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お知らせお知らせ
町田市旧跡に指定しました

伝鎌倉井戸（鎌倉古道推定地）
　文化財保護審議会からの答申に基
づき、町田市指定史跡であった「（通
称）鎌倉井戸」を、町田市指定旧跡「伝
鎌倉井戸（鎌倉古道推定地）」として
指定しました。
　この指定旧跡は、新田義貞が鎌倉
幕府を攻める途中で軍馬に水を与え
たという伝承が残っています。近世
の絵図により鎌倉へ通じる道の付近
にあった可能性が高いことから、指
定の種別と名称を変更しました。
所在地山崎町１０５０番地３付近
問生涯学習総務課☎☎７２４・２５５４
町田市自然休暇村

夏 期 利 用 申 し 込 み
　２泊３日での申し込みとなります。
※１泊、３泊の場合は、抽選後の受け
付けとなります。
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
利用日本館＝①７月２９日～３１日②７
月３１日～８月２日③８月２日～４日④
８月４日～６日⑤８月６日～８日⑥８月
８日～１０日⑦８月１０日～１２日⑧８月
１２日～１４日⑨８月１４日～１６日⑩８
月１６日～１８日⑪８月１８日～２０日、
キャビン＝⑫７月２８日～３０日⑬７月
３０日～８月１日⑭８月１日～３日⑮８
月３日～５日⑯８月５日～７日⑰８月７
日～９日⑱８月９日～１１日⑲８月１１
日～１３日⑳８月１３日～１５日㉑８月
１５日～１７日㉒８月１７日～１９日
申「自然休暇村夏期利用申込」と書
き、代表者住所（市内在勤・在学の方
はその旨を明記）・氏名・電話番号・利

用施設（本館／キャビンの別）・利用
希望日の番号（第３希望まで可）・利
用予定人数（大人〔中学生以上〕・小学
生・幼児〔寝具利用の有無〕）・キャビ
ン申し込みの方は「ペット連れの有
無」「動物アレルギーの有無」を明記
し、５月３１日まで（必着）に、ハガキ、
ＦＡＸまたはＥメール（１グループ１通、
重複申込は無効）で町田市自然休暇
村（〒３８４－１４０３、長野県南佐久郡
川上村秋山５３－１５、返０２６７・９９・
２２４０遍ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａｋｙｕｋａｍｕｒ
ａ．ｊｐ）へ。
※施設の詳細・利用料等は町田市自
然休暇村ホームページをご覧くださ
い。
問自然休暇村☎☎０２６７・９９・２９１２

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。
　また、感染防止のため、開催場所
や開催時間が変更になる場合があ
ります。ご協力をお願いします。

高齢運転者安全運転教室
　加齢に伴い、運転に必要な認知機
能・身体機能が低下します。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が義務
づけられてい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）がご利用いた
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５月２０日㈭午前９時１０分～午後０
時３０分
場町田ドライヴィングスクール（南
大谷）
内交通安全講話、運転適性検査、実車
走行等
定２４人（抽選、結果は５月１３日ごろ
送付）
申４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２１０４１６Ｄへ。
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３

地 域 介 護 予 防 教 室
【運動と俳句で脳をトレーニング】
　俳句の詠み方について学びます。
講座終了後は学んだ仲間でウォーキ
ングを楽しみながら、俳句を作る活
動を継続していきます。
対市内在住のおおむね６５歳以上の方
日５月１０日～６月２１日の毎週月曜
日、午後２時～４時、全７回
場南第３高齢者支援センター
講健康運動指導士・柴田智氏、認知症
予防ファシリテーター・米田富士子
氏、俳句講師・佛渕健悟氏
定１５人（申し込み順）
申４月１５日午前９時～５月８日午後４
時に電話で南第３高齢者支援センタ
ー（☎☎７２０・３８０１）へ（日曜日、祝休
日を除く）。
※当日及び講座については、同セン
ターへお問い合わせください。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６
未経験者応援プログラム

介 護 の 入 門 的 研 修
　介護に関する基本的な知識や技術
を学ぶ研修です。全課程を修了する
と修了証が発行され、介護の資格研
修（まちいきヘルパー養成研修、介護
職員初任者研修等）が一部免除され
る場合があります。
※最終日に就労相談会を行います。
希望者は研修終了後も介護の仕事へ
のマッチングなど、継続した就労支
援を受けることができます。
対これから介護の仕事をしてみたい

方、介護を学びたい方等
日５月２０日、２７日、６月３日、１０日、
１７日、いずれも木曜日午前１０時～
午後４時、全５回
※５月２０日は午後４時３０分まで、６
月１０日は午後３時までです。
場町田商工会議所
定３０人（申し込み順）
申研修申込書（町田市介護人材開発
センターで配布、同センターホーム
ページでダウンロードも可）に記載
の必要事項を明示し、５月７日まで
（必着）に電話、郵送またはＥメール
で同センターへ。
問同センター☎☎８５１・９５７８（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
あなたの経験を介護の仕事に活かし
ませんか

町田市介護人材バンク
【出張・就労相談会ｉｎ鶴川市民センタ
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４月２４日㈯午後１時３０分～４時
場鶴川市民センター第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

分譲マンション管理に 
関 す る 相 談 会
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日５月２５日㈫午後１時３０分～４時
※相談時間は１組３０分です。
場市庁舎
講（一社）東京都マンション管理士会
町田・たま支部
定４組（申し込み順）
申電話で住宅課（☎☎７２４・４２６９）へ。

南多摩斎場　施設保守点検に伴う臨時休業
問南多摩斎場☎☎７９７・７６４１

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

４月２３日～５月１２日は　こどもの読書週間です
問中央図書館☎☎７２８・８２２０

　火葬炉の保守点検を行うため、下表のとおり臨時休業します。ご理解ご
協力をお願いします。

　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。

【小学校入学のお祝いに図書館利
用券用カードケースをプレゼン
ト】
対市内在住の小学１年生
場各市立図書館
申「としょかん１ねんせい・ひきか
えけん」（市内公立小学校で全員に
配布）に必要事項を記入し、必ずお
子さんと一緒に図書館へお持ちく
ださい。
※引換券がない方は図書館カウン
ターで配布します。
※図書館利用券をお持ちでない方
は、登録が必要です。

【中垣ゆたかさんイラスト入り「子
ども向け読書手帳」を使ってみま
せんか？】
　読書手帳とは、自分が読んだ本
を記録するための手帳です。
　各市立図書館・町田市民文学館
では、市内在住の絵本作家・中垣ゆ
たかさんのイラスト入り子ども向
け読書手帳を配布しています。読

んだ本１冊に
つき、図書館
または町田市
民文学館でス
タンプを１個
押すことがで
き、１５個集め
るとシールが
もらえます。
対５歳～小学２年生

【どんな本とであえるかな？本の
おたのしみぶくろ】
　子ども向けおすすめの本をラッ
ピングして、「おたのしみぶくろ」
として貸し出します。どんな本が
入っているかは、借りてからのお
楽しみ。１袋に３冊入っています。
小学校１・２年用、３・４年用、５・６年
用、乳幼児用、未就学児用があり、
各３０袋用意します（先着順）。
配布日程４月２４日㈯から（無くな
り次第終了）
場中央図書館４階児童コーナー

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 0.022 0.0090 0.0079 0.014 0.013
0.6
以下小山田中学校 0.012 0.010 0.0092 0.016 0.012

図師小学校 0.0098 0.0075 0.0094 0.023 0.012
測定日： 春季＝2020年4月24日～5月1日／夏季＝2020年7月10日～17日／秋

季＝2020年10月16日～23日／冬季＝2021年1月8日～15日

保守点検に伴う業務予定� （○平常どおり ×休業）

火葬業務 式場利用 受　付 霊安室
(※1）告別式 通　夜 電話申込(※1） 使用料（※2）

5月10日㈪ ○ ○ × ○ ○ ○
5月11日㈫
通常休業日
(友引日)

× × × ○ × ○

5月12日㈬ 
臨時休業日 × × ○ ○ × ○

5月13日㈭ ○ ○ ○ ○ ○ ○
※1　電話申込・霊安室の業務時間は午前8時30分～午後10時です。
※2　使用料の受付時間は午前8時30分～午後5時です。


