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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、催し・講座は中止や一部変更になる場合がありますのでご了承ください

お知らせお知らせ
スマートフォン版
生涯学習ＮＡＶＩ　好き！学び！

　生涯学習センターでは、年４回、市
内や近隣で開催す
る講座・イベント
等をまとめた情報
誌「生涯学習ＮＡＶＩ 
好き！学び！」を発
行しています。
　冊子は、町田市
ホームページ（＝右記二
次元バーコード）でフル
カラーでご覧いただけま
す。
問同センター☎☎７２８・００７１

インターネット公売を行います
　市税の滞納処分により差し押さえ
た動産を公売します。
　入開札は、ヤフー（株）が提供する
インターネット公売システム上で行
います。
公売方法せり売り
申込期間４月２８日㈫午後１１時まで
入札期間５月８日㈮午後１時～１０日
㈰午後１１時
※公売財産の下見会等は実施しませ
ん。
※公売財産の詳細や参加申込方法等
について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。
問納税課☎☎７２４・２１２２

催し・講座催し・講座
地 域 就 職 面 接 会

　いずれも１０社程度の企業が参加
します。
【直前セミナー】
日６月１５日㈪午前１０時～正午
定３０人（申し込み順）
申電話で東京しごとセンター多摩
へ。
【就職面接会】
　直接会場へおいでください。
日６月１５日㈪午後１時～４時（受け付
け＝午後０時３０分～３時）

◇
場町田市文化交流センター
問東京しごとセンター多摩☎☎０４２・
３２９・４５２４、町田市産業政策課☎☎
７２４・２１２９
楽しく学びながら仲間づくりしませ
んか～家庭教育支援学級・保育付き
エ ン ジ ョ イ マ マ
対市内在住の、子育て中の方
日５月２８日㈭、６月１１日㈭、２５日㈭、
７月９日㈭、９月１日㈫、１０日㈭、２４日
㈭、１０月８日㈭、２９日㈭、１１月１２日
㈭、２６日㈭、１２月１０日㈭、２０２１年１
月１４日㈭、２８日㈭、２月４日㈭、１８日
㈭、３月４日㈭、午前１０時～正午、全
１７回
場生涯学習センター
内調理実習、わらべ歌遊び、親子ひろ
ばの企画・運営等
講帝京大学准教授・岡田たつみ氏
定保育付き＝２０人、保育無し＝５人

／初めて家庭教育支援学級を受講す
る方を優先のうえ抽選、結果は５月
１５日に発送予定
費保育利用者のみ８５０円
※別途材料費等の実費分がかかりま
す。
申４月１５日午前９時～５月１２日午後
５時に電話で同センターへ。保育希
望者（５月１日時点で、８か月以上の未
就学児）は併せて申し込みを。
問同センター☎☎７２８・００７１
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ
公 開 講 座

　各連続講座の受講者は申し込み不
要です。
【①“こころ”と“からだ”の健康学～健
康は足もとから　シューフィッター
が教える失敗しない靴選びのコツ】
　シューフィッターとして長年にわ
たり靴業界に携わってきた木村氏が
正しい靴の選び方、履き方、歩き方を
お伝えします。
日５月２１日㈭午前１０時～正午
講（一社）足と靴と健康協議会事務局
長・木村克敏氏
定８８人（申し込み順）
【②まちだの水とみどり入門～鶴見
川下流を豪雨氾

はん

濫
らん

からまもったのは
町田の緑】
　町田市には鶴見川の源流があり、
上流域の豊かな緑は下流を洪水から
守っています。
　地形から災害の危機を知り、温暖

化豪雨時代にどう適応したらよいか
考えます。
日５月２３日㈯午前１０時～正午
講慶應義塾大学名誉教授・岸由二氏
定３５人（申し込み順）
【③人間科学講座～老化しない脳と
身体をつくる】
　生活習慣により、老化しない脳と
身体を作る生き方を脳機能の専門家
にお話しいただきます。
日５月３０日㈯午後２時～４時
講東京大学名誉教授・石浦章一氏
定２３人（申し込み順）

◇
場同センター
申１次受付＝４月１５日正午～午後７
時にイベシス（インターネット）コー
ド ① ２ ０ ０ ４ １ ６ Ｂ② ２ ０ ０ ４ １ ６ Ｃ③
２００４１６Ｄへ／２次受付＝４月１６日
正午から①５月１３日まで②５月１４日
まで③５月２１日までにイベントダイ
ヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシ
スへ。
問同センター☎☎７２８・００７１

町田リサイクル文化センター周辺大気中の

ダイオキシン類測定結果をお知らせします
問資源循環課☎☎７９７・９６１５

　町田リサイクル文化センター周辺
の大気中のダイオキシン類測定を実
施しましたので、その結果をお知ら
せします。測定結果は、環境基準に適

合していました。
※詳細は、町田市ホームページをご
覧ください。

単位：ｐｇ－ＴＥＱ／㎥
主な測定地点 春　季 夏　季 秋　季 冬　季 年度平均 環境基準
小山田小学校 ０．０１３ ０．００８３ ０．０１１ ０．０１５ ０．０１２

０．６
以下小山田中学校 ０．０１３ ０．００9５ ０．０１３ ０．０１５ ０．０１３

図師小学校 ０．００9０ ０．００８８ ０．０１３ ０．０２１ ０．０１３
測定日：�春季＝２０１9年４月１9日～２６日／夏季＝２０１9年７月１２日～１9日／秋季＝

２０１9年１０月１８日～２５日／冬季＝２０２０年１月１０日～１７日

コンビニ証明書自動交付
サ ー ビ ス を 終 日 休 止

　システムメンテナンスのため、
５月２日㈯～６日（振休）はコンビニ
エンスストアでの証明書自動交付
サービスを終日休止します。
　交付の再開は、５月７日㈭午前６
時３０分からです。
問市民課☎☎７２４・２８６４

市税を一度に納付することが困難な方へ
問納税課☎☎７24・2１22

AI（人工知能）がご質問にお答えします
問広聴課☎☎７24・2１02

　納税者またはその生計を同じく
する親族が新型コロナウイルス感
染症に罹

り

患
かん

した場合など、事情に

応じて分割納付等のご相談をお受
けします。

　ＡＩチャットボットのキャラク
ター「しつぎおとうふ」君が行政サ
ービスの手続きや制度に関するご
質問にお答えします。
　あいまいな質問でも、適切と思
われる選択肢や回答を対話形式で
表示し、詳細は町田市ホームペー

ジ等に誘導します。スマートフォ
ンやタブレット、パソコンから、２４
時間無料でご利用いただけます。
※通信費等は利用者負担です。

ＡＩスタッフ総合
案内サービス
二次元バーコード

おいでください　特定の期日に行うイベント
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定しているイベントが中止になる場合があります。

必ず、事前に主催団体への確認をお願いします。

市民の広場 　「市民の広場」は、市民の皆さんの交流や、仲
間づくりを応援するコーナーです。
　サークル活動のイベントをお知らせする「お

【コーナー掲載の申込方法】
●必ず「掲載ルール」をご覧ください。 市HP 検索市民の広場
●おいでください：毎月１５日号です。掲載された場合、次は３か月後以
降に申し込めます。申込期間＝掲載したい月の前月の１日～２０日
●仲間に：年２回掲載で、次回は５月１５日号です。次回申込締切日は４
月２０日です。
　申込用紙と掲載ルールは広報課（市庁舎４階）で配布しています（町
田市ホームページでダウンロードも可）。 問広報課☎☎７２４・２１０１

いでください」のコーナーと、会員募集を掲載する「仲間に」があります。
※ 活動内容の確認やトラブルの解決は、当事者間でお願いします（市は関与

していません）。また、各会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
※ 市民サークルに関しての情報は まちだ施設案内予約システム 検索 の「団体・サ

ークル紹介」でもご案内しています。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
能ヶ谷西緑地の動植物の写真スケッチ小物の展示会 ５月９日㊏午前１０時～午後３時 能ヶ谷西ふるさとの森 無料 勝田☎☎７３４・５９９１ 雨天翌日　参観自由です

新緑の里山・小山田を巡り、歴史と民話を訪ねます ５月２２日㊎午前９時４５分～午後３時 小山田バス停集合 ５００円 ガイドボランティアの会☎☎０８０・５００４・４２４９ 約６㎞の散策です　要申込

元気イキイキヨガ　気功をとり入れたヨガ ５月２３日㊏午後１時３０分～２時３０分 生涯学習センター和室１ ３００円 神山☎☎０８０・１２３９・２３６４ シニアの方大歓迎です

町躍皷（まちやっこ）和太鼓コンサート ６月２１日㊐午後１時３０分開場、２時開演 ひなた村カリヨンホール 無料 町躍皷事務局☎☎０７０・５５４３・０２８５ ５月６日公演は休館の為延期

時代小説読み語り　山本周五郎、藤沢周平２編予定 ７月１９日㊐午後２時（開場１時３０分） 中央図書館６階ホール ５００円 池内☎☎０７０・２８１６・６６７２ 尚、春の部は中止しました


