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自宅にすみ着いた

アライグマ・ハクビシンでお困りの方へ
自宅にすみ着いた、アライグマ・ハ
クビシンの駆除業者を派遣します。
捕獲用のわなの設置期間中は、毎日
の見回り、
置き餌、
捕獲時の業者への
連絡をお願いします。なお、２０２１年
度の受け付けは３月１８日までです。
現地調査、
わなの設置、捕獲時のアラ
イグマ・ハクビシンの回収費用はか
かりません。現地調査でアライグマ
・ハクビシンでないことが判明した
場合、わなを設置せず終了となりま
す。
屋外に出没する場合や、他の生き
ものは対象となりません。
対市内に建っている居住用等の家屋
の所有者で、家屋にすみ着いたアラ
イグマ・ハクビシンの駆除を希望す
る方／申し込みの前に、対象となる
か事前にお問い合わせください。
問環境・自然共生課☎
☎７２４・４３９１
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柔らかいボールを使った健康体
操、介護予防に関する講話を行いま
す。終了後、銭湯で入浴いただけま
す。
対市内在住の６５歳以上の方日①２月
１８日、２５日、３月１１日、２５日、いずれ
も金曜日午前１０時～午後０時３０分
②２月９日、３月２日、９日、２３日、いず
れも水曜日午前１０時～午後０時３０
分、各全４回場①金森湯（金森）②大
蔵湯（木曽町）定①各８人②各９人／
申し込み順費１回３００円申２月７日ま
でに電話で高齢者福祉課（☎
☎７２４・
２１４６）
へ。

子ども・子育て

届いていない方はご連絡を

就
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今年４月に小・中学校に入学する
お子さん（小学校＝２０１５年４月２日
～２０１６年４月１日生まれ、中学校＝
２００９年４月２日～２０１０年４月１日生

まれ）の保護者の方へ、就学通知書
（新小学校１年生）
・入学通知書（新中
学校１年生）を、１月中にお送りしま
した。まだ届いていない方は、学務課
へご連絡ください。外国籍の方で、町
田市立小・中学校に就学を希望する
方は、学務課で手続きをしてくださ
い。なお、国立・都立・私立の小・中学
校に入学する方は、２月末までに入
学承諾書等の原本を直接または郵送
で、学務課（市庁舎１０階、〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２）、または各市
民センター、各連絡所へ提出してく
ださい。
問学務課☎
☎７２４・２１７６

問防災課☎
☎７２４・３２１８

浸水予想区域や土砂災害警戒区
域等のハザード情報、風水害時の
避難施設等を記載した「町田市洪
水・土砂災害ハザードマップ」を作
成しました。２月１５日から市内全
戸
（住宅、事業所のポスト）に順次
配布します。
これまで、洪水と土砂災害のハ
ザードマップを別々に作成してい
たものを統合することで、風水害
時の危険な区域を一目で分かるよ
うにし、危険性を分かりやすく伝
えることを目的としています。

●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２月
２０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、手作りおもちゃ制作等定親子７
組（申し込み順）
◇
場同センター申２月１日午前９時から
電話で同センター（☎
☎７２８・００７１）
へ。

Ａ②２２０２０１Ｂへ。
問保健予防課☎
☎７２２・７９９６

ベビー用リユース品抽選配布会

市では、修理などを必要としない
再利用が可能なベビー用品を市民の
皆さんから回収し、必要な方に配布
するベビー用リユース品回収会・配
布会を開催しています。昨年１２月に
回収した、大型ベビー用品（ベビーベ
ッド・ベビーカー・チャイルドシート
等）、抱っこひも、乳児用の玩具の配
布を抽選で行います。抽選結果の発
表後、当選した物品を持ち帰りいた
だけます。その他、ベビー服飾雑貨
（靴下・帽子・靴など）の配布もありま
オンライン幼児食講習会
す。市民の方が持ち込まれたものを、
そのまま配布しています。市が品質
オンライン（Ｗｅｂｅｘ）で開催しま
・安全性を保証するものではありま
す。
せん。使用に当たっては、譲り受け者
対１歳６か月児～２歳０か月児の保護
の責任において、使用してください。
者（対象月齢前後での受講も可）日２
なお、販売や営利目的とみなされる
月１８日㈮午前１０時３０分～１１時内
方への配布は行いません。詳細は、市
栄養士による幼児期の食事について
ＨＰをご覧ください。
の講話、好き嫌い・おやつ等のよくあ
日・場２月５日㈯＝子どもセンターば
る悩みについて定３０人（申し込み
あん、１１日㈷＝子どもセンターただ
順）申２月１３日までにまちだ子育て
ＯＮ、２０日㈰＝子どもセンターぱ
サイトで申し込み。詳細はまちだ子
育てサイト（下記二次元バーコード） お、２７日㈰＝子どもセンターつるっ
こ、３月６日㈰＝境川クリーンセンタ
をご覧ください。
ー横、午後１時～３時
問 保 健 予 防 課 ☎ ７ ２ ２・
○大型用品等の展示・申込締切
７９９６
各日午後１時～２時１５分
オンライン離乳食講習会（①初期②後期）
○抽選結果の発表
各日午後２時３０分ごろ
チャット機能を活用します。オン
問３Ｒ推進課☎
ラインでの受講が難しい方は、会場
☎７９７・０５３０
開催にご参加ください。いずれも会
生涯学習センター
場で開催している同講習会と同じ内
親と子のまなびのひろば
容です。なお、会場開催と重複しての
受講はできません。
●きしゃポッポ お母さん同士で子
対オンライン（Ｗｅｂｅｘ）での受講が
育て情報交換等をしましょう。
可能な①０歳４か月児～６か月児の保
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
護者②０歳８か月児～１０か月児の保
た月の末日まで）とその母親、妊婦の
護者日①３月１５日㈫②３月７日㈪、午
方日２月８日、１５日、３月１日、いずれ
前１０時３０分～１１時３０分内①栄養
も火曜日午後２時～４時（自由遊び時
士による離乳食開始についての講話
間含む）内自由遊び、スキンシップ遊
②栄養士と歯科衛生士による３回食
び、子育て情報交換、季節に合わせた
への進め方と歯についての講話定各
歌・絵本の紹介等定各７組（申し込み
３０人（申し込み順）申２月１日正午～
順）
２８日にイベシスコード①２２０２０１
まちだ施設案内予約システム

町田市洪水・土砂災害ハザードマップを全戸配布します
日頃から風水害に備えるため
に、自宅や周辺地域の危険な場所
やいざという時に避難する場所を
確認してください。

まちだ男女平等フェスティバルは
オンラインで開催します

問男女平等推進センター☎
☎723・2908

2月5日～6日に予定していましたが、
会場では開催しません。
配信期間等の詳細は市ＨＰ
（右記二次元バーコード）をご覧くだ
さい。
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自分を守る力を身につける～子どものための

「ＣＡＰプログラム」を体験してみよう
CAPとは、Child Assault Preven
tion（子どもへの暴力防止）の頭文字
をとった略称です。子どもたちが、さ
まざまな暴力（いじめ、誘拐、性暴力
等）から自分を守る方法を、寸劇等を
通して学びます。大人は別室でサポ
ート方法等について学びます。
対小学４～６年生とその保護者等日３
月１３日㈰午前１０時～正午場町田市
民フォーラム講ＣＡＰたんぽぽ定１５
組（申し込み順）／児童のみの参加は
できません申２月２日正午～３月６日
にイベントダイヤル
（☎
☎７２４・５６５６）
またはイベ シスコード２２０２０２Ｄ
へ。保育希望者（１歳6か月以上の未
就学児、申し込み順に３人）は、２月
２７日までに併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎
☎ ７２３・
２９０８
大地沢青少年センター
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塾

Ⅱ

対市内在住、在学の小学生の親子日
２月２７日㈰午前１０時～午後３時場同
センター内シイタケのほだ木づく
り、原木を加工してシイタケ菌の打
ち込み、竹細工作り講大戸源流森の
会定２０人（申し込み順）費１人６００円
申２月２日午前９時から電話で同セン
ター（☎
☎７８２・３８００）へ。ＪＲ横浜線相
原駅西口～同センター間の無料送迎
バスを運行します。

利用申し込みを開始します

４月から新たにスポーツ施設がオ
ープンします。いずれも、２月１日か
らまちだ施設案内予約システムで利
用申し込みができます。
※事前に利用者登録（団体登録）が必
要です。

成瀬鞍掛グラウンド

（少年少女）、ラクロス、ターゲットバ
ードゴルフ
利用時間午前９時～午後５時（２時間
単位）
利用料金２０９０円（２時間当たり）
休場日年末年始
◇
問公園緑地課☎
☎７２４・４３９９

施設概要グラウンド面積約７５００㎡
所在地西成瀬１－７
利用種目軟式野球、少年野球（軟式）、
ソフトボール、サッカー、サッカー
（少年少女）、ラクロス、ターゲットバ
ードゴルフ、ゲートボール、グラウン
ドゴルフ
利用時間午前９時～午後５時（２時間
単位）
利用料金２０９０円（２時間当たり）
休場日年末年始

室内プール
（温浴施設棟）
多目的室

施設概要多目的室１面積約１７２㎡、
多目的室２面積約１１３㎡、多目的室３
面積約２２㎡
所在地図師町１９９－１
利用種目卓球、ダンス、ヨガ、空手等
利用時間午前９時～午後９時（３時間
単位）
利用料金多目的室１は１５００円、多目
的室２は１０００円、多目的室３は３００
丘の上グラウンド
円（各３時間当たり）
施設概要グラウンド面積約８０００㎡ 休館日毎月第１・３月曜日（月曜日が
祝日の場合はその翌日）、年末年始
所在地野津田町２０３５番地
利用種目軟式野球、少年野球（軟式）、 問スポーツ振興課☎
☎７２４・４０３６
ソフトボール、サッカー、サッカー

