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催し・講座催し・講座
生涯学習センター
子 育 て カ フ ェ　 つ ば め
　子育て中のママたちが運営してい
ます。先輩ママたちと子育て情報を
交換してみませんか。
対市内在住の未就学児とその保護
者、妊婦の方日９月６日、１０月４日、
１１月８日、１２月６日、いずれも月曜日
午前１０時～正午（出入り自由）場同
センター６階保育室定各７組（先着
順）／おいでいただいた時点で定員
に達している場合、お断りする場合
もあります。
問同センター☎☎７２８・００７１
生涯学習センター
親 と 子 の ま な び の ひ ろ ば
●きしゃポッポ　お母さん同士で子
育て情報の交換等をしましょう。
対市内在住の０～１歳児（２歳になった
月の末日まで）とその母親、妊婦の方
日９月１４日、２１日、１０月５日、いずれも
火曜日午後２時～４時（自由遊び時間
含む）内自由遊び、スキンシップ遊び、
子育て情報交換、歌・絵本の紹介等定
各７組（申し込み順）　
●パパと一緒にきしゃポッポ　お父
さんが赤ちゃんと楽しく過ごすため
のヒントが見つかるひろばです。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の末日まで）とその父親日９月
１９日㈰午後２時～４時内自由遊び、
スキンシップ遊び、手作りおもちゃ
制作等定７組（申し込み順）

◇
場同センター申９月２日午前９時から
電話で同センター（☎☎７２８・００７１）へ。

ダンボールコンポスト講習会
　毎日出てしまう生ごみをダンボー
ルコンポストで減量してみません
か。参加者にはダンボールコンポス
ト１セット（幅３７㎝、奥行３３㎝、高さ
３２㎝、重さ約７㎏）をお持ち帰りいた
だけます。過去に受講したことがあ
る方は申し込みできません。
対市内在住の方日９月２７日㈪、２９日
㈬、午後２時３０分～４時場市庁舎講
（一財）まちだエコライフ推進公社定
各１４人（申し込み順）申９月２日正午
～１５日にイベントダイヤルまたは
イベシスコード２１０９０２Ａへ。
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０

まちエコ・フリーマーケット
　家庭で不用になった物をリユース
するフリーマーケットを開催しま
す。「包丁研ぎ」「おもちゃ病院まち
だ」も開催します（いずれも正午ま
で）。野菜の販売もあります。なお、混
雑時は駐車できない場合もありま
す。詳細は、（一財）まちだエコライフ
推進公社（☎☎７９７・９６１７）へお問い
合わせいただくか、同公社ＨＰをご覧
ください。
日９月１２日㈰午前９時～午後２時場
町田リサイクル文化センター隣接地
○フードドライブを同時開催　
　各家庭で余っている食材を持ち寄
り、集まった食材を福祉団体・施設な
どに寄付するフードドライブを同時

開催します。
特に喜ばれるもの調味料、レトルト
食品、缶詰、お菓子、お茶等（賞味期限
が２か月以上あるもの）
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０
スマホでレポート！
生きものとビオトープ探しキャンペーン
　市では、市内の生きものの情報収
集と魅力発信のため、スマホアプリ
「まちピカ町田くん」を使用し、皆さ
んから野生の生きものの写真と位置
情報を送っていただく調査を行って
います。この度、野生の生きものとそ
の生息場所（ビオトープ）の情報を募
集するキャンペーンを実施します。
報告・調査活動にご協力いただいた
方のうち、抽選で５０人に記念品を差
し上げます。
参加方法「まちピカ町田くん」を使っ
て、生きものの写真と見つけた場所
の写真をセットで報告／詳
細は市ＨＰ（右記二次元バー
コード）をご覧ください。
募集期間９月３０日まで
問環境・自然共生課☎☎７２４・４３９１

食 育 ツ ー リ ズ ム
●食体験×スポーツで町田の魅力を
発見！ｗｉｔｈ ＦＣ町田ゼルビア　町田
産野菜の収穫や農家さんとの交流を
通して、食に関する感謝の心を育み
ます。ＦＣ町田ゼルビアの試合を観戦
できるチケット付きです。坂のある
道（約１．５㎞）を歩いて往復します。
対市内在住の小・中学生とその保護

者（親子参加必須）日１０月３日㈰正午
～午後４時５０分ごろ場野津田公園、
あした農場（小野路町）／集合・解散
は同公園内あした農場で収穫・食育
体験、ＦＣ町田ゼルビアによるレクリ
エーションと試合観戦定２４人（抽選）
費１人１５００円（各種体験費）申９月３
日正午～１７日にイベントダイヤルま
たはイベシスコード２１０９０３Ｄへ。
問保健予防課☎☎７２２・７９９６
まちの実験区
まちだの竹で水鉄砲を作ろう！
　北部丘陵から切り出した竹を使っ
て、水鉄砲を作ります。
対３歳～小学生とその保護者日９月
１１日㈯、午後３時～４時、午後４時３０
分～５時３０分（各回とも同一内容）場
原町田大通りの歩道の一部定各５組
（申し込み順）申９月１日正午～９日に
イベシスコード２１０９０１Ａへ。
問多摩都市モノレール推進室☎☎７２４
・４０７７

福祉のしごと相談・面接会
　市内の障がい者・高齢者・児童施設
の合同就職相談・面接会です。現在、
求人募集中の事業所の担当者と直接
話ができる貴重な機会です。
対福祉の仕事に就きたい方等日９月
２５日㈯午前１１時～午後４時３０分場
町田市民フォーラム申電話で（社福）
町田市社会福祉協議会（☎☎７２２・
４８９８）へ。
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３

本町田地区・南成瀬地区・鶴川地区の

統合新設小学校設置に向けた意見交換会を開催します
問教育総務課☎☎７２４・２１７２

９月議会が開会　補正予算などを審議
問総務課☎☎７２４・２１０４

　令和３年（２０２１年）第３回市議会
定例会（９月議会）が８月２６日に開
会されました。
　今議会には令和３年度（２０２１年
度）一般会計補正予算など３０議案
が提出されました。議案等の内訳
は予算６件、条例４件、契約４件、訴
訟提起３件、道路２件、その他７件、
報告承認１件、認定３件となってい
ます。会期は今月２９日までです。

予 算 案
　今回の補正予算額は、一般会計
が５５億２９９７万２千円、特別会計
は、２２億４７３０万円の補正を行い、
一般会計と特別会計の合計は
７７億７７２７万２千円です。
　主な内容は次のとおりです。
〇個別最適な学びを実現すること
を目的に、小学校における学級編
成の標準人数が段階的に３５人に
引き下げられることに対応するた
め、必要な教室数の整備を行う「小
学校３５人学級対応事業」
〇就学に係る費用負担の軽減を図
るため、就学援助費・就学奨励費に
家庭におけるオンライン学習通信
費を新設し、児童・生徒の学習環境
を整える支援を行う「オンライン
学習通信費支給事業」
〇町田市子ども・子育て支援事業
計画に基づき、南地区に２０２２年
度開所の病児保育施設を整備する
ため、改修工事等に対する補助を
行う「病児保育施設整備事業」
○新型コロナウイルス感染拡大に
伴う外出自粛の影響により、厳し

い経営状況が続く交通事業者に対
して、市民の移動手段をしっかり
と確保していくため、運行継続を
目的として支援金を給付する「交
通事業者運行継続支援事業」
などです。

条 例 案
○安価でも厳かな葬儀が行えるよ
う祭壇等の貸出しを行ってきた町
田市葬祭事業に関する条例につい
て、所期の目的を達成したため廃
止する「町田市葬具使用条例を廃
止する条例」
◯町田市バイオエネルギーセンタ
ー内に市民が利用できる施設（会
議室等）を設置することに伴い、所
要の規定を整備するため制定する
「町田市バイオエネルギーセンタ
ー会議室等条例」
などです。

そ の 他
◯健康増進温浴施設を含む「町田
市立室内プールの指定管理者の指
定について」
◯「町田市立鶴川駅前図書館（図書
館運営業務に限る。）の指定管理者
の指定について」
◯広く社会文化の興隆に貢献し、
その功績が顕著で市民の尊敬を受
ける方に対して、町田市名誉市民
の称号を贈る「町田市名誉市民条
例に基づく名誉市民の同意方につ
いて」
などです。

国際版画美術館ＨＰに国際版画美術館ＨＰに

バナー広告を載せてみませんかバナー広告を載せてみませんか
詳細は右記二次元バーコードをご確認ください。

問同館☎☎726・2771

　町田市新たな学校づくり推進計画に基づき、２０２１年度から「統合新設小
学校基本計画」の検討を予定している本町田地区・南成瀬地区・鶴川地区の
意見交換会を開催します。
　新型コロナウイルス感染防止のため、Ｗｅｂ会議方式で実施しま
す。事前に質問・ご意見等をお寄せいただけます。推進計画の内容
等の詳細は市ＨＰ（右記二次元バーコード）をご覧ください。
【保護者対象（未就学児の保護者を含む）】
　各小学校に通学または学区内に居住している児童・生徒の保護者対象
です。

開催地区・小学校区 日　時 開催方法 質問・申込方法
本町田 本町田東小学校区 ９月５日㈰

午前１０時
～正午

Ｗｅｂ会議
（Ｇｏｏｇｌｅ 

ｍｅｅｔを
使用）

下記二次元バーコ
ードから質問・申し
込み。南成瀬 南第二小学校区 ９月４日㈯

南成瀬小学校区 ９月１２日㈰

鶴川
鶴川第四小学校区 １０月２日㈯
鶴川第三小学校区 １０月３日㈰
鶴川第二小学校区 １０月１７日㈰

【対象学区の市民の方対象】
　各小学校区に居住している上記の保護者以外の市民の方が対象です。

開催地区・小学校区 日　時 開催方法 質問・申込方法

本町田
町田第三小学校区 １０月１３日㈬

午後６時
～８時

Ｗｅｂ会議
（Ｇｏｏｇｌｅ 

ｍｅｅｔを
使用）

下記二次元バーコ
ードから質問・申し
込み。

本町田小学校区 １０月１４日㈭
本町田東小学校区 １０月１５日㈮

南成瀬 南第二小学校区 １０月７日㈭
南成瀬小学校区 １０月８日㈮

鶴川
鶴川第三小学校区 １０月２１日㈭
鶴川第四小学校区 １０月２２日㈮
鶴川第二小学校区 １０月２９日㈮


