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お知らせお知らせ
令和３年７月大雨災害義援金の受け付け
　日本赤十字社では、「令和３年７月
大雨災害義援金」を１０月３１日㈰ま
で受け付けています。
○義援金箱　
　福祉総務課（市庁舎７階）、市民課
（市庁舎１階）、各市民センター、各連
絡所の窓口に義援金箱を設置してい
ます。
○ゆうちょ銀行での振替による送金
　窓口での取り扱いの場合、振替手
数料は無料です。
口座番号００１１０－９－６０４２７６
加入者名日赤令和３年７月大雨災害
義援金／受領証発行希望の方は、併
せて「受領証希望」と明記してくださ
い。
○銀行による送金　
　振込手数料が別途かかる場合があ
ります。
口座番号三井住友銀行すずらん支店
（普）２７８７５６７、三菱ＵＦＪ銀行やま
びこ支店（普）２１０５５６５、みずほ銀
行クヌギ支店（普）０６２０５０２
口座名義日本赤十字社（３行共通）／
受領証発行希望の方は、氏名（受領証
の宛名）・住所・電話番号・寄付日・寄
付額・振込金融機関名と支店名を日
本赤十字社パートナーシップ推進部
へご連絡ください。
問同パートナーシップ推進部☎☎０３
・３４３７・７０８１、町田市福祉総務課☎☎
７２４・２５３７

9月は「世界アルツハイマー月間」です
　１９９４年、「国際アルツハイマー病
協会」（ＡＤＩ）と世界保健機関（ＷＨ
Ｏ）が、毎年９月２１日を「世界アルツ
ハイマーデー」に、９月を「世界アル
ツハイマー月間」と定めました。市で
は市庁舎を認知症のシンボルカラー
であるオレンジ色にライトアップ
し、啓発します。
日９月２９日までの水曜日、午後７時
～９時
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

シニアシニア
長 寿 祝 金 を 贈 呈 し ま す
　対象の方宛てに口座振込依頼書を
郵送します。必要事項を記入し、返送
してください。市で確認後、指定され
た口座へ振り込みます。
対９月１日現在、市内に引き続き１年
以上居住している１００歳の方／１００
歳＝大正９年９月２日～大正１０年９月
１日生まれの方贈呈金額１万円
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４１

シルバー親善ゲートボール大会
対市内在住の８０歳以上（昭和１６年
以前生まれ）の方日１０月７日㈭午前
９時～午後１時（予備日は８日）場木曽
山崎グラウンド申所定の用紙（町田
市ゲートボール協会に有り）に記入
し、９月１７日午後３時までに直接同
協会（せりがや会館内、☎☎７２２・
２２５３、月・土・日曜日を除く）へ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４１

認 知 症 カ フ ェ（ Ｄ カ フ ェ）
　認知症の方や家族、支援者などが
気軽に集まり、情報交換や交流を行う
場「認知症カフェ（Ｄカフェ）」の取り
組みをオンラインで実施しています。
認知症の方や家族、
認知症に対して関心
のある方等、お気軽
にご参加ください。
対認知症の方や家族、支援者等日９
月１７日㈮、１０月２５日㈪、１１月１６日
㈫、午後１時～３時参加方法Ｚｏｏｍで
ミーティングＩＤ（８６８ １００６ ７９８４）
・パスコード（ｄｃａｆｅ）を入
力し、入室（右記二次元バー
コードで入室も可）。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０
消費生活センター
高 齢 者 被 害 特 別 相 談
　東京都と共催で実施します。まず
は相談専用電話（☎☎７２２・０００１）へ
ご相談ください。
対市内在住、在勤、在学の方日９月１３

日㈪～１５日㈬、午前９時～正午、午後
１時～４時場同センター
問同センター☎☎７２５・８８０５

シ ニ ア お 仕 事 フ ェ ア in 町 田
　就業支援セミナー・企業合同面接
会・しごとの相談会を同時に開催し
ます。
対５５歳以上の方日９月３０日㈭、正午
～午後２時、午後１時～３時、午後２時
～４時、午後３時～５時場レンブラン
トホテル東京町田定各２０人（申し込
み順）申電話でシニア就業支援キャ
ラバン事務局（☎☎０３・５２１２・２６３６
受付時間＝祝休日を除く月～金曜日
の午前９時～午後６時）へ。
問産業政策課☎☎７２４・２１２９
介護予防講演会
のどを鍛えて健康に！声トレ
　高齢期の口

こう

腔
くう

機能の悩みを正しい
発声方法でトレーニングする講演会
です。当日の運営は町田市老人クラ
ブ連合会が行います。
対市内在住の方日１０月２９日㈮午後
１時３０分～３時場町田市民フォーラ
ム講ボイストレーナー・川島由美氏
定９０人（申し込み順）申９月３日正午
～３０日にイベントダイヤルまたは
イベシスコード２１０９０３Ａへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

子ども・子育て子ども・子育て
申請を受け付けています
２０２２ 年度新入学市立小・中 
学 校 通 学 区 域 緩 和 制 度
　市立小・中学校は通常、住所によっ
て入学する学校が指定されています
が、入学に際して保護者やお子さん
が指定校以外の学校を希望できる
「町田市立小・中学校通学区域緩和制
度」があります。
対象学年市内在住の、２０２２年４月に
入学する新小学１年生・新中学１年生
希望できる学校の範囲小学校＝住所
による指定校の隣接校（希望校まで
の通学距離が１．５㎞未満であれば隣
接校でなくても希望可）、中学校＝市

内全域／小・中学校ともに、受入枠が
設定されています（施設等の関係で
受入枠が設けられない学校も有り）。
受入枠を超える申請があった場合
は、公開抽選を行います。詳細は、８
月中旬に対象者へお送りした案内書
（申請書も同封）をご覧ください申申
請書を１０月５日まで（消印有効）に、
直接または郵送で学務課（市庁舎１０
階、〒１９４－８５２０、森野２－２－２２）
へ。普通郵便が心配な方は、特定記録
郵便等をご利用ください。申請結果
は、１０月下旬に送付する予定です。
また、締切日時点の申請状況は、まち
だ子育てサイトに掲載します。
問学務課☎☎７２４・２１７６

保育士就職支援研修・就職相談会
　就職相談会には民間保育園がブー
スを出します（履歴書不要、服装自
由、入退場自由）。オンラインで就職
支援研修をご覧いただけます（視聴
用ＩＤ、パスワードをメールで送付予
定）。
対都内保育園で就職を希望する保育
士資格をお持ちの方（あるいは資格
取得見込みの方）日１０月３日㈰午後
２時～４時場世田谷区民会館別館「三
茶しゃれなあどホール」（世田谷区）
申東京都保育人材・保育所
支援センターＨP（右記二次
元バーコード）で申し込み。
問同センター☎☎０３・５２１１・２９１２、
町田市子育て推進課☎☎７２４・４４６８
子ども創造キャンパスひなた村
人 形 劇 を つ く ろ う
●影絵であそぼう　
対市内在住、在勤、在学の小学生～
１８歳の方日１０月１０日㈰午前９時３０
分～正午定１１人（申し込み順）費
２００円申９月３日午前１０時から電話
でひなた村へ。その他の講座やワー
クショップについては、
同キャンパスひなた村Ｈ
P等をご覧ください。
問同キャンパスひなた村☎☎７２２・
５７３６

１０月からの「資源とごみの収集カレンダー」を配布します
問３Ｒ推進課☎☎７９７・７１１１

　お住まいの地区の資源とごみの
収集日がひと目でわかる「資源と
ごみの収集カレンダー（１０月～
２０２２年９月版）」を、市内全戸に順
次配布します。
　委託事業者が各戸の郵便受けに
投
とう

函
かん

します。収集カレンダーは袋
等に入っていませんので、他のチ
ラシ類と見間違って廃棄しないよ
うにご注意ください。
　また、収集カレンダーは地区別
です。表紙右上に記載されている
収集カレンダーの地区番号と地区
名（町名・団地名）をご確認くださ
い。なお、現在お持ちの収集カレン
ダーの地区名が「特別指定団体」と
記載されている方は、お住まいの
町内会・自治会・管理組合が配布し
ます。
配布期間９月２０日㈷まで
※９月２１日になっても届かない場
合は、市役所代表（☎☎７２２・３１１１）
へお問い合わせください。
※「特別指定団体」地区は、各町内

会・自治会・管理組合へお問い合わ
せください。

容器包装プラスチック分別収集対象地
区用

容器包装プラスチック分別収集対象地
区以外の地域用

　９月１５日から、下記４件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。

　「まちだ下水道通信」を９月１０日の新聞折り込み等で配布しま
す。ぜひご覧ください。

案件名
①町田市都市づくりのマスタープラン（案）②町田市住みよい街づくり条例
改正案③第３次町田市環境マスタープラン（案）④（仮称）町田市地域ホッと
プラン（案）

募集期間 いずれも9月15日㈬～10月14日㈭

案の公表
方法

①「みんなで描くまちだの未来　都市づくり特集号」9月15日号に概要を
掲載②～④本紙9月15日号に概要を掲載・市ＨＰに詳細を掲載・市役所、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・メール
・�①都市政策課（市庁舎8階）②地区街づくり課（市庁舎8階）③環境政策課
（市庁舎7階）④市民協働推進課（市庁舎2階）、福祉総務課（市庁舎7階）／
その他指定の窓口への提出

担当課 ①都市政策課☎☎724・4248②地区街づくり課☎☎724・4267③環境政策課
☎☎724・4３86④市民協働推進課☎☎724・4３62、福祉総務課☎☎724・21３３

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

問下水道経営総務課☎☎７24・428７

99月月1010日は日は「下水道「下水道のの日」日」ですです

パブリックコメント予告


