
6 2022．7．1 新型コロナウイルス感染防止のため、催し・講座は中止や一部変更になる場合があります

子ども・子育て子ども・子育て
２０２２年度多摩・島しょ広域連携活
動助成事業～子ども体験塾
なりたいシゴトを体験しよう！
　日程等の詳細はさがまちコンソー
シアムＨＰ、まちだ子育て
サイト（右記二次元バー
コード）をご覧ください。
対町田・多摩・稲城市在住、在学の小
・中学生（コースにより異なる）開催
日８月１７日㈬～２３日㈫場町田市生
涯学習センター、町田新産業創造セ
ンター申７月１５日午後５時までに申
し込みフォーム（下記二次元バーコ
ード）で申し込み。応募者
多数の場合は抽選となり
ます。
問さがまちコンソーシアム事務局☎☎
04２・７4７・９0３８（受付時間＝祝休
日を除く月～金曜日の午前１0時～
午後５時）、町田市子ども総務課☎☎
７２4・２８７６

子ども創造キャンパスひなた村
●デイキャンプ　森で遊んだり、ゲ
ームを楽しみましょう。
対市内在住、在学の小学生とその家
族日８月７日㈰午前１0時～午後３時　

（雨天中止）定２0人（申し
込み順）費１人３00円申７
月３日午前１0時から電話
でひなた村（☎☎７２２・５７３６）へ／そ
の他の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。

夏休みわくわくエコ体験講座
　ダンボールコンポストの仕組みや
ごみの減量について学び、ダンボー
ル箱を装飾して自分だけのオリジナ
ルコンポスト（幅３７㎝、奥行き３３
㎝、高さ３２㎝、重さ約７㎏）を作りま
す。コンポストは持ち帰れます。
対市内在住の小学生とその保護者
（保護者１人につき小学生２人まで）
日７月２７日㈬午前１0時～午後0時
３0分場町田市バイオエネルギーセ
ンター定３３人（申し込み順）申７月５
日正午～１５日にイベントダイヤル
（☎☎７２4・５６５６）またはイベシスコ
ード２２0７0５Ｃへ。
問環境政策課☎☎７９７・0５３0
リサイクルについて学ぼう！
工 作 会・ 工 場 見 学 ツ ア ー
　プラスチックを使った工作・学習
を行い、その後、日野市クリーンセン
タープラスチック類資源化施設を見

学します。
対市内在住の小学生とその保護者
（保護者の同伴必須）日８月１0日㈬午
前１0時～午後4時場町田市バイオエ
ネルギーセンター定３0人（申し込み
順）申７月６日正午～２0日にイベン
トダイヤル（☎☎７２4・５６５６）または
イベシスコード２２0７0６Ｆへ（申し
込みは4人まで）。
問環境政策課☎☎７９７・0５３0

リサイクルガラス砂絵教室
　研磨された安全なリサイクルガラ
ス砂を使用します。
対市内在住の小学生日①７月２３日②
７月３0日、いずれも土曜日午前１0時
３0分～午後0時３0分場①子どもセ
ンターつるっこ②子どもセンターぱ
お定①１６人②１１人／申し込み順申
７月５日正午～１３日にイベントダイ
ヤル（☎☎７２4・５６５６）またはイベシ
スコード①２２0７0５Ｂ②２２0７0５Ｄ
へ（申し込みは３人まで）。
問環境政策課☎☎７９７・0５３0
中学・高校生向け講座
さ が ま ち カ レ ッ ジ
　詳細は講座案内チラシ（生涯学習
センター、各市民センター、各市立図
書館等で配布）をご覧ください（さが

まちコンソーシアムＨＰでダウンロ
ードも可）。
●幾何学描画ソフト　ＧｅｏＧｅｂｒａ　
（ジオジェブラ）による実践講座「図
形とあそぼう」
対中学３年生～高校生日８月１日㈪午
後１時２0分～4時３５分場青山学院大
学相模原キャンパス（相模原市）講青
山学院大学理工学部数理サイエンス
学科教授・西山享氏定２0人（抽選）費
２５00円（教材費含む）
●ｗｅｂカレッジ〜中学生のための
初級薬学講座　薬の秘密を確かめよ
う　Ｚｏｏｍを使ったオンライン講
座です。使用する教材は事前に郵送
します。
対中学生日８月７日㈰午後１時～２時
３0分講相模原市薬剤師会理事・澤田
寛之氏定２0人（抽選）費１２00円（教
材費含む）
●薬の効果を目で見てみよう〜いの
ちを守る抗菌薬のはたらき　
対中学・高校生日８月１８日㈭午後２
時１５分～３時4５分場昭和薬科大学
（東玉川学園）講昭和薬科大学薬学部
講師・梶川瑞穂氏定１２人（抽選）費
１２00円（教材費含む）
●実験で体験しよう！〜混ぜると光
る化学の不思議　
対中学・高校生日８月１９日㈮午前１0
時３0分～正午場昭和薬科大学（東玉
川学園）講昭和薬科大学薬学部講師
・石田寛明氏定１８人（抽選）費１２00
円（教材費含む）

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、７月１１日までに、郵送（必
着）またはＦＡＸでさがまちコンソー
シアム事務局へ（さがまちコンソー
シアムＨＰで申し込みも可）／申込締
切日までに定員に達しない場合は、
引き続き募集します。
問同事務局☎☎04２・７4７・９0３８、町
田市生涯学習センター☎☎７２８・
00７１

ちょっぴり図書館員になってみよう！
　休館日の図書館で、図書館員のお
しごと体験を行います。館内の写真
撮影もできます。
対市内在住、在学の小学生（保護者の
同伴可）日７月２５日㈪午前１0時１５
分～１１時4５分場中央図書館定１２人
（申し込み順）申７月５日午前１0時か
ら直接または電話で同館4階メイン
カウンター（☎☎７２８・８２２0）へ（申し
込みは２人まで）。

２０２２年度子育て世帯生活支援特別給付金
問ひとり親世帯分について=子ども総務課☎☎７２４・２1４3、
ひとり親世帯以外の子育て世帯分について=子ども総務課☎☎７２４・２139

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育てに対する負担の増加や収入の減少等を支援するため、給付金を支給します。詳細はまち
だ子育てサイトをご覧ください。
【ひとり親世帯分】

対　象 申請方法 給付額
①令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受け
ている方
※児童扶養手当支給口座へ支給します。

申請不要
（給付を希望しない
方は届け出が必要）

児童1人
につき
5万円

②公的年金等を受給していることにより、令
和4年4月分の児童扶養手当を受けていない方
（児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回
る方に限る）

申請が必要
※申請書（まちだ子
育てサイトでダウン
ロード）に記入し、必
要書類を添えて、郵
送で子ども総務課
（〒194-8520、森野

2-2-22）へ。

③平成16年4月2日以降に生まれた（一定の障
がいがある場合は20歳の誕生日の前日まで
の）児童を監護養育しているひとり親世帯等
で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け
て家計が急変するなど、収入が児童扶養手当
を受給している方と同じ水準となっている方

【ひとり親世帯以外の子育て世帯分】
　所得要件Ａ・Ｂのいずれかに該当し、かつ養育要件①②③のいずれかに該当する方が対象です。

所得要件 養育要件 申請方法 給付額
Ａ＝令和4年度の
住民税均等割が非
課税の方

Ｂ＝新型コロナウ
イルス感染症の影
響を受けて令和4
年1月以降の家計
が急変し、収入が
令和4年度の住民
税均等割が非課税
の方と同じ水準と
なっている方

①令和4年4月分の児童手当ま
たは特別児童扶養手当（支給停
止含む）の支給を受けている方

【Aかつ①②に当てはまる方】
原則、申請不要

※給付金を希望しない方は
届け出が必要です。

※公務員は申請が必要です。

【Aかつ③、Ｂかつ①②③に当
てはまる方】
申請が必要

※申請書（まちだ子育てサイ
トでダウンロード）に記入し、
郵送で子ども総務課（〒194-
8520、森野2-2-22）へ。

児童1人につき
5万円

※2022年度子育て
世帯生活支援特別
給付金（ひとり親世
帯分）を支給済みの
場合は対象外です。

※同じ児童につい
て、他の養育者に支
給済みの場合は対

象外です。

②令和4年5月分～令和5年3月
分の児童手当または特別児童扶
養手当（支給停止含む）の受給資
格または額改定の認定を受けた
方

③平成16年4月2日から平成19
年4月1日までの間に生まれた
児童のみを監護養育している方

マイナポイント事業第２弾が始まりました
問市民課☎☎８６０・６19５

　国は、マイナンバーカードと民間
のキャッシュレス決済サービスとの
連携でマイナポイントを付与する事
業の第２弾を行っています。６月３0
日から、健康保険証利用申込、公金受
取口座登録をした方に、それぞれ
７５00円相当のポイントが付与され
ます。
※マイナポイントの利用には、マイ
ナンバーカードの取得と、マイナポ
イントの予約（マイキーＩＤの設定）、
申し込み（キャッシュレス決済手段
の選択）が必要です。
※既に健康保険証利用申込、公金受
取口座登録をしている方もポイント
付与の対象になります。
【マイナポイント予約・申込支援を行
っています】
　自宅での手続きが難しい方を対象
に下記の会場で支援しています。
場マイナンバーカードセンター（町
田センタービル５階）、みんなの広場

奥（市庁舎１階）
持ち物マイナンバーカード、利用者
証明用電子証明書の暗証番号（数字
4桁）、キャッシュレス決済サービス
のＩＤ・セキュリティーコード、通帳
等の口座番号が分かるもの（公金受
取口座の登録をする場合）
※マイナポイント申し込みの操作方
法等の詳細は、国のマイナポイント
のＨＰをご覧いただくか、マイナンバ
ー総合フリーダイヤル（錆０１２０・９５
・０１７８）へお問い合わせください。
【混雑緩和にご協力ください】
　マイナポイント事業は先着順では
ありません。ポイントは、９月末まで
にマイナンバーカードを申請したす
べての方が対象で、２0２３年２月末ま
でに申し込みすると付与されます。
７月上旬は、特に窓口の混雑が想定
されますので、申込時期をずらす等、
ご協力をお願いします。

町田市名産品セットをプレゼント！� �
市内各地でマイナンバーカードの
申請を受け付けます� �
　当日、会場で申請用写真を無料
で撮影し、その場でカードの申請
ができます。なお、カードの発行に
は１か月半程かかります。申請し
た方には、町田市名産品セットを
プレゼントします（各日１00人〔先
着順〕）。� �
日①７月８日㈮午前１１時～午後６
時②７月９日㈯午前１0時～午後５
時③７月１５日㈮午前１１時～午後６
時④７月１６日㈯午前１0時～午後５
時� �
場①②木曽森野コミュニティセン
ター③④島忠ホームズ町田三輪店
（三輪町２８１－１）� �
※申請会場では、マイナポイント
の予約・申し込みの支援はしてい
ません。


