
4 2020．10．15 対対象 日日時 場会場 内内容 講講師 定定員 費費用 申申し込み 問問い合わせ凡例 市HP町田市ホームページ

■問納税課　724・2122☎☎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。10月は、「市・都民税、国民健康保険税」の納付月です

お知らせお知らせ
町田市特別定額給付金
給付を完了しました
　なお、コールセンターの受付期間
を１０月３０日㈮までに変更します。
問町田市特別定額給付金コールセン
ター☎☎７２４・２９０９（受付時間＝月～
金曜日の午前９時～午後６時）、町田
市福祉総務課☎☎７２４・４４８０

催し・講座催し・講座
　参加の際は、検温・手洗い・マス
ク着用などの感染症対策をお願い
します。

町田市介護人材バンク
【特別講座～心とカラダのイキイキ
健康体操！】
　ウォーキングに必要な下半身強化
をテーマに行います。
※講演後、介護に関する求職相談会
も行います。
対市内在住の介護に関わる仕事（資
格がなくてもできる清掃、ベッドメ
イキング、配膳、介護補助等の周辺業
務）の相談を希望する方等
日１０月２３日㈮午後２時～４時３０分
場町田市民フォーラム

講町田市リハビリテーション連絡会
・田中優氏
定２０人（申し込み順）
申１０月２１日までに電話で町田市介
護人材バンクへ。
【出張・就労相談会ｉｎ南市民センタ
ー】
　資格や経験は不問です。希望職種
や勤務形態などに応じた多様な働き
方を支援します。
対介護施設に就職を希望する方
日１０月２８日㈬午後１時３０分～４時
場南市民センター第１会議室
※事前予約は同バンクへ（予約無し
での参加も可）。

◇
問同バンク☎☎８６０・６４８０（受付時間
＝祝休日を除く月～金曜日の午前９
時～午後５時）、町田市いきいき総務
課☎☎７２４・２９１６

わくわくプラザ町田作品展
　日頃、わくわくプラザ町田を利用
しているサークル・団体の皆さんが
活動の成果を披露します。
※町田市シルバー人材センターと共
催です。
日１０月２９日㈭～１１月２日㈪、午前
１０時～午後４時
場わくわくプラザ町田３階講習室
※車での来場はご遠慮ください。
内絵画・絵手紙・彫刻・俳句・写真・書
道等の展示

問同センター☎☎７２３・２１８０、町田市
高齢者福祉課☎☎７２４・２１４１

認知症サポーター養成講座
　認知症の基礎知識や対応方法を学
びます。講座終了後に、認知症サポー
ターの証しとなるオレンジリングを
お渡しします。
対市内在住、在勤、在学の方
日１１月２５日㈬午後２時～３時３０分
場わくわくプラザ町田
定５０人（申し込み順）
申１０月１６日正午～１１月１９日にイ
ベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード２０１０１６Ｅへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

高齢運転者安全運転教室
　この機会にご自身の状態を把握
し、改めて安全運転について考えて
みませんか。
※運転免許証の更新時に受講する法
定講習とは異なります。
※町田ドライヴィングスクールの送
迎バス（町田駅発のみ）をご利用いた
だけます。運行時間・乗車場所につい
ては同スクールホームページをご覧
ください。
対市内在住の車を運転する６５歳以
上の方
日１１月１２日㈭午前９時１０分～午後
０時３０分
場同スクール（南大谷）
内交通安全講話、運転適性検査、実車
走行等
定１２人（抽選、結果は１１月６日ごろ
発送）
申１０月１６日正午～３０日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２０１０１６Ａへ。

問市民生活安全課☎☎７２４・４００３

スマフォトグラファー入門講座
　周辺自治体と協力して、観光セミ
ナーを開催します。身近なｉＰｈｏｎｅ・
スマホのカメラを使い、心が動いた
瞬間を写真にする手法を学びます。
座学の後、講師からアドバイスをも
らいながらの撮影タイムや撮った写
真の報告会も予定しています。　
対町田・稲城・多摩市在住、在勤、在学
の方
日１１月２１日㈯午後１時３０分～４時
３０分ごろ
場町田薬師池公園四季彩の杜西園ラ
ボ・体験工房
講（一社）フォトコミュニケーション
協会マスターインストラクター・竹
内悠貴氏　
定２０人（抽選）
申「観光セミナーＩＮ町田薬師池公園
四季彩の杜西園」と書き、住所・氏名
（ふりがな）・携帯電話番号・年齢・性
別、同行者の氏名（ふりがな）・年齢・
性別を明記し、１１月２日までにＦＡＸ
またはＥメールでＪＴＢ東京多摩支店
「観光セミナー係」（返０４２・５２１・
５５５８遍ｍｉｎａｍｉｔａｍａ＠ｊｔｂ．ｃｏｍ）
へ。
問観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８、
ＪＴＢ東京多摩支店☎☎０４２・５２１・
５５５０

日 曜 朝 市
　市内の認定農業者が作った町田産
新鮮野菜の販売です。
日１１月１日㈰午前７時～８時（売り切
れ次第終了）
場教育センター駐車場
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

民生委員・児童委員に異動がありました
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

　民生委員・児童委員に異動があ
りました。担当地域は下表のとお
りです。

※その他の地区の担当は、お問い
合わせください。

民生委員・児童委員（10月異動）
地　区 地　域 担当委員氏名
町田第一 森野 4丁目8、14～21 欠員(退任)

町田第二 藤の台

1丁目1 1～52号棟 欠員
（担当地域変更）

2丁目2
1～13号棟、40～52号棟 宇川薫

（担当地域変更）

14～39号棟 欠員
（担当地域変更）

3丁目3
1～15号棟 片岡賢

（担当地域変更）

16～28号棟 中戸要子
（担当地域変更）

鶴川第一

小野路町 1～887、1010～1412、1600～1643、
1646～1709 欠員(退任)

野津田町

612～619、685～687、711、717、730、
731、738～741、744～750、764～809、
827～940、946～1038、1044～1712、
2075～2106（2094、2095を除く）、2762
～2764、3744～3747

永井博
（担当地域変更
・入れ替え）

941～945、1039～1043、2117～2477、
2484～2698、3144、3148～3191
（3162、3163を除く）、3571～3583

（新）内田聡美

2699～3143、3192、3193、3310～
3384、3518～3521、3531～3542、
3701～3740

野口満男
(担当地域変更）

3162、3163、3194～3294、3385～
3515

欠員(担当地域
変更・入れ替え）

金井 3丁目全（39、42を除く）、4丁目全、5丁目全 中澤澄江
（担当地域変更）

金井ヶ丘

4丁目47～53

3丁目全、4丁目1～46、5丁目全 増田ゆみ
（担当地域変更）

1丁目全、2丁目全 森高登志夫
（担当地域変更）

大蔵町 252～490（253、279、367を除く）、663、
804～1112、1771～1777、1852～2127

荻野淳子
（担当地域変更）

主任児童委員 1人退任

鶴川第二 三輪町 181～315、385～387、424～428 （新）岩渕一之
鶴川 6丁目6～8 （新）野村秀司

堺 小山町
2342、2343、2419～2437、2485～
2639、2646～2649、2658～2660、
3127

（新）萩原愛子

市内事業者の方へ

ＰａｙＰａｙを導入し、キャンペーンに参加しませんか
問産業政策課☎☎７２４・３２９６

　市内のＰａｙＰａｙ対象加盟店で、Ｐ
ａｙＰａｙ（スマートフォンを利用し
た二次元バーコード決済）で支払
い決済をした場合に、最大２０％
（上限２万円分／２か月）のポイン
トを付与するキャンペーンを実施
します。このキャンペーンに参加
する市内店舗を募集します。
※ＰａｙＰａｙの店舗への新規導入に
ついては、ＰａｙＰａｙ町田市専用ダイ
ヤル（錆０１２０・９３６・２２０、受付時
間＝祝休日を除く月～金曜日の午
前１１時～午後６時）へお問い合わ
せください。

※詳細は町田市ホー
ムページ（右記二次
元バーコード）をご
覧ください。
※キャンペーン期間は１２月１日㈫
午前０時～２０２１年１月３１日㈰午
後１１時５９分です。
※１２月１日からキャンペーンに参
加するには、１１月１５日までにＰａｙ
Ｐａｙの導入手続きを完了及び審査
可決する必要があり
ます（キャンペーン
開始後も随時参加
可）。

パブリック
コメント
予　告

　１１月１０日から、下記のパブリックコメント（意見公募）の
実施を予定しています。

市では、条例・計画などの策定を進めるに
当たり、市民の皆さんにご意見を伺います

案 件 名 （仮称）町田市障がい者福祉計画21-26（案）
募集期間 11月10日㈫～12月9日㈬

案の公表
方法

・本紙11月1日号に概要を掲載
＜11月10日以降＞
・町田市ホームページに詳細を掲載
・�市役所、各障がい者支援センター、各市民センター、各市立図書館等
で資料の閲覧、配布
※各窓口で開所日・時間が異なります。

意見等の
提出方法

・郵便・FAX・Ｅメール
・障がい福祉課（市庁舎1階）ほか、指定の窓口への提出

担 当 課 障がい福祉課☎☎724・2147


