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献 血 に ご 協 力 く だ さ い
　市庁舎で献血を実施します。輸血
用血液の需要は年々増加していま
す。継続的なご協力をお願いします。
日７月２０日㈬、午前１０時～１１時４５
分、午後１時１５分～３時４５分場ワン
ストップロビー（市庁舎１階）
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７
高齢者・障がい者のための
福 祉 法 律 相 談
　法律に関する問題について、弁護
士が相談に応じます。
対市内在住の高齢者、障がいのある
方、またはその家族や関係者日７月
１９日、８月１６日、９月２０日、いずれも
火曜日午後２時～４時２０分／１人３０
分程度場町田市民フォーラム内成年
後見制度、相続、遺言、贈与、財産分
与、権利侵害等の相談申氏名・電話番
号を明示し、電話またはＦＡＸで、（社
福）町田市社会福祉協議会福祉サポ
ートまちだ（☎☎７２０・９４６１返７２５・
１２８４）へ。
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７
配布しています
マイホームを空家にしないためのプランニングノート
　市では、空家の発生を予防するた
め、（株）ジチタイアドと協働し、住宅
の所有者に向けて「マイホームプラ
ンニングノート」を作成しました。こ
の冊子は、住宅の賃貸・売却、相続や
管理など、マイホームの「これから」
と、所有者の「これから」を考えるき
っかけとして、また所有者に“もし
も”のことがあった時の備えとして
活用いただくためのものです。
対自身が所有する住宅にお住まいの
方配布場所住宅課（市庁舎８階）、生
涯学習センター、各高齢者支援セン
ター／無くなり次第終了
問住宅課☎☎７２４・４２６９

シニアシニア
２０２２年度後期ことぶき大学
　詳細は、募集案内（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。
●①体操コース「今からはじめる　
健康と体力づくり」
日１０月４日、１１日、１１月１日、１５日、
２９日、１２月６日、いずれも火曜日午
後２時～３時３０分、全６回場生涯学習
センター講ケアフルクラブ悠々園施
設長・柴田智氏定３０人（抽選）
●②音楽コース「オペラ入門〜究極
の総合芸術へようこそ」　
日９月２８日、１０月５日、２６日、１１月２
日、９日、３０日、いずれも水曜日午後
２時３０分～４時３０分、全６回場町田
市民フォーラム講音楽評論家・加藤
浩子氏定８０人（抽選）

◇
対市内在住の２０２２年４月１日現在
６０歳以上の方申１次受付＝７月１５日
正午～２０日午後７時にイベシスコー
ド①２２０７２１Ｈ②２２０７２１Ｊへ／２次
受付＝７月２１日正午～８月１９日にイ
ベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスへ。
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１

子ども・子育て子ども・子育て
医療的ケアを必要とする児童の
保育所への入所申込を受け付けます
　保育園の利用に当たっては、市が
策定した「医療的ケア児の保育所等
受入れガイドライン」により決定し
ます。なお、対応可能な医療的ケア
は、「経管栄養（経鼻胃管、胃ろう）」、
「喀

かく

痰
たん

の吸引（口
こう

腔
くう

・鼻
び

腔
くう

内吸引）」、
「導尿」です。
対保育所で保育を必要とされる児童
のうち、主治医が集団保育を実施す
ることが適切であると認めた３歳児
クラス以上の児童入所開始日２０２３
年４月１日保育時間月～金曜日の午
前８時３０分～午後４時３０分（１日８時
間）対象施設市内公立保育所定３人
（選考、１園につき１人）申事前に入園
相談が必要です。相談予約は８月１５
日までに電話で保育・幼稚園課へ。お
子さんの状況等により、希望の保育
所を変更していただく場合がありま
す。なお、申請方法や必要書類等の詳
細は、入園相談時に説明します。
問保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３７
夏休みのイベント情報誌
夏 休み子どもフェア２０２２
　夏休みの子ども向け市内イベント
情報冊子「夏休み子どもフ
ェア２０２２」を配布してい
ます。まちだ子育てサイト

（左下記二次元バーコード）でダウン
ロードもできます。
配布場所児童青少年課（市庁舎２
階）、各市民センター、各子どもセン
ター、各市立図書館等／市立小学校
の児童には各校で配布します。
問児童青少年課☎☎７２４・４０９７
町田のごみの歴史を学ぼう！つくろう！
親 子 ワ ー ク シ ョ ッ プ
　詳細は、市ＨＰ（右記二次� �
元バーコード）または募集
要項（循環型施設整備課〔市
庁舎７階〕、町田市バイオエネルギー
センターで配布）をご覧ください。
対市内在住の小学４年生以上の子ど
もとその保護者（保護者１人につき
小学生２人まで可、子どものみの参
加は不可）日８月２１日㈰午前９時～
正午（雨天実施）場町田市バイオエネ
ルギーセンター内町田のごみ歴史年
表の製作、工場見学定１２組（申し込
み順）申７月２１日正午～２７日にイベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード２２０７２１Ａへ。
問循環型施設整備課☎☎７２４・４３８４

ザリガニを釣って水辺の生きものを知ろう
　さお、糸、えさは市で用意します。
釣ったザリガニの持ち帰りはできま
せんが、たくさん釣ったお子さんに
は記念品を差し上げます。
対市内在住の小学生以下のお子さん
とその保護者日８月１１日㈷午前７時
４５分～９時４５分（荒天中止）場忠生
公園定６組程度（同伴者含めて１組５
人まで、抽選）申７月２０日正午～２７
日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
２２０７２０Ｆへ。
問環境共生課☎☎７２４・４３９１
父子工作教室
手ごねせっけんをつくろう
対小学１～３年生のお子さんとその
父親（または祖父）日８月６日㈯午前
１０時～１１時場町田市民フォーラム

講生涯学習ボランティアバンク登録
講師・細江智美氏定１０組（申し込み
順）費２５０円申７月２０日正午～８月２
日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
２２０７２０Ｅへ。保育希望者（１歳以上
の未就学児、申し込み順に２人）は、７
月２６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

野 津 田 公 園
●夏休み自由研究企画第１弾〜親子
で食虫植物教室　食虫植物（ハエト
リグサ）の仕組みを解説します。参加
者にはハエトリグサを１つプレゼン
トします。
対市内在住、在学の小学生とその保
護者日７月３０日㈯午後１時～３時場
町田ＧＩＯＮスタジアム講（有）グレン
デル・忍足和彦氏定１０組（１組３人ま
で、申し込み順）費１０００円（保険料
込み）申電話で同公園（☎☎
７３６・３１３１、受付時間＝午
前９時～午後５時）へ。
大地沢青少年センター
夏 の 子 ど も デ イ キ ャ ン プ
　まき割りや火おこしをしたり、境
川源流域や草戸山を探検します。
対市内在住、在学の小学４～６年生日
８月２４日㈬午前１０時～午後４時場同
センター定２０人（抽選、結果は８月５
日ごろ郵送）費５００円申ハガキに「夏
の子どもデイキャンプ申込」と書き、
参加者全員の住所・氏名（ふりがな）
・電話番号・学年・性別を明記し、７月
３１日まで（必着）に大地沢青少年セ
ンター（〒１９４－０２１１、相原町
５３０７－２）へ／ハガキごとに抽選し
ます。グループで申し込みの場合、ハ
ガキ１枚に全員の情報を明記してく
ださい／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。
問同センター☎☎７８２・３８００

「広報活動」に関する意識調査を実施します
問広報課☎☎７２４・２１０１

「広報まちだ」は市ＨＰやアプリでも読めます
問広報課☎☎７２４・２１０１

民生委員・児童委員が新たに委嘱されました
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

　市では、市が行う広報活動について市民の皆さんの意見を伺うため、『「広
報活動」に関する意識調査』を実施します。
　住民基本台帳から無作為で抽出した３０００人に、郵送で調査票をお送り
しました。ご協力をお願いします。

　市ＨＰでは、広報まちだの発行日（毎月１日、１５日）にＰＤＦ版を公開してい
ます。また、スマートフォン・タブレット用アプリ等でもご覧いただけます。
●アプリ「マチイロ」
●ウェブ閲覧サービス「マイ広報紙」
●ＴＡＭＡ ｅｂｏｏｋｓ（たまイーブックス）

　２人の民生委員・児童委員が新たに委嘱されました。担当地域は下表の
とおりです。
※その他の地域の担当は、お問い合わせください。

講座・イベント情報誌
生涯学習ＮＡＶＩ　好き！学び！
問生涯学習センター☎☎７２8・００７１

夏号を発行しました。
配布場所等の詳細は
こちら▶

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

町田市食育推進計
画策定及び推進委
員会

7月22日㈮
午後1時30分
～3時30分

市庁舎2階
会議室2-5

2人
（申し込み順）

7月19日～20日に電話で
保 健 予 防 課（ ☎☎722・
7996）へ

町田市都市計画審
議会

7月29日㈮
午前10時から

市庁舎3階
第1委員会室

3人
（申し込み順）

事前に電話で都市政策課
（☎☎724・4247）へ

町田市産業振興計
画推進委員会

8月2日㈫
午後3時～5時

市庁舎3階
第1委員会室

3人
（先着順）

直接会場へ問産業政策課
☎☎724・2129

町田市介護保険事
業計画・高齢者福
祉計画審議会

8月3日㈬
午後6時30分
～8時

市庁舎3階
会議室3-1

3人
（申し込み順）

事前に電話でいきいき総
務課（☎☎724・2916）へ

町田市環境審議会 8月8日㈪
午後2時～4時

市庁舎2階
会議室2-1

3人
（申し込み順）

8月5日までに電話で環境
政策課（☎☎724・4386）へ

民生委員・児童委員（7月委嘱）
地　区 地　域 担当委員氏名

鶴川第一 薬師台
1丁目　全
2丁目　全
3丁目　全

神戸陽一（新任）

忠生第二
木曽東

3丁目24、25、32～35
伊藤優子（新任）4丁目16～33（木曽住宅を除く）

木曽西 4丁目8、9

◀�アプリ等の� �
詳細はこちら

市HP�広報まちだ � 検索


