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募　集募　集
子ども総務課
会 計 年 度 補 助 職 員
対パソコン作業ができ、書類の開封
・整理仕分作業の経験があり、子育
て支援に関心がある方
任用期間①６月１日～７月３１日②６月
１日～９月３０日③６月１日～１０月３１
日
勤務時間月～金曜日、午前８時３０分
～午後５時、月１６日
勤務場所子ども総務課（市庁舎２階）
募集人数①３人②１人③１人
報酬月額１２万６０００円（別途通勤手
当相当分支給）
※雇用保険加入有り。②③は社会保
険加入有り。

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、３月２７日まで（必着）に、直
接または郵送で子ども総務課へ。
※詳細は募集要項をご覧ください。
募集要項・応募書類は子
ども総務課で配布します
（町田市ホームページで
ダウンロードも可）。
問子ども総務課☎☎７２４・２１３９

認 可 保 育 所 職 員
　詳細は各認可保育所へお問い合わ
せください。
対有資格者
○多摩境敬愛保育園（☎☎７７５・１４７０）
＝保育士（非常勤）
○敬愛桃の実保育園（☎☎７７０・１１１３）
＝保育士（非常勤）
問保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３８

町田新産業創造センター
２階インキュベーション
フ ロ ア の 入 居 者
　入居者は、常駐のインキュベーシ
ョンマネージャーによる販路拡大や
資金調達等の相談支援、他の入居者
等との交流を通じた創業期のノウハ
ウ共有など、さまざまな経営支援を
受けることができます。施設内覧も
随時受け付けしており、１席単位で利
用可能なブースの貸し出しもありま
す。
対これから創業する方、創業後５年
以内の方、第２創業をする方（個人で
も法人でも可）
内・費２階１２号室（面積９㎡）＝月額
３万８１７円（賃料）
※消費税、共益費を含みます。
申入居申込書（同センターホームペ
ージでダウンロード）に記入し、３月
３１日午後５時まで（消印有効）に直接
または郵送で同センターへ。

※書類審査後、面接を行い
ます。
問同センター☎☎８５０・
８５２５、町田市産業政策課☎☎７２４・
２１２９
障がい児スポーツ教室
指 導 員
　参加者が楽しく安全に運動できる
よう補助したり、教室の企画運営等
を行います（謝礼有り）。
※詳細はお問い合わせください。
対福祉に理解のある２０～６５歳程度
の方（指導経験は不問）
日土曜日の①午後３時～５時②午後２
時～４時３０分、年間各３６回（月平均３
回）程度（全回参加できなくても可）
場①サン町田旭体育館②町田市子ど
も発達センター
※②はプール指導です。
申電話で障がい福祉課へ。
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３

農業研修の修了式を行いました
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

町田市農業祭表彰状授与式を行いました
問農業振興課☎☎７２４・２１６６、ＪＡ町田市経済センター営農支援課☎☎７９２・６１１１

　２月１日に市庁舎で町田市農業
研修修了式を行いました。今年度
は第９期生９人が、約２年の研修を
修了しました。式典では、修了生か
ら「収穫量を大幅に増やすことが
できた」「農薬の扱い方を学べた」
等の発表がありました。

２０２０年度研修生を追加募集！

　４月から開講する第１１期生の募
集を行っています。市が開設した
研修農場で、約８０㎡の区画を管理
しながら一般的な栽培技術を学び
ます。農家を支援する援農者や新た

に農業経営を目指す方向けで、仕事
を続けながらの受講も可能です。
対市内在住の、小野路町の研修農
場に通うことができ、農家を支援す
る援農活動や農業経営を目指す方
日４月～２０２２年２月（１年１１か
月）、毎週土曜日午前９時～１１時
３０分（午後に至る作業日も有り）
場町田市農業研修農場（小野路町）
※駐車場があります。
※詳細は、募集案内（農業振興課
〔市庁舎９階〕、各市民センター、各
駅前連絡所で配布、町田市ホーム
ページでダウンロードも可）をご
覧ください。
定９人（選考）
費４万円／年（講師料、傷害保険
料、各自栽培する野菜の苗や種子
代、肥料・農薬・農業用資材等）
申募集案内に添付の応募用紙に必
要事項を記入し、３月２３日まで（必
着）に郵送で農業振興課へ。

　第４６回町田市農業祭農産物品
評会及び営農技術競技会で優秀賞
を受賞した方の表彰状授与式を２
月４日に、町田市民フォーラムで
行いました（＝写真）。
　この授与式は各種審査会におい
て、優秀な成績を収めた市内農家
を表彰するものです。品評会と営
農技術競技会の各部門で合計５３８
点の出展がありました。
　主な受賞者は次の方々です（敬
称略、カッコ内は対象の品目）。
○東京都知事賞
中島公明（立毛露地トマト）、中溝
章雄（キャベツ）、渡邉俊之（ハイビ
ャクシン）

○町田市長賞
吉沢一明（立毛ハウストマト）、鎌
田勝（ダイコン）、榎本佳央（アオダ
モ）
○町田市議会議長賞
古谷忠良（立毛キュウリ）、鎌田勝
（カブ）、鈴木登志也（シダレヤポン）

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
町田市保健所運
営協議会

３月１９日㈭午後７
時３０分～８時３０分

市庁舎１０階会議
室１０－２～４

５人
（申し込み順）

事前に電話で保健総
務課（☎☎７２４・４２４１）へ

町田市交通マス
タープラン推進
委員会

３月２４日㈫午後２
時から

市庁舎２階会議
室２－２

５人
（申し込み順）

事前に電話で交通事
業推進課（☎☎７２４・
４２６０）へ

町田市自殺対策
推進協議会

４月２３日㈭午後２
時～３時３０分

市庁舎２階市民協
働おうえんルーム

５人
（先着順）

直接会場へ問健康推
進課☎☎７２４・４２３６

お気軽にご相談ください　4月、5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＝２００３０３Ｍ、Ｂコース＝
２００３０３Ｎへ

１６～３５週の妊婦
とその夫 健康福祉会館

Ａコース
４月１０日、５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

４月１７日、５月８日㈮ 分娩経過とリラックス
法等

Ｂコース ４月２５日、５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、直接会場へおいでください。

２か月以上の未就
学児とその保護者

健康福祉会館 ４月６日、２０日、５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 ４月８日、５月２０日㈬

子どもセンターばあん ４月１０日、５月１日㈮ 受け付け＝午前１０時～１１時３０
分、午後１時３０分～３時

忠生保健センター ４月１４日、５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 ５月１３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 ４月２日、９日、１６日、２３日、３０日、
５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
２００３１７Ｐへ

１６～３５週の妊婦 健康福祉会館 ４月２３日、５月２１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＝２００３１７Ｓ、後期＝２００３１７
Ｋ、幼児食＝２００３１７Ｙへ

４～６か月児の保
護者

健康福祉会館

初期 ４月９日㈭、２１日㈫、５月
１２日㈫、２８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 ４月１５日㈬、５月１５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、親子遊び

１歳６か月～２歳０
か月児の親子 幼児食 ５月２０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。


