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日 日時

場 会場

内 内容

講 講師

ご相談等を受け付けている専用窓口
の対応時間を下記のとおり変更しま
した。
受付時間午後１時～５時（土・日曜日、
祝休日、年末年始を除く）来所相談市
庁 舎７階７０５窓 口 相 談 電 話 番 号 ☎
８６０・７８３０
問健康推進課☎
☎７２４・４２３６

記事内の表記について
○イベントダイヤル＝町田市イベ
ントダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）に
電話で申し込み（電話受付時間＝
午前７時～午後７時）／番号のかけ
間違いにご注意ください
○イベシス＝町田市イベント申込
システム インターネットのイベ
ント申込システム（下記二次元バ
ーコード）にコードを入力し、２４
時間申し込み可／イ
ベシスで１次受付を行
う催し・講座の募集数
は定員の半数です
○市ＨＰ＝町田市ホームページ
○ＨＰ＝ホームページ
※催しや講座など、申込方法の記
載がない場合は直接会場へおいで
ください。
※新型コロナウイルス感染防止の
ため、催し・講座等に参加の際は、
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。

募 集

生涯学習センター運営協議会

市

民

委

員

２０２１年度に策定した「町田市生
涯学習センターのあり方見直し方
針」に基づき策定する実行計画につ
いて、協議を行う市民委員を募集し
ます。
対市内在住の１８歳以上の方／２０２２
年４月１日時点で町田市の他の附属
機関等の委員である方、過去に生涯
学習センター運営協議会の委員を経
験した方は委員になれません任期委
嘱日～２０２４年３月31日募集人数３
人選考書類、作文申応募用紙と作文
を４月１９日午後５時までに直接また
は郵送（必着）で生涯学習センター
（〒１９４－００１３、原町田６－８－１）
へ／詳細は募集要項（市ＨＰでダウン
ロード）をご覧ください。
問生涯学習センター☎
☎７２８・００７１

健康案内

受付時間を変更します

受動喫煙防止対策専用相談窓口
受動喫煙対策に関するご不明点・
お口を健やかに！

対 対象

凡例

歯科健診のご案内

問保健予防課☎
☎７２５・５４３７

こう くう

【７０歳以下の方～歯科口腔健康診査】
半年から１年に一度は、定期健診を受け、お口の状態をチェック
しましょう。詳細は下表または市ＨＰ
（右記二次元バーコード）
をご
覧ください。
【７１歳以上の方～高齢者歯科口腔機能健診】
歯や歯ぐきの健診とともに、お口の機能（噛む力や飲み込む力
等）
を、
問診と簡単なテストで健診します。詳細は下表または市ＨＰ
（右記二次元バーコード）
をご覧ください。
か

対
象
受診期間
会
場
費
用

歯科口腔健康診査
高齢者歯科口腔機能健診
市内在住の18～70歳の方
市内在住の71歳以上の方
4月1日～2023年3月31日
町田市の契約歯科医療機関
（※1）
400円（※2）
500円
（※2）

※1 契約歯科医療機関は、お問い合わせいただくか、チラシ
（各市民センター等で配
布）
または市ＨＰをご覧ください。
※2 生活保護受給の方、市民税非課税世帯の方等は無料です。
くち

「口トレ」
でオーラルフレイルを予防しましょう 
滑舌低下、食べこぼし、わずかなむせ、噛めない食品が増える等、お口
の機能の低下をオーラルフレイルといいます。これは、
身体の衰え
（フレ
イル）
と大きく関わります。予防のため、
日頃からお口周りの筋肉を鍛え
ましょう。町田市オリジナルの体操動画
「口トレ」
でオーラルフ
レイル対策を始めましょう。
「口トレ」
のＤＶＤ貸し出しや、リー
フレットの配布を行っていますのでお問い合わせください。

新型コロナワクチン接種情報

問新 型コロナワクチン接種相談コール 新型コロナ
センター☎
☎７３２・３５６３
 ワクチン関
※番号のかけ間違いにご注意ください。 連情報▶

ワクチン接
種の副反応
について▶

町田市に転入された方へ

新型コロナワクチンの接種を希望する方は、
市が発行する接種券が必要です。申請書（市ＨＰでダウンロード可）に記
入のうえ、
直接または郵送で、
保健所保健予防課
（市庁舎７階）
へ。各市民
センター窓口でも受け付けできます。

５～１１歳（小児）の新型コロナワクチン接種について

市内の小児科を中心とした医療機関
（個別接種）
等で接種することができます。
ワクチン接種の発症予防効果や副反応などについて十分理解いただいたうえ
で、
お子さんと保護者の双方で接種の判断をお願いします。
しん がた

かん

いっ ぱん てき

と

あ

さき

定 定員

費 費用

申 申し込み

市HP 町田市ホームページ

町田市環境審議会

市

問 問い合わせ

町田市街づくり審査会

民

委

員

市

町田市環境審議会は、環境施策の
進 捗 状況等を確認していただく市
の附属機関です。環境に関する新し
い計画「第３次町田市環境マスター
プラン」
（２０２２年度から）に基づい
て行う環境施策についても確認して
いただく市民委員を募集します。
対市内在住の１８歳以上の方任期委
嘱日～２０２４年３月３１日募集人数５
人以内申募集要項を参照し、４月２６
日までに、メールで環境政策課（墳ｍ
ｃｉｔｙ５４３０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊ
ｐ）へ／資源削減のため、募集要項は
紙での配布は行いません。詳細は、市
ＨＰをご覧ください。なお、電子ファ
イルで募集要項の送付を希望する場
合は、上記メールアドレスへお問い
合わせください。
問環境政策課☎
☎７２４・４３８６

民

委

町田市街づくり審査会委員の任期
満了に伴い、市民委員を募集します。
対市内在住の満１８歳以上で、他の附
属機関の委員と重複していない方／
詳細は募集要項をご覧ください任期
６月１日～２０２４年５月３１日募集人数
４人選考１次＝論文、２次＝面接（５月
９日予定）／結果は応募者全員にお
知らせします。なお、応募論文は返却
しません申申込書と論文（テーマ＝
地域における街づくりの目標や方針
を取りまとめる際の市民と行政の役
割についてあなたの考えを述べてく
ださい。６００字以上１０００字以内）
を、４月１４日までに直接または郵送
（消印有効）で地区街づくり課へ／募
集要項、申込書等は市ＨＰでダウンロ
ードできます。郵送を希望する方は
ご連絡ください。
問地区街づくり課☎
☎７２４・４２６７

しん ちょく

小見出し 大見出し
指定管理者を募集します
施設を効果的かつ効率的に管理 ○説明会を開催します
運営できる指定管理者を募集しま
応募を予定している団体はでき
す。
る限り参加してください。申込方
詳細は募集要項（市ＨＰでダウン 法等の詳細は市ＨＰをご覧くださ
ロード）をご覧ください。
い。
【南大谷子どもクラブ】
日４月８日㈮午前１０時から
対児童館、学童保育クラブ、認可保 場市庁舎
育所、認証保育所、保育室、認定こ 問児童青少年課☎
☎７２４・４０９７
ども園等の子どもに関する施設の 【大地沢自然交流サイト（現大地沢
運営実績等を有する法人
青少年センター）】
対象施設南大谷子どもクラブ（南 対指定管理者として類似施設の運
大谷２６４）
営実績を有する法人その他の団体
指定期間２０２３年４月１日～２０２８ 指定期間２０２３年４月１日～２０２８
年３月３１日（５年間）
年３月３１日（５年間）
申必要書類をお持ちのうえ、５月９ 申申請書に記入し、５月９日午前９
日午前９時～１３日午後５時に直接 時～１３日午後５時（ただし５月１０
児童青少年課（市庁舎２階）へ。
日を除く）に直接同センターへ。
問同センター☎
☎７８２・３８００

公開している会議 傍聴のご案内
会議名

日

時

会

場

定

員

申し込み

町田市交通安全
事前に電話またはFAXで市
4月4日㈪午後 市庁舎3階第
5人
推進協議会定例
☎724・4003
民生活安全課
（☎
2時から
1委員会室 （申し込み順）
会
返050・3160・8039）
へ
町田都市計画事
和光大学ポ
4月7日までに電話で地区街
4月8日㈮午前
5人
業鶴川駅南土地
プリホール
（申し込み順） づくり課（☎
☎724・4214）へ
10時~正午
区画整理審議会
鶴川
町田市情報公開
事前に電話で市政情報課
4月11日㈪午 市庁舎2階会
3人
・個人情報保護運
（申し込み順）（☎
☎724・8407）へ
前10時~正午 議室2-2
営審議会
市庁舎10階
町 田 市 教 育 委 員 4月15日㈮午
会 議 室10会定例会
前10時から
2~5

直接会場へ問教育総務課☎
☎
724・2172

追加接種
（３回目）
について

接種券が届き次第、
予約可能です。詳細は、
接種券に同封する書類をご覧く
ださい。接種券発送日の詳細については市ＨＰをご確認ください。
※１・２回目の接種を希望する方も、
引き続き接種することができます。
※１・２回目接種後に新型コロナウイルスに感染した場合でも、体調が回復し
た後または隔離期間解除後に、追加接種
（３回目）
を希望する場合は、接種が
可能となります。厚生労働省の審議会においては、感染してから追加接種
（３回目）
までの間隔について、暫定的に３か月を一つの目安とす
ることとされました。
 詳細は厚生労働省新型コロナワクチンＱ＆Ａ（右記二次元バ
ーコード）
をご確認ください。

リバウンド警戒期間中です～ワクチン接種後も感染予防対策を

た げん ご たい おう か

新型コロナワクチンに関する一般的な問い合わせ先
（多言語対応可）
こう せい ろう どう しょう しん がた

厚生労働 省 新型コロナワクチンコールセンター 錆０１２０・７６１７７０
ど

にち よう

び

しゅくきゅう じつ

ふく

ご

ぜん

じ

ご

ご

じ

（土・日曜日、
祝 休 日を含む午前9時～午後9時）

員

○マスクの着用

○こまめな手洗い

○こまめに換気

○アルコール消毒

○３密を避ける

○体調がすぐれないと
きは外出しない 等

