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■問納税課　724・2121☎☎新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難な方はご相談ください。6月は、「市・都民税」の納付月です

募　集募　集
児童青少年課
会 計 年 度 補 助 職 員

【放課後児童支援員（補助）・学童保育
クラブ補助員】
　詳細は募集要項をご覧ください。
募集要項・応募書類は児童青少年課
（市庁舎２階）で配布しま
す（町田市ホームページ
でダウンロードも可）。
任用期間８月１日～３１日
勤務時間午前８時～午後７時のうち、
シフト表で定めた時間（５時間また
は４時間）
勤務場所中央学童保育クラブ（中
町）、つるっこ学童保育クラブ（大蔵
町）
募集人数合計１９人
報酬月額１０万５０００円（実働５時
間）、月額８万４０００円（実働４時間）／
別途、通勤手当相当分支給
※放課後児童支援員の資格を有する
方は、月額１３万円（実働５時間）、月額
１０万４０００円（実働４時間）です。
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、６月１５日～７月３日（必着）
に直接または郵送で児童青少年課
へ。
問児童青少年課☎☎７２４・２１８２

認 定 こ ど も 園 職 員
　詳細は認定こども園へお問い合わ
せください。
対有資格者
○認定こども園　正和幼稚園（☎☎
７９１・２７４６）＝保育士（常勤）、幼稚
園教諭（常勤）
問保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３８

お知らせお知らせ
６月２３日～２９日は
男女共同参画週間です
　職場や学校、地域、家庭で、一人ひ
とりの個性と能力を発揮できる「男
女共同参画社会」を実現するには、国
や市だけでなく、市民の皆さんの取
り組みが必要です。
　この機会に男女のパートナーシッ
プについて考えてみませんか。
内閣府男女共同参画局 検索

問男女平等推進センター☎☎７２３・
２９０８
生涯学習センターまつり
参加団体を募集します
　１０月２３日㈮～２５日㈰に生涯学習
センターまつりを開催します。同セ
ンターで主な活動をしているサーク
ル・団体の皆さんが中心となるお祭
りです。日頃の活動の成果を発表し

ませんか。
【事前説明会を開催します】
　参加希望の団体は、必ず１人以上
出席してください。
対主に同センターで活動している団
体、同センターで活動を行う予定の
団体
日７月３日㈮午後２時から、４日㈯午
前１０時から、各１時間程度（各回とも
同一内容）
場同センター６階学習室１・２
内まつりの趣旨や参加申込方法等の
説明、参加申込書等の配布
問同センター☎☎７２８・００７１　

催し・講座催し・講座
まずは相談から始めませんか
町田市介護人材バンク

【出張・就労相談会ｉｎなるせ駅前市民
センター】
　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（資格や
経験は不問）。
対介護施設に就職を希望する方
日６月２４日㈬午後１時３０分～４時
場なるせ駅前市民センター第２Ａ会
議室
※事前予約は町田市介護人材バンク
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

ダンボールコンポスト講習会
　ダンボールコンポスト１セット
（幅３７㎝、奥行き３３㎝、高さ３２㎝、重
さ約７㎏）をお持ち帰りいただけま

す。
※講習会を受講したことがある方は
申し込みできません。
対市内在住の方
日①６月２９日㈪②６月３０日㈫、午後
２時３０分～４時
場①南市民センター②鶴川市民セン
ター
定①１２人②１５人（申し込み順）
申６月１６日正午～２１日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２００６１６Ｄへ。　
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０　
７月からの毎月第３水曜日は
市庁舎でリサイクル広場
　対象品目を資源として無料で回収
します。
対市内在住の方
日７月からの毎月第３水曜日、午前
１０時～午後３時（祝休日を除く）
※都合により、開催できない場合が
あります。
場市庁舎前
対象品目陶磁器（土鍋・植木鉢含む、
割れた物可）、家庭金物（なべ・フライ
パン等の台所用品）、ガラス食器（割
れた物可）、廃食用油、防水やワック
ス加工がしてある紙容器（ヨーグル
トの容器、アイスカップ等）、裏面が
銀色・茶色の紙パック、洗剤の計量ス
プーン、ペットボトルのふた、パン袋
の留め具、ビデオテープ、小型家電
（３０㎝×１５㎝の投入口に入る製
品）、携帯電話
※指定収集袋で出せる、重さが１０㎏
以内の物に限ります。
※回収したものは原則リサイクルし
ます。
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１６０

　「目には青葉　山ホトトギス　初
鰹」とはよく言ったもので、先月の下
旬からまさしく青葉の季節になっ
て、広袴、真光寺、小野路、小山田など
の里山を、ホトトギスの声、例の「特
許許可局」と聞きなす鳴き声が渡っ
ていきます。同じく、この季節にやっ
てくる青

あお

葉
ば

木
ず

菟
く

のホッ、ホッという
鳴き声を夜中に聞くことができま
す。
　朝から日中にかけて、広袴の調整
池では、ギョギョシ、ギョギョシ、カ
チカチカチというオオヨシキリの、
それこそ大声が響いています。ツツ
ジからアジサイへ、そして足元のホ
タルブクロも咲き始め、野鳥も草花
も、季節は春から夏に移っています。
　新しい季節を、新しい気持ちで迎
えたいと思います。
　新型コロナウイルス感染拡大に伴
う、緊急事態宣言が解除されました。
しかし、感染リスクがゼロになった
わけではありません。新しい生活様
式というか、どこかにウイルスが潜
んでいるという前提での生活習慣に
切り替える必要があります。そのこ
とも、新しい季節が訪れた、というよ
うに受け止めて、新しい気持ちで前

向きに行きたいと思います。
　町田市の各市民利用施設も、先月
末から段階的に再開しています。ま
た、小・中学校も通常の授業になりま
した。ただ、３か月の間、休校だった
ため、今年の夏休みは、通常の約６週
間が８月の約３週間に短縮される予
定です。
　暑い季節になります。これからは
熱中症に気を付けなければなりませ
ん。マスクも、いつも着けているのは
熱中症などの危険もあります。例え
ば、強めの運動をする場合にはマス
クをはずすことも必要です。
　新型コロナウイルス感染拡大を防
ぐさまざまな取り組みを、少し長丁
場になるかもしれませんが、市民の
皆さんとともに進めていきます。

市役所閉庁時の行方不明高齢者の捜索協力

依頼窓口の連絡先が変更となりました
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

　市では、市内在住の高齢者が認
知症等により行方不明となった場
合、ご家族からの依頼があれば、関
係機関へのＦＡＸ・メール送信、町
田市防災行政無線放送、ＦＭラジ
オ放送などで市民からの情報提供
を呼び掛けています。市に捜索協
力を依頼したい場合、ご家族から
の電話連絡が必要です。

　なお、市役所閉庁時（月～金曜日
の午後５時～翌日午前８時３０分及
び土・日曜日、祝休日等）に依頼い
ただく際は、町田市行方不明高齢
者捜索依頼窓口で受け付けしてい
ます。この度、連絡先が下記のとお
り変更となりました。
電話番号☎☎０３・５３０５・３６８３

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

町田市介護保険事業計画
・高齢者福祉計画審議会

7月1日㈬午
後6時30分～
8時

市庁舎10階
会議室10-2
～5

3人
（申し込み順）

事前に電話でいきいき総
務課（☎☎724・2916）へ

町田市立図書館協議会 7月2日㈭午
後2時～4時

中央図書館
6階・中集会室

5人
（先着順）

直接会場へ問中央図書
館☎☎728・8220

町田市教育委員会定例会 7月3日㈮午
前10時から

市庁舎10階
会議室10-2
～5

直接会場へ問教育総務
課☎☎724・2172

町田市廃棄物減量等
推進審議会

7月9日㈭午
後6時30分～
8時30分

市庁舎2階
市民協働お
うえんルーム

10人
（申し込み順）

6月15日～7月8日に電
話で環境政策課（☎☎724
・4379）へ

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

看護師

いずれも
若干名

看護師の資格を有する、または
2021年春までに取得見込みの方 ○受け付け＝

6月15日㈪～
29日㈪午後5
時（必着）

○試験日＝7月
18日㈯

10月1日
2021年1月1日
2021年4月1日助産師 助産師の資格を有する、または

2021年春までに取得見込みの方

栄養士
1985年4月2日以降に生まれた、管
理栄養士の資格を有する、または
2021年春までに取得見込みの方

2021年4月1日

※�試験実施要項・受験申込書・適性検査受検申込書は同病院ホームページでダウンロード
できます（同病院でも配布）／郵送・持ち込みは同病院総務課へ／受験資格、採用条件等
は実施要項を十分に確認してください。

町田市民病院職員募集
町田市民病院　採用 検索

問同病院総務課
☎☎７２２・２２３０（内線７４１２）

段階的に再開した小学校の登校風景


