
4 2022．12．15 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

申１月２０日までに同協議
会ＨＰのエントリーフォ
ーム（右記二次元コード）
で申し込み。
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６
都市農地を保全するために
農地を生産緑地に追加しませんか
　詳細はお問い合わせください。
対次の主な要件を満たす農地　①市
街化区域内②登記地目及び固定資産
税の課税地目が田・畑（農地）③現に
耕作されており、３０年以上農業経営
等の継続が期待できる④公害・災害
の防止、農業と調和した都市環境の
保全等に相当の効果があり、公共施
設等の敷地の用に供する土地として
適している⑤一団を形成する区域の
面積が３００㎡以上の規模申生産緑地
地区指定願書、案内図、公図の写し・
全部事項証明書（発行日から３か月
以内の原本）、申出書（農地転用届出

お知らせお知らせ
市 税 納 期 限 の お 知 ら せ
　１２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
表彰対象者募集中
ス ポ ー ツ ア ワ ー ド ま ち だ
　全国・世界レベルで活躍し、町田の
スポーツ界に貢献した選手やスタッ
フ等を公募・顕彰し、アスリート等と
市民をつなぐ「スポーツアワードま
ちだ」（３月２６日開催）の表彰対象者
を募集しています（自薦・他薦は不
問）。グランプリ（記念品と副賞）、準
グランプリ（記念品と副賞）のほか、
各賞を予定しています。表彰対象者
の要件の詳細は、Ｓｐｏｒｔｓまちだホー
ムタウン協議会ＨＰ（右上記二次元コ
ード）をご覧ください。

農地の場合）を、１月１０日～３１日に
直接農業振興課（市庁舎９階）へ（正
午～午後１時を除く）。生産緑地地区
指定願書は農業振興課で配布します
（市ＨＰでダウンロードも可）。
問農業振興課☎☎７２４・２１６９　
２０２３町田さくらまつり
出店・出演団体等を募集します
　詳細は市ＨＰ（右記二次
元コード）をご覧くださ
い。
対市内で活動する市民団体等日程４
月１日㈯、２日㈰場尾根緑道会場、芹
ヶ谷公園会場内飲食物及び物品の販
売、展示、ステージ出演／実行委員会
が募集対象外と判断した場合、参加
をお断りすることがあります／費用
は参加内容により異なります。
問尾根緑道会場について＝観光まち
づくり課☎☎７２４・２１２８、芹ヶ谷公園
会場について＝町田市観光コンベン
ション協会☎☎７２４・１９５１

医療従事者の届出について
　法令に基づき、次の方は、２０２２年
１２月３１日時点の氏名・住所等を所
定の用紙（市ＨＰでダウンロード）に
記入し、１月１６日までに保健総務課
（市庁舎７階）へ提出して
ください。詳細は市ＨＰ
（右記二次元コード）をご

覧ください。
対①市内在住、在勤の医師・歯科医師
・薬剤師②市内在勤の保健師・助産
師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯
科技工士
問保健総務課☎☎７２２・６７２８

献 血 に ご 協 力 く だ さ い
　輸血用血液の需要は増加していま
す。継続的なご協力をお願いします。
日１２月２２日㈭午前１０時～１１時４５
分、午後１時１５分～４時場ワンスト
ップロビー（市庁舎１階）
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

シニアシニア
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①１月１３日、２７日、２月１０
日、２４日、３月１０日、２４日、いずれも
金曜日午前１０時～午後０時３０分②１
月１１日、２５日、２月８日、２２日、３月８
日、２２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②
９人／抽選費１回３００円申１２月２１日
までに電話で高齢者福祉課（☎☎７２４
・２１４６）へ。

新型コロナウイルス感染症情報
新型コロナウイルス
感染症情報

問�町田市新型コロナウイルス感染症� �
専用電話相談窓口☎☎７８５・５２３７

　町田市発熱相談センター☎☎７２４・４２３８

■年末年始は次のとおり各窓口が休業します
接種予約センター・接種相談コールセンター＝１２月２９日㈭～１月３日㈫
集団接種会場＝１２月２６日㈪～１月９日㈷（乳幼児接種会場を除く）
※個別接種協力病院・診療所の休業日は、病院・診療所によって異なりま
す。接種予約サイトでご確認いただくか、接種予約センターへお問い合わ
せください。

問�新型コロナワクチン接種
相談コールセンター�
☎☎７３２・３５６３

新型コロナワクチン接種情報
ワクチン接種は強制ではありません。
■乳幼児接種（生後６か月以上４歳以下）の１月の実施日を追加しました
　乳幼児接種は、間隔を空けて３回接種（２回目は通常３週間、３回目は２回
目接種から少なくとも８週間後）を行うことで、オミクロン株に対する効
果を発揮することが確認されています。接種実施期間は３月末までです。
　１２月中に１回目接種を行い、１月の追加実施日で２回目接種
をすると３月末までに３回接種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。
追加実施日１月８日㈰、２９日㈰　　場健康福祉会館
※ワクチンの予防効果と副反応のリスクをご確認いただき、接種をご検
討ください。また、保護者の同意なく接種が行われることはありません。

　新型コロナウイルス感染症により自宅療養中で、症状が悪
化した場合や薬の処方が必要な場合は、市ＨＰ（右記二次元コ
ード）で受診可能な医療機関や注意事項を確認のうえ、受診を
希望する医療機関にご相談ください。

　冬の境川を歩きました。今回は、中
流の根岸橋あたりからＪＲ町田駅付
近まで、野鳥を探して歩きました。小
型の鴨のコガモ、オオセグロカモメ
やジョウビタキが見られました。冬
鳥が渡ってきています。冬になると
鷺の仲間も集まってきます。アオサ
ギ、ダイサギそれにコサギ。鶺

せき

鴒
れい

の仲
間も３種、ハクセキレイ、セグロセキ
レイ、キセキレイ。ＪＲ町田駅の近く
では、２０羽ほどのコサギの大きな群
れが見られました。
　常連のカワセミも、テリトリー（縄
張り）ごとにいるようで、１㎞ぐらい
ずつでしょうか、３か所で見かけま
した。紅葉したハゼの木にモズがい
て、その房状の実を食べているよう
に見えました。モズは肉食系の野鳥
ですから、ハゼの実のかたまりに昆
虫でもいたのかもしれませんが。
　さて先月末に、（株）ヒューマンデ
ザイン（代表取締役・相川タロー氏）
との「町田市文化芸術パートナーシ
ップ協定」を更新しました。前回協定
と同じく３か年の協定です。
　（株）ヒューマンデザインというよ

り、「音楽座ミュージカル」のほうが
知られた名前かもしれません。音楽
座ミュージカルは、町田市原町田に
本拠を置くミュージカルカンパニー
で、日本全国で、オリジナルミュージ
カルを公演しています。コロナ禍で、
イベント開催等の条件が厳しい中で
も、２０２２年には、全国で３０回以上の
公演をしています。
　協定内容は、町田市が音楽座ミュ
ージカルの公演の広報・案内をした
り、町田市民ホールの利用面などで
協力したりすること、音楽座ミュー
ジカル側が町田市内のみならず全国
的な公演の際やメディアで町田市の
ＰＲをすることなどがあります。
　文化芸術面での音楽座ミュージカ
ルの活躍は、本拠を置く町田市はも
とより全国の文化芸術活動の振興に
寄与するものです。今回の協定締結
がさらなる飛躍の契機となることを
期待しています。

音楽座ミュージカル　公演の様子

カワセミ通信
１８９

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

町田市景観審
議会専門部会

12月22日㈭午前9
時30分～11時30分

市庁舎3階会
議室3-1

5人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づく
り課（☎☎724・4267）へ

町田市教育委
員会定例会

12月22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

町田市総合教
育会議

12月27日㈫午前10
時30分から

市庁舎3階会
議室3-2

10人
（申し込み順）

12月26日までに電話で企
画政策課（☎☎724・2103）へ

町田市立図書
館協議会

1月11日㈬午後2時
～4時

中央図書館6
階ホール

5人
（申し込み順）

事前に電話で中央図書館
（☎☎728・8220）へ

問�企画政策課☎☎７２４・２１０３未来の未来の場場
かたちかたち

㉘㉘みんなでつくる

「（仮称）町田市子ども・子育てサポート等複合施
設整備基本計画（素案）」へのご意見を募集します
　市では、子ども・子育てに関する
さまざまな支援が受けられ、かつ、
地域の方々が広く利用できる複合
施設を整備することを目指して、
「（仮称）町田市子ども・子育てサポ
ート等複合施設整備基本計画」の
策定に向けた検討を進
めています。詳細は市Ｈ
Ｐ（右記二次元コード）
をご覧ください。
資料の閲覧・配布企画政策課（市庁
舎４階）、広聴課・市政情報課（市庁
舎１階）、各市民センター、各市立
図書館等
※各窓口で開所日時が異なりま
す。
※市ＨＰでもご覧いただけます。
ご意見の提出方法書面（様式は自

由）に、件名・住所・氏名（または団
体名）・電話番号を明記し、１月１６
日までに直接、ＦＡＸまたはメール
で企画政策課（返０５０・３０８５・
３０８２墳ｍｃｉｔｙ２９８０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉ
ｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
※電話・窓口での口頭によるご意
見は受け付けできません。
※ご意見要旨及び市の考え方は、
個人情報を除き、３月ごろに市ＨＰ
で公表予定です。
【本計画（素案）に関する説明会を
開催します】
日１２月２３日㈮午後６時３０分から
場教育センター
申１２月１６日正午～２１日にイベン
トダイヤル（☎☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード２２１２１６Ｆへ。


