対前年に事業主控除額を超える事
業所得等のある個人事業主
※所得税の確定申告書や住民税の
申告書を提出した方は必要ありま
せん。また、事業を廃止した場合
は、廃止の日から１か月以内（死亡
による廃止の場合は４か月以内）
に申告が必要です。
申告期限３月１６日
問同事務所☎☎０４２・６４４・１１１４

市・都民税、事業所税　申告はお済みですか

八王子都税事務所 【個人事業税】


