
4 2022．10．1 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
町 田 市 戦 没 者 追 悼 式
　市では、明治以降各戦役の戦没者
並びに戦争犠牲者のご冥福を祈ると
ともに、恒久平和を祈念するため、戦
没者追悼式を実施します（平服可）。
事情により中止または内容が変更に
なった場合は、前日に市ＨＰでお知ら
せします。
日１０月２７日㈭午前１０時３０分～１１
時３０分場市庁舎定１００人（申し込み
順）申１０月４日正午～２３日にイベン
トダイヤル（☎☎７２４・５６５６）または
イベシスコード２２１００４Ｃへ。
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

不 動 産 公 売 の お 知 ら せ
公売方法期間入札入札期間１０月２０
日㈭～２７日㈭入札場所町田市納税
課／定められた様式を使用し、郵送
による入札に限ります開札日時１０
月３１日㈪午前１０時開札場所東京都
庁第二本庁舎１０階会議室（新宿区）
／公売財産や公売案内については、
納税課へお問い合わせください。ま
た、市ＨＰに公売財産などを掲載して
います。
問納税課☎☎７２４・２１２１
受け付けています
令和４ 年７月大雨災害義援金
　日本赤十字社では、令和４年７月大
雨災害義援金を１０月３１日㈪まで受
け付けています。
○義援金箱の設置場所
　福祉総務課（市庁舎７階）、市民課
（市庁舎１階）、各市民センター、各連
絡所等の窓口
○ゆうちょ銀行での振替による送金
　窓口での取り扱いの場合、振替手
数料は無料です。
口座番号００１９０－９－４８７７３４加入
者名日赤令和４年７月大雨災害義援
金／受領証発行希望の方は、通信欄
に「受領証希望」と明記してください。
○銀行による送金
　振込手数料が別途かかる場合があ
ります。

口座番号三井住友銀行すずらん支店
（普）２７８７５８２、三菱ＵＦＪ銀行やま
びこ支店（普）２１０５５８０、みずほ銀
行クヌギ支店（普）０６２０５５３口座名
義日本赤十字社（３行共通）／受領証
発行希望の方は、氏名（受領証の宛
名）・住所・電話番号・寄付日・寄付額
・振込金融機関名と支店名を日本赤
十字社パートナーシップ推進部へご
連絡ください。
問日本赤十字社パートナーシップ推
進部☎☎０３・３４３７・７０８１、町田市福
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１０月
１８日、１１月１５日、１２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

障 が い 者 就 職 面 接 会
　参加企業２４社（予定）の人事担当
者と面接ができます。当日は、応募書
類（ハローワークで交付した紹介状
・履歴書・職務経歴書）をお持ちくだ
さい。また、応募書類に障がいの種類
・等級をご記入ください。
日１０月２８日㈮午後０時３０分～４時
場市立総合体育館申ハローワーク町
田・八王子・府中・相模原に求職登録
している方は直接登録先のハローワ
ークへ。その他のハローワークで求
職登録している方は直接最寄りのハ
ローワークへ。
問ハローワーク町田専門援助部門☎☎
７３２・７３１６返７３２・８７２４、町田市障
がい福祉課☎☎７２４・２１４７返０５０・
３１０１・１６５３

町田新産業創造センター
インキュベーションフロア入居者募集
　入居者は、常駐のインキュベーシ
ョンマネージャーによる販路拡大や
資金調達等の支援、他の入居者等と
の交流を通じた創業期のノウハウ共
有など、さまざまな経営支援を受け
ることができます。施設内覧も随時
受け付けしており、１席単位で利用可
能なブースの貸し出しもあります。
対これから創業する方、創業後５年
以内の方、第二創業をする方（個人で
も法人でも可）内・費２１１号室（面積
９㎡）＝賃料３万８１７円（１１月末ごろ
入居可能）／消費税、共益費を含みま
す申入居申込書（同センターＨＰ〔下
記二次元コード〕でダウンロード）に
記入し、１０月３１日までに直接また
は郵送（消印有効）で同セ
ンターへ。書類審査後、面
接を行います。
問同センター☎☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎☎７２４・２１２９

シニアシニア
健康寿命を延ばそう！
フ レ イ ル チ ェ ッ ク 会
　フレイルとは、年齢とともに筋力や
認知機能が低下し、生活機能障害な
どの危険性が高まった状態です。運
動・栄養・口

こう

腔
くう

・地域活動の総合的な
チェックや体力測定等で現在の状態
を確認し、専門家によるミニ講座を
行います。なお、当日の運営は町田市
シルバー人材センターが行います。
対市内在住の６５歳以上の方日１１月
２日㈬、受付時間＝①午後１時～１時

１５分②午後２時～２時１５分／所要時
間は２時間程度です。どちらかの受付
時間を選んで申し込んでください場
鶴川市民センター定①３０人②２０人
／申し込み順申１０月５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２２１００５Ａへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

高齢者インフルエンザ予防接種費用助成
　指定医療機関にご予約のうえ、１０
月１１日㈫から接種が受けられます。
２０２２年度に限り、自己負担無しの
予定です。ただし、令和４年第三回東
京都議会定例会で、令和４年度９月補
正予算が可決された場合において正
式に確定します。詳細は市ＨＰをご覧
いただくか、お問い合わせください。
対市内在住の６５歳以上の方（６０歳
以上６５歳未満でも対象の場合有り）
期間１０月１１日㈫～２０２３年１月３１
日㈫場町田・八王子・日野・多摩・稲城
市の指定医療機関
問保健予防課☎☎７２５・５４２２

子ども・子育て子ども・子育て
子ども創造キャンパスひなた村
●アウトドアクッキング番外編～羊
毛でふわふわコースターづくり　
対市内在住、在学の小・中学生とその
保護者日１０月２９日㈯午前１０時～正
午（荒天時屋内実施）定１１人（申し込
み順）費１人３００円申１０月３日午後１
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。

１０月は乳がん予防月間です
問健康推進課☎☎７２５・５１７８

交付しています

原動機付自転車のオリジナルナンバープレート
問市民税課☎☎７２４・２１１３

生活保護受給者・生活困窮者等を対象とした

就労準備支援事業が始まりました
問生活援護課☎☎７２４・４０１３

【４０歳を過ぎたら、２年に１度、乳
がん検診を受けましょう】
　市では、少ない自己負担額で検
診を受けることができます。詳細
は市ＨＰ（右記二次元コ
ード）をご覧ください。
対町田市に住民登録が
あり、ご加入の健康保険や勤務先
等で検診を受ける機会のない４０
歳以上で、偶数年齢（２０２３年３月
３１日時点）の女性
検診内容問診、マンモグラフィ
費２０００円
申事前に電話で乳がん検診実施医
療機関へ。
【関連イベント】
●乳がん予防月間啓発イベント　
日１０月３日㈪～７日㈮、午前８時

３０分～午後５時（３日は午前１０時
から、７日は午後４時まで）
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
内乳がんに関するパネルの展示、
啓発グッズの配布
●中央図書館で特集コーナーを開
設中　
日程１０月１２日㈬まで
内乳がん関連図書の紹介、リーフ
レット等の配布
●市庁舎を乳がん啓発活動のシン
ボルカラーであるピンク色にライ
トアップ　
日１０月の毎週水曜日、午後６時３０
分～９時
●ＪＲ町田駅前ペデストリアンデ
ッキをピンク色にライトアップ　
日程１０月３１日㈪まで

　原動機付自転車（総排気量５０ｃｃ
以下・９０ｃｃ以下・１２５ｃｃ以下）に町
田市オリジナルデザインのナンバ
ープレートを市民税課（市庁舎２
階）で交付しています。
　今回、下表のとおり番号を追加
します。通常のナンバープレート
との選択制ですが、オリジナルナ
ンバープレートは、先着順で在庫
の中から希望の番号を選ぶことが
できます。また、現在お持ちの通常
のナンバープレートとの交換も可
能です。　
　新規登録時、通常のナンバープ
レートとの交換時、いずれの場合
も無料で交付しています。なお、現
在お持ちのオリジナルナンバープ

レートを、新しいオリジナルナン
バープレートに変更することはで
きません。
※通常のナンバープレートは、忠
生・鶴川の各市民センターでも交
付していますが、オリジナルナン
バープレートは、市民税課のみで
の交付です。
※今回追加するオリジナルナンバ
ープレートの交付は、新規登録・交
換ともに、１０月１３日㈭からです
（先着順）。
※詳細はお問い合わせください。 　すぐに就労や自立が困難な方々

に対して、一般就労が可能な状態
になることを目標に、日常生活・社
会生活・就労活動に関して利用者
に寄り添ったサポートを行います
（利用条件有り）。
　支援施設への通所を基本とし、
利用者の状況によっては訪問支援
も行います。具体的な支援メニュ
ーは、相談支援に加えて、生活習慣

や生活環境改善、就労体験、各種セ
ミナーの開催等を行います。
対すぐに就労や自立が困難な、生
活保護受給者及び生活困窮者、将
来的に生活が困難となる恐れのあ
る方等
申電話で生活援護課（生活保護を
受給している方は担当ケースワー
カー）へ。

オリジナルナンバー追加分
種別　(　)内はプレートの色 文　字 追加ナンバー

総排気量50cc以下（白） ま 8080～8605
総排気量90cc以下（黄） ま 1631～1683
総排気量125cc以下（桃） ま 4832～4899、5000～5194
※末尾が「04・09・42・44・49」の交付はありません。

総排気量50cc以下用


