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から電話でひなた村へ。その他講座
やワークショップについては、同キ
ャンパスひなた村ＨＰ等をご覧くだ
さい。
問同キャンパスひなた村
☎☎７２２・５７３６

催し・講座催し・講座
未来乗せ　僕らの町にモノレール
町田　未来駅シンポジウム
日１０月３０日㈯午後２時～３時４５分
場町田市文化交流センター内多摩都
市モノレール町田方面延伸の現状、
未来が分かる！町田市長・有識者・市
民の方で送るディスカッション定
１００人（申し込み順）申電話で町田商
工会議所へ（右記二次元
バーコードで申し込みも
可）。
問同会議所☎☎７２４・６６１４、町田市多
摩都市モノレール推進室☎☎７２４・
４０７７

ゆうゆう版画美術館まつり
　詳細は国際版画美術館
ＨＰ（右記二次元バーコー
ド）をご覧ください。
日１０月３０日㈯、３１日㈰、午前１０時
～午後４時場国際版画美術館内木版
画摺

す

り体験、キッズ・アートスペース
（万華鏡工作）、ゆうゆうプロムナー
ドコンサート、玉川大学・桜美林大学
の学生によるアートイベント
問同館☎☎７２６・２７７１

移動図書館そよかぜ号　
巡回日程表を配布しています
　そよかぜ号の日程表は、各市立図
書館、各市民センター等で配布して
います（町田市立図書館ＨＰでダウン
ロードも可）。そよかぜ号では本の貸
し出し・返却・予約のほか、利用券の
発行もできます。日程表をご覧いた
だき、ぜひご利用ください。巡回場所
等の詳細は、町田市立図
書館ＨＰ（右記二次元バー
コード）をご覧ください。
問さるびあ図書館☎☎７２２・３７６８、堺
図書館☎☎７７４・２１３１

シニアシニア
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。改めて安
全運転について考えてみませんか。
なお、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ＨＰ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１８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２４人（抽選、結果は１１
月１０日ごろ送付）申１０月２０日正午
～３１日にイベントダイヤルまたは
イベシスコード２１１０２０Ｂへ。
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３
健康寿命を延ばそう！
フ レ イ ル チ ェ ッ ク 会
　フレイルとは、年齢とともに筋力
や認知機能が低下し、生活機能障害
などの危険性が高まった状態です。
運動・栄養・口

こう

腔
くう

・地域活動の総合的
なチェックや体力測定等で現在の状
態を確認し、専門家によるミニ講座
を行います。
○ふれあいいちょう館会場
対鶴川地区在住の、おおむね６５歳以
上の方日１１月９日㈫午前１０時～正

午講理学療法士・倉地洋輔氏定２５人
（申し込み順）申１１月２日午後５時ま
でに電話で鶴川第２高齢者支援セン
ター（☎☎７３７・７２９２、受付時間＝祝
休日を除く午前８時３０分～午後５
時）へ。当日の内容については鶴川第
２高齢者支援センターへお問い合わ
せください。
○健康福祉会館会場
　当日の運営は町田市シルバー人材
センターが行います。
対市内在住の６５歳以上の方日１１月
１７日㈬、受付時間＝①午後１時～１
時３０分②午後２時１５分～２時４５分
／所要時間は２時間程度です。どち
らかの受付時間を選んで申し込んで
ください定①２２人②２３人／申し込
み順申１０月２０日正午～１１月７日に
イベントダイヤルまたはイベシスコ
ード２１１０２０Ａへ。

◇
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

子ども・子育て子ども・子育て
届かない方はご連絡を
就 学 時 健 康 診 断 通 知 書
　来年４月に小学校に入学する児童
（２０１５年４月２日～２０１６年４月１日
生まれのお子さん）の健康診断を、
１０月末から１１月中に市立各小学校
で行います。対象の方には、通知書を
１０月５日ごろに届くようお送りしま
した。まだ通知書が届いていない方
は、ご連絡ください。　
問保健給食課☎☎７２４・２１７７
町田ファミリー・サポート・センター
子育てのお手伝いをしてみませんか
●保育サポート講習会　受講後、同
センターの援助会員（有償ボランテ
ィア）として登録し、活動していただ
きます。
対市内在住の保育サポートができる
満２０歳以上の方／妊婦の方は、安全
のため受講をご遠慮ください日・内
１１月２２日㈪、午前１０時～正午＝入
会説明会、午後１時～３時＝子どもの
発達と遊び、２５日㈭、午前１０時～正
午＝保育の心、午後１時～４時＝普通
救命講習、２６日㈮、午前１０時～正午

＝子どもの食事、午後１時～３時＝心
・体の発達と病気／初日に会員証に
貼付する写真（縦３㎝×横２．５㎝、裏
面にボールペンで記名、６か月以内
撮影）をお持ちください場町田商工
会議所費１５００円（普通救命講習の
教材費）申１１月１３日までに電話ま
たはＦＡＸで同センター（☎☎７０３・
３９９０返７３２・３１９３）へ。講習会の詳
細は、同センターへお問い合わせく
ださい。
問子育て推進課☎☎７２４・４４６８
スマイルパーティー
ス マ イ ル マ マ 親 子 ひ ろ ば
　子育て中のママが企画するひろば
です。
対市内在住の１歳６か月～３歳児とそ
の保護者日１１月１９日㈮、午前１０時
３０分～１１時、午前１１時２０分～１１
時５０分（各回とも同一内容）場生涯
学習センター内スキンシップ遊び、
手遊び、リズム遊び等定各８組（申し
込み順）申１０月２６日午前９時から電
話で生涯学習センター（☎☎７２８・
００７１）へ。
子ども創造キャンパスひなた村
親子で「葛のつるでかご編み」
　ひなた村産の葛のつるを使って、
かご編みに挑戦しましょう。
対市内在住、在学の小・中学生とその
保護者日１１月２３日㈷午前１０時～正
午（雨天実施）定１２人（申し込み順）
費１個３００円申１０月１７日午前１０時

高齢者の方へ配付したごみ袋の交換を再開します
問高齢者福祉課☎☎７2４・21４1

　高齢者の方へ配付したごみ袋の交換を中止していましたが、交換を再
開します。配付されたごみ袋の大きさや種類の交換を希望する方は、交換
する袋の容量と同じ容量に限り、原則未開封の状態（１０枚単位）で交換が
できます。交換希望の方は、直接会場へおいでください。
※交換期間中に、緊急事態宣言が発出された場合、臨時交換及び常設交換
の再開を延期します。延期した場合、再開の日程は改めて本紙等でお知ら
せします。

【臨時交換】
日　時 会　場

１０月２６日㈫～２７日㈬

午前９時～午後４時

町田市民ホール第４会議室
１１月２日㈫ 鶴川市民センター
１１月８日㈪ なるせ駅前市民センター
１１月９日㈫ 南市民センター
１１月１６日㈫ 木曽山崎コミュニティセンター
１１月１７日㈬ 堺市民センター

【常設交換】
　１１月１８日㈭から、午前８時３０分～午後５時に受け付けます（土・日曜
日、祝休日、年末年始を除く）。
場高齢者福祉課（市庁舎１階）

駅前放置自転車クリーンキャンペーン

放置ゼロ　キレイな街で　おもてなし
問道路管理課☎☎７2４・３25７

　１０月２２日㈮～３１日㈰に、東京
都及び近隣３県（埼玉県・千葉県・
神奈川県）及び５政令指定都市（千
葉市・さいたま市・横浜市・川崎市
・相模原市）で、一斉に「駅前放置
自転車クリーンキャンペーン」を
実施します。
【放置自転車に対する取り組み】
　町田駅周辺に放置された自転車
は年々減少していますが、夕方以
降や土・日曜日を中心として自転
車が放置されています。
　昨年度の放置自転車及び放置バ
イクの撤去の台数は、自転車
１３０９台、バイク１１９台の合計
１４２８台です。「ちょっとの時間だ
から」「他にも止めている自転車が
ある」等の軽い気持ちが、多くの放
置自転車やバイクを生み出す状況
を作り出します。

【道路は通行するための公共施設
です】
　歩道等に放置された自転車やバ
イクは、歩行者の安全な通行への
支障となり、街の美観も損ないま
す。また、火災発生時などの緊急車
両の通行や、災害時の避難・救助活
動の妨げになり、大きな事故につ
ながる要因にもなります。
【放置自転車の撤去活動を強化し
ます】
　キャンペーン期間中、放置自転
車の問題を広く周知するため、放
置自転車の撤去・移送活動を強化
します。安全で安心できる住みよ
い街づくりのため、自転車やバイ
クを利用する際には、交通マナー
を守り、決められた場所に駐車し
ていただきますよう、ご協力をお
願いします。

町田市新たな学校づくり　市民説明会
問教育総務課☎☎７2４・21７2

　８月２日発行の「まちだの教育学校統合特別号」で開催をお知らせして
いた１１月の市民（地域）説明会を下記のとおり会場変更して開催します。

日　時 開催方法／
会場／定員 申込方法 申込期限

１１月 
６日㈯

午前１０時～
正午、午後２
時～４時

○会場参加
場市庁舎
定各１００人

（申し込み順）
○Ｗｅｂ会議
参加

（ＧｏｏｇｌｅＭｅ
ｅｔを使用）

○会場参加の場合
下記二次元バーコードで申し込
み。または電話で教育総務課へ。
○Ｗｅｂ会議参加の場合
右記二次元バーコー
ドで申し込み。

１０月２９日
まで

１１月
２７日㈯

１１月１９日
まで


