
72020．3．15コードマークのあるイベントは町田市ホームページから申し込めますイベント申込システム イベシス 検索

５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索市HP町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます3月は「町田とユニセフの『子どもにやさしいまちづくり』」

「世界自閉症啓発デー」及び「発達障
害啓発週間」

市 庁 舎 を ブ ル ー に 
ラ イ ト ア ッ プ し ま す

　毎年４月２日は、国連が「世界自閉
症啓発デー」と定め、世界の人々に自
閉症を理解していただくため、普及
活動が行われています。
　また、４月２日～８日は厚生労働省
が「発達障害啓発週間」と定め、自閉
症を含めた発達障害の理解を深めて
いただくため、啓発活動が行われて
います。
　これらの普及・啓発活動の一環と

して市庁舎を自閉症のシンボルカラ
ーのブルーにライトアップします。
日４月１日、８日、いずれも水曜日午後
６時３０分～９時
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４５返
０５０・３１０１・１６５３
わたしも！まちだも！元気に！

いきいきポイント制度で 
活 動 し ま せ ん か

　いきいきポイント制度は、高齢者
が住み慣れた地域でボランティア活
動に参加することで自らの健康を維
持し、元気に暮らし続けられること
を目的としています。

　受入団体として登録された施設
で、市が承認したボランティア活動
をしてポイントを集めると、翌年度
に商品券等（上限５０００円）に交換で
きます。
対市内在住の６５歳以上の方
申電話で町田ボランティアセンター
へ。
※登録者研修会（月１回開催）受講後
に、いきいきポイント手帳を交付し
ます。

【平成３０年度のポイント還元・交換

を行っています】
　各種景品（百貨店共通商品券、図書
カード）と交換できます。
交換日３月３１日㈫まで（土・日曜日、
祝休日を除く）
交換方法「平成３０年度いきいきポイ
ント手帳」をお持ちのうえ、直接町田
ボランティアセンターへ。

◇
問登録・還元について＝同センター
☎☎７２５・４４６５、制度について＝町田
市高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

まこちゃん教室

4月から一部の施設利用等の料金が変わります

原町田一丁目自動車駐車場が利用しやすくなります
問産業政策課☎☎７２４・３２９６

4月１日から

施設の屋内は原則禁煙になります
問健康推進課☎☎７２４・４２３６

　まちだサポーターズになってオ
リンピック聖火リレーをお手伝い
してみませんか。
※活動内容、申込方法等の詳細は
町田市ホームページをご覧くださ
い。
対２０２０年４月１日時点で、満１５歳
以上の方

　まこちゃん教室は、学習支援を
通じて、基礎学力や学習習慣の定
着を目指す取り組みです。進学や
将来の夢を考えるきっかけとなる
課外授業も実施します。
申申請書等を３月１６日～４月１７日

（消印有効）に、直接または郵送で
下表の申し込み先へ提出。
※申請書は、子ども家庭支援セン
ター及び生活援護課で配布します

（町田市ホームページ、まちだ子育
てサイトでダウンロードも可）。

　市民負担の公平性の確保とサービ
スの向上を目指し、下表の施設は、４
月１日以降の施設利用等にかかる料

金を変更します。料金等の詳細は、お
問い合わせいただくか町田市ホーム
ページをご覧ください。

　未来を担う子どもたちに、東京２０２０オリンピック・パラリンピックを体感
してもらうため、親子を対象に、大会観戦ペアチケットを抽選販売します。
　チケット購入者には、市オリジナルの応援ボードをプレゼントします。ぜひ
会場で、応援にご使用ください。

対市内在住、在学の小・中学生（２０２０年４月１日時点）とその保護者（２人１組）
申３月１５日正午～４月７日にイベシスコード２００３１５Ａへ。
※イベシスのみの申し込みとなります。
※いずれも抽選です。チケット購入方法は、当選者に郵送でお知らせします。

　４月１日から、原町田一丁目駐車
場（立体）を２４時間営業化します。
　併せて、原町田一丁目自動車駐
車場の駐車料金を下表のとおり変
更します。

　また、第２駐車場には、新たに電
気自動車のカーシェアを４月下旬
に設置します。
市HP 原町田一丁目駐車場  検索

　４月１日から、改正健康増進法及
び東京都受動喫煙防止条例が全面
施行されます。
　以下の４点が新制度における喫
煙のルールとなります。
①２人以上の方が出入りする施設
は原則屋内禁煙となります。
②喫煙できる場所に、２０歳未満の
方は立ち入ることができません。
③施設の出入り口等に、喫煙状況
を示す標識が掲示されます。
④喫煙は決められた場所で行い、
周りの方へ配慮する必要がありま
す。

【受動喫煙防止対策専用相談窓口】
　受動喫煙対策に関するご不明点
・ご相談等は、下記の専用相談窓
口へお問い合わせください。
来所相談市庁舎７階７０５窓口
相談電話番号☎☎８６０・７８３０
受付時間午前８時３０分～午後５時

（土・日曜日、祝休日、年末年始を除
く）
※４月１日からは電話・来所相談と
もに受付開始時間が午前１０時か
らとなります。
市HP 受動喫煙防止対策  検索

施設名 改定内容 問い合わせ

国際版画美術館 施設及び附属設備の使用
料、観覧料を改定 同館☎☎726・2771

わくわくプラザ町田 第1・2会議室、講習室の利用
料金を改定 高齢者福祉課☎☎724・2141

小野路宿里山交流館 和室（1）・（2）、土蔵、製茶場
の利用料金を改定

観光まちづくり課☎☎724・
2128

町田ぼたん園 入園料を改定、団体入園料
を廃止 公園緑地課☎☎724・4399

町田えびね苑 入苑料を改定、団体入苑料
を廃止

温水プール
（町田一中、南中、鶴川中）使用料を改定 スポーツ振興課☎☎724・4036

対　象 場　所 定員
（選考）

申し込み・
問い合わせ先

派遣
コース

ひとり親家庭＝児童扶養手当を全
額受給している世帯またはそれに
準ずる世帯（生活保護受給世帯を除
く）の小学4年生～中学2年生
養育家庭＝市内在住の養育家庭に
預けられた小学4～6年生

受講者の自宅
（保護者の在宅時
に限る）

10人 子ども家庭支
援 セ ン タ ー

（市庁舎2階）
☎☎724・4419火曜日

コース
生涯学習センター
町田市民文学館 40人

水曜日
コース

次のいずれかの要件に該当する方
①児童扶養手当を全額受給してい
る世帯またはそれに準ずる世帯の
小学4年生～中学生②生活援護課か
ら塾代補助を受けていない生活保
護受給世帯の小学4年生～中学生

わ く わ く プ ラ ザ 
町田 各25人

生 活 援 護 課
（市庁舎1階）
☎☎724・4013金曜日

コース

４月1日からの駐車料金
料金体系 区　分 駐車料金（税込み）

基本料金 全日 午前6時～午後11時＝20分100円
午後11時～翌朝6時＝60分100円

最大料金
月～金曜日 当日最大 900円（※1）

パーク＆ライド利用者800円（※1、※2）
土・日曜日、

祝休日 当日最大1500円（※1）

※1　最大料金は繰り返し適用します。
※2　 ＪＲ横浜線及び小田急線の町田駅におけるＩＣカードの降車履歴を読み取り、

割引を適用します。

チケット販売競技種目一覧
大会名 競技名 日　時 会　場 主なプログラム 募集数 席種／価格（1枚）

オリンピック

バドミントン 7月25日㈯午後6時
～10時

武蔵野の森総合スポ
ーツプラザ（調布市）

シングルス（男子・女子）、
ダブルス（男子・女子・混
合）予選ラウンド

12組 Ｄ席／4000円

陸上競技

7月31日㈮午前9時
～午後0時30分 オリンピックスタジ

アム（新宿区）

男子400ｍハードル予選、
女子100ｍ予選等 25組 Ｄ席／6000円

8月4日㈫午前9時
～午後0時35分

女 子 走 幅 跳 決 勝、 男 子
400ｍハードル決勝等 15組 Ｄ席／7000円

※パラリンピックチケットについては今後の本紙等でお知らせします。

東京２０２０大会観戦チケットを抽選販売します！ 問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎☎７２４・４４４２

町田市聖火リレー 
ボランティア募集中！

受講者募集


