
4 2022．6．15 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　集募　集
まちだ男女平等フェスティバル実行委員
　２０２３年２月４日㈯、５日㈰に開催
予定の「まちだ男女平等フェスティ
バル」の実行委員（市民・団体）を募集
します。同フェスティバルでは、男女
共同参画社会づくりの推進に向けて
活動している団体等が中心になり、
講演会やワークショップ、展示等を
行います。
活動日時７月～２０２３年２月、毎月第
２火曜日、午前９時３０分～１１時３０分
場町田市民フォーラム申電話で男女
平等推進センター（☎☎７２３・２９０８）
へ。　

認 定 こ ど も 園 職 員
　詳細は施設へお問い合わせくださ
い。
対有資格者
○光幼稚園（☎☎７９６・１９１２）＝保育
士（非常勤）、幼稚園教諭（非常勤）
問保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３８
町田市下水道事業計画評価委員会
市 民 委 員
　町田市の下水道事業計画の進

しん

捗
ちょく

管理・評価等を行う機関として１１月

１日に設置する町田市下水道事業計
画評価委員会の市民委員を募集しま
す。
対市内在住の１８歳以上で、今後の市
の下水道事業に関心があり、原則平
日に開催する委員会に出席できる方
任期１１月１日～２０２４年３月３１日募
集人数２人選考申込書、論文申申込
書と論文（テーマ＝下水道の現状と
課題を踏まえ、これからの下水道事
業について考えること〔８００字以
内〕）を作成し、７月２９日までに直接
または郵送（消印有効）で下水道経営
総務課へ／募集要項・申込書・論文用
紙は市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。
問下水道経営総務課☎☎７２４・４２８７
児童青少年課
会 計 年 度 業 務・ 補 助 職 員
○①放課後児童支援員②学童保育ク
ラブ補助員　詳細は募集要項をご覧
ください。募集要項・応募書類は市Ｈ
Ｐ（右記二次元バーコード）
でダウンロードできます。
対①放課後児童支援員の資
格を有する方②児童の健全育成に理
解と熱意があり、体力のある方任用
期間８月１日～３１日勤務時間午前８

時～午後７時のうち実働６時間（月２０
日、シフト制）勤務場所中央学童保育
クラブ（中町）募集人数若干名報酬①
月額１５万６０００円②月額１２万９６００
円／別途、通勤手当相当分支給選考
１次＝書類、２次＝面接申募集要項を
参照し、応募書類に記入のうえ、７月
８日までに直接または郵送（必着）で
児童青少年課へ。
問児童青少年課☎☎７２４・２１８２

お知らせお知らせ
市 税 納 期 限 の お 知 ら せ
　６月は、「市・都民税」の納付月で
す。
問納税課☎☎７２４・２１２１

町田市デジタル化推進委員会
　市では、有識者から意見を伺い、デ
ジタル化施策を迅速かつ的確に推進
するため、町田市デジタル化推進委
員会を開催します。委員会は、会場で

傍聴できるほか、オンラ
イン（Ｗｅｂｅｘ〔右記二次
元バーコード〕）でもご覧
いただけます。
日６月２９日㈬午後５時～６時場市庁
舎定会場＝１０人（申し込み順）申６月
２２日までに電話で情報システム課
（☎☎７２４・４４３２）へ（Ｗｅｂｅｘウェビ
ナーで傍聴の場合は申し込み不要）。
裁判所の調停委員による
民 事 調 停 の 利 用 相 談 会
　土地建物、金銭債務、近隣問題、交
通事故、パワハラなどの「民事上のも
めごと」について、豊富な経験と知識
を持った裁判所の調停委員が、秘密
厳守で民事調停の手続きや利用方法
等の相談に応じます。弁護士の委員
も参加します。
日７月１１日㈪午後１時３０分～４時３０
分場市庁舎申直接または電話で広聴
課（市庁舎１階、☎☎７２４・２１０２）へ。

6月23日～29日は男女共同参画週間
問男女平等推進センター☎☎723・2908

　職場・学校・地域・家庭で、一人ひとりの個性と能力を発揮できる「男女
共同参画社会」を実現するためには、国や市だけでなく、市
民の皆さんの取り組みが必要です。この機会に、男女のパー
トナーシップについて考えてみませんか。詳細は、内閣府男
女共同参画局ＨＰ（右記二次元バーコード）をご覧ください。

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（右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。

凡例 対対象 日日時 場会場 内内容
講講師 定定員 費費用
申申し込み 問問い合わせ

　シジュウカラの巣立ち雛
びな

が親鳥の
後を追いかけているのを真光寺川沿
いの何か所かで見かけました。夏鳥
のホトトギスが渡って来て、真夜中
も朝夕も鳴いています。自宅近くの
緑道では、メボソムシクイの囀

さえず

りを
聞きました。標高の高い山地への渡
りの途中に立ち寄ったものと思われ
ます。２００９年にも、中町の旧市庁舎
前の林でその囀りを聞き、この欄に
書いたことがあります。
　気象庁から、関東地方も梅雨入り
したもようとの発表がありました。
雨の季節がやってきました。河川の
増水時期を前に、先月末に、境川クリ
ーンアップ作戦が実施されました。
新型コロナ感染拡大防止で、中断し
ていたこの取り組みも３年ぶりに再
開されました。桜美林大学の学生も

ボランティアとして参加しました。
　また、同じ日に、多摩境駅周辺美化
キャンペーンが開催されました。美
化活動として、道路上のポイ捨てご
みの回収・分別や周知活動を実施し
ました。併せて、海洋プラスチックご
み削減について、これも桜美林大学
の学生によるディスプレイの展示、
説明が行われました。学生の皆さん
は、境川や鎌倉由比ヶ浜で実際にプ
ラスチックごみの回収活動をして、
この企画内容に反映しています。
　京王線の多摩境駅周辺は、長い間、
吸い殻を中心とした、ポイ捨てごみ
の防止に地域の皆さんが取り組んで
きました。この４月からは、「美化推
進重点区域」及び路上喫煙を禁止す
る「道路等喫煙禁止区域」に指定され
ました。このキャンペーンには、地域
の町内会・自治会の皆さんや交通関
係の企業の皆さんにも参加をいただ
きました。
　これからも、ポイ捨てごみのない、
きれいな街を実現し続けていきたい
と思います。

カワセミ通信
１８３

町田市民病院職員募集 問同病院総務課☎☎722・2230 
（内線7412）

町田市民病院　採用 検索

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

看護師 10人程度
看護師の資格を有する、
または2023年春までに
取得見込みの方

○受け付け
7月8日㈮まで
（必着）

○試験日
8月6日㈯

10月1日
2023年1月1日
2023年4月1日助産師 若干名

助産師の資格を有する、
または2023年春までに
取得見込みの方

※試験実施要項・受験申込書・適性検査受検申込書は同病院HPでダウンロードできます
／郵送・持ち込みは同病院総務課へ／受験資格、採用条件等は実施要項を十分に確認し
てください。

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センター
☎☎７３２・３５６３／毎日午前８時３０分～午後７時

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

町田市教育委員
会定例会

7月1日㈮
午前10時から

市庁舎10階会
議室10-2～5

直接会場へ問教育総務課
☎☎724・2172

町田市認知症施
策推進協議会

7月12日㈫
午後6時30分
～8時30分

オンライン
（Webex）

3人
（申し込み順）

事前に電話で高齢者福祉
課（☎☎724・2140）へ

町田市景観審議
会専門部会

7月20日㈬
午後3時～4時
30分

市庁舎2階会議
室2－3

5人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づく
り課（☎☎724・4267）へ

ワクチン情
報の詳細は 
こちら▶

■３回目接種をお考えの方へ　３回目接種の接種間隔が５か月に変わりました
　５月２５日の国の指針により、ファイザー社ワクチンと武田／モデルナ社
ワクチンで３回目接種を受ける際の接種間隔が、２回目接種完了後６か月か
ら５か月に変更となりました。
　接種券は接種可能日前にご自宅に配達されますので、接種を希望する方
は、接種券が届き次第、予約を取ることが可能です。
　なお、４回目接種の開始に伴い、今後予約が増えてくるため、お早めに接
種の予約をお願いします。
■ワクチン接種を受けるには事前に接種予約が必要です。
①�パソコン・スマート
フォンから予約

２４時間予約可能です。

②���電話で予約
　�町田市新型コロナワクチン接種
予約センター

　　☎☎７８５・４１１７� �７８５・４１１７� �
　　（毎日午前８時３０分～午後７時）

桜美林大学　田中敬一教授ゼミの皆さんと市長


