
4 2022．9．15 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

お知らせお知らせ
ご覧いただけます
町田市職員措置請求（住民監査請求）の監査結果
　６月１５日付町田市職員措置請求
（住民監査請求）は、８月１２日付で監
査結果を公表（告示）しました。市ＨＰ
と各市立図書館でご覧いただけま
す。
問監査事務局☎☎７２４・２５４７

市 税 納 期 限 の お 知 ら せ
　９月は、「固定資産税・都市計画税、
国民健康保険税」の納付月です。
問納税課☎☎７２４・２１２１

シニアシニア
高齢運転者安全運転教室
　加齢に伴い、運転に必要な認知機
能・身体機能は低下していきます。こ
の機会にご自身の運転を見直し、改
めて安全運転について考えてみませ
んか。なお、運転免許証の更新時に受
講が義務付けられている法定講習と
は異なります。町田ドライヴィング
スクールの送迎バス（町田駅発のみ）
がご利用いただけます。運行時間、乗
車場所については同スクールＨＰを
ご覧ください。
対市内在住の車を運転する６５歳以
上の方日１０月２０日㈭午前９時～午後
０時３０分場同スクール（南大谷）内交
通安全講話、運転適性検査、実車走行
等定２４人（抽選、結果は１０月１３日ご
ろ郵送）申９月１６日正午～３０日にイ
ベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード２２０９１６Ｃへ。
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３
わくわく仲間づくりカレッジ
里 山 ウ ォ ー キ ン グ
対市内在住の６５歳以上の方／医師
から運動制限等を受けている方はご
遠慮ください日①１０月２７日㈭午前
８時５０分～午後３時②１１月１０日㈭
午前８時５０分～午後２時３０分③１１
月１７日㈭午前９時～午後３時、全３回

／集合は①町田バスセンター３番乗
り場②市庁舎前③つくし野駅西口で
す内①小山田②忠生③長津田の各コ
ース（各約７㎞）を歩く定３０人（抽選、
結果は１０月１１日ごろ発送）費１２００
円申９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２２０９２１Ａへ。当日
の詳細は町田市シルバー人材センタ
ー（☎☎７２３・２１４７、受付時間＝午前９
時～午後４時）へお問い合わせくだ
さい。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６
生涯現役！
シニア期に向けた暮らしと働き方セミナー
●今後の生活設計に備えたプランニ
ング知識と再就職の働き方を同時に
考える！
対５５歳以上で働く意欲のある方日
１０月１２日㈬午後２時～４時４５分場
町田市文化交流センター内①これか
らのライフプランニング②シニア世
代の再就職の現状と考え方講①社会
保険労務士・荒木健一氏②東京しご
とセンターシニアコーナー職員定
４０人（申し込み順）申９月１５日午前９
時から電話で予約専用ダイヤル（☎☎
０３・５４２２・１３９９、受付時間＝祝休
日を除く月～金曜日の午前９時～午
後５時）へ（申し込みフォー
ム〔右記二次元コード〕で申
し込みも可）。
問東京しごとセンターシニアコーナ
ー☎☎０３・５２１１・２３３５、町田市産業
政策課☎☎７２４・２１２９
ゲートボール
審 判 員 資 格 認 定 講 習 会
　ゲートボールの審判員資格を取得
するための講習会です。審判員資格
は大会に参加するチーム編成に必要
となります。
対両日参加できる、ゲートボール経
験１年以上の方日１０月１９日㈬、２０
日㈭、午前９時３０分～午後１時３０分、
全２回（予備日は２１日）場芹ヶ谷公園
費１０００円申所定の用紙（町田市ゲ
ートボール協会に有り）に記入し、

１０月４日午後３時までに、費用と顔
写真２枚（３㎝×３㎝）を添えて、直接
同協会（せりがや会館内、☎☎７２２・
２２５３）へ（郵送不可、月・土・日曜日
を除く）。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４１

シルバー親善ゲートボール大会
対市内在住の８０歳以上（昭和１７年
以前生まれ）の方日１０月１３日㈭午
前９時～午後１時（予備日は１４日）場
木曽山崎グラウンド申所定の用紙
（町田市ゲートボール協会に有り）に
記入し、１０月４日午後３時までに、直
接または郵送（必着）で同協会（せり
がや会館内、☎☎７２２・２２５３）へ（月・
土・日曜日を除く）。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４１

デ イ 銭 湯
　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歳以上で、全回参加
できる方日①１０月１４日、２８日、１１
月１１日、２５日、１２月９日、２３日、いず
れも金曜日午前１０時～午後０時３０
分②１０月１２日、２６日、１１月９日、３０
日、１２月１４日、２８日、いずれも水曜
日午前１０時～午後０時３０分、各全６
回場①金森湯（金森）②大蔵湯（木曽
町）定①８人②９人／抽選費１回３００
円申９月２２日まで（土・日曜日、祝日
を除く）に、電話で高齢者福祉課（☎☎
７２４・２１４６）へ。

子ども・子育て子ども・子育て
子どもの医療費助成制度
医 療 証 の 更 新 を 行 い ま す
●医療証を郵送します　有効期間が
令和４年９月３０日までの◯乳・◯子医療

証をお持ちの方で１０月１日以降も資
格が継続となる方に、９月下旬に医
療証をお送りします。９月末までに
医療証が届かない場合はご連絡くだ
さい。
●該当すると思われる方は申請を　
　◯乳・◯子医療証は、保護者の所得制
限がありません。現在お持ちでない
方は交付申請の手続きをしてくださ
い。いずれも生活保護を受給してい
る方は対象になりません。
問子ども総務課☎☎７２４・２１３９
町田市民文学館
俳 句 で ハ イ ク
●子ども編～秋の町田を散策しよう　
　吟行地へ徒歩またはバスで移動
し、散策しながら俳句を創作します。
吟行地は変更になる場合がありま
す。
対小学生日①１０月１５日②１１月１９
日③１２月１７日、いずれも土曜日午
前９時～正午、全３回（雨天実施）／集
合は町田市民文学館場①芹ヶ谷公園
②町田薬師池公園四季彩の杜③子ど
も創造キャンパスひなた村講俳人・
市村栄理氏、庄原明美氏定１０人（申
し込み順）申９月１７日午前９時から
電話で同館（☎☎７３９・３４２０）へ。

子ども創造キャンパスひなた村
●レッツ！サイエンス　科学クラブ
～音って何だろう
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生日１０月２３日㈰午前１０時～正午
講まちだ実験し隊定１１人（申し込み
順）費３００円申９月１７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。

町田市プロモーションブック

「まちだで好きを続ける Ｌｉｆｅ ｓｔｙｌｅ＋」発行！
問広報課☎☎７２４・２１０１

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

問市民課☎☎８６０・６１９５

ご意見を募集します

（仮称）まちだユニバーサル社会推進計画 
（第３次町田市福祉のまちづくり推進計画）（素案）

問福祉総務課☎☎７２４・２１３３

　町田で暮らす魅力を伝えるプロモー
ションブック「まちだで好きを続ける」
の最新版を発行しました。多方面に活
躍する市民の皆さんや人気のスポット
等を紹介しています。
配布場所広報課（市庁舎４階）、各市民
センター、各コミュニティセンター、各
子どもセンター、各市立図書館等

　現在、マイナポイント事業第２
弾を行っています。マイナポイン
トを受け取るためには９月３０日ま
でにマイナンバーカードの申請を
完了する必要があります。
　マイナンバーカードの申請をし
たことがない市民の方を対象に、
市内の対象施設で申請を受け付け
ています。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〕）。
※マイナポイント事業第２弾につ
いては、マイナポイント事業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。

　市では、第１次及び第２次「町田市
福祉のまちづくり推進計画」を策
定し、市内施設のバリアフリー化
のハード事業や心のバリアフリー
のソフト事業等、福祉のまちづく
りを進めてきました。
　これまで先駆的に取り組んでき
た、この福祉のまちづくりを更に
推し進め、すべての人が共生する
社会である「ユニバーサル社会」の
実現に向け、計画名を「（仮称）まち
だユニバーサル社会推進計画（第
３次町田市福祉のまちづくり推進
計画）」に変更し、素案をまとめま
したのでご意見を募集します。資
料は市ＨＰ（右記二次元コ
ード）に掲載するほか、次
の窓口で閲覧及び配布し
ています。
資料の閲覧・配布福祉総務課（市庁
舎７階）、市政情報課・広聴課（市庁

舎１階）、各市民センター、各連絡
所、各コミュニティセンター、男女
平等推進センター（町田市民フォ
ーラム３階）、子ども発達センタ
ー、教育センター、生涯学習センタ
ー、各市立図書館、町田市民文学館
意見等の提出方法１０月１４日まで
に、直接、郵送（必着）、ＦＡＸ、メー
ル、Ｗｅｂフォーム（右記
二次元コード）で福祉総
務課（〒１９４－８５２０、森
野２－２－２２、返０５０・３１０１・
０９２８墳ｍｃｉｔｙ５７２０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉ
ｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ（資料を配布して
いる窓口へ提出も可）。意見提出の
注意事項等の詳細は、福祉総務課
へお問い合わせください。
※寄せられたご意見の概要及び市
の考え方は、個人情報を除き、１２
月ごろに市ＨＰ及び上記資料配布
場所で公表します。

実施日 受付時間 会　場
9月17日㈯ 午前10時～午後5時 鶴間会館1階ホール(鶴間6-8-37)
9月18日㈰ 午前10時～午後5時 和光大学ポプリホール鶴川3階会議室
9月24日㈯、
25日㈰ 午前10時～午後5時 ままともプラザ町田1階エレベーター前

（旭町1-24-1）


