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第1856号

今号の紙面から 　●2面 まちだイチオシ市場　●3面 平成29年度施政方針　●4面 市役所組織の一部変更

● 将来を担う人が育つまちをつくる
● 安心して生活できるまちをつくる
● 賑わいのあるまちをつくる
● 暮らしやすいまちをつくる
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 種入付近では ソメイヨシノをはじめとする
早咲きの桜以外にも、4月中旬からの遅咲き
の桜もあります。
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町田さくらまつり
芹ヶ谷公園会場

小田急線・JR 横浜線町田駅

 浄運寺

 芹ヶ谷公園

 国際版画美術館

 恩田川遊歩道

 成瀬弁天橋公園

 市立総合体育館裏

JR 横浜線成瀬駅

街中の意外なところに桜を発見したり、
文化施設に立ち寄ったり。寄り道しなが
ら恩田川までたどり着けば、桜の回廊が
足どりを軽くしてくれます。

街歩きをしな
がら、

川の桜
回廊をめぐる

約4.3ｋｍ
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おススメ !周辺の立ち寄りスポット

おすすめポイント

さくら
通り

日大三高入口
交差点から尾
根緑道入口バ
ス停まで続く
この通りには、長い桜並木があります。

リアル宝探しｉｎ町田市 
～幻の桜を探せ

地図を片手に宝を探そう！ぽっぽ町
田に集まれ。
○３月２５日㈯、２６日㈰
市HP 宝探し  検索
問広報課☎７２４・２１０１

町田シバヒロ 

年間を通じてさまざまなイベントを
実施しています。

【大つけ麺博ｐｒｅｓｅｎｔｓ 最強ラーメ
ンＦｅｓ．】

○３月３０日㈭～４月２日㈰（第一陣）
※第六陣まで有り。詳細は大つけ麺博
実行委員会（☎０３・６８０４・５２２７）へ。
市HP 町田シバヒロ  検索

小山市民センターの 
シダレザクラ

樹齢１５０年と
言われるシダ
レザクラは、
市 指 定 天 然
記念物になっ
ています。

成瀬クリーンセンター 
　さくらまつり
日３月２５日㈯午前１０時～午後３時

（雨天時は２６日に順延）
内下水道ＰＲ等
問下水道総務課☎７２４・４２８７

第１回相原中央公園さくらまつり
日４月１日㈯午前１０時～午後８時（雨

天中止）
内模擬店、竹灯

とう

籠
ろう

イベント等
問相原にぎわい創生プロジェクト事
務局☎０９０・６９３２・３６７８

金井さくら花まつり
日４月１日㈯午前１０時～午後８時（雨
天時は２日に順延）
場金井スポーツ広場
内模擬店、足湯、トロッコ列車、ライ
トアップ（３月３１日、４月１日）等
問金井商店会事務局☎０９０・９８３５・
５６８９

玉川学園第６回はなびら市
日４月１日㈯午前１０時～午後３時（雨
天中止）
場玉川学園北口商店街
内ライブ、本とおいしいものマーケ
ット等
問玉川学園さくらまつり実行委員会
・芝生の会☎０９０・８５１７・０１１６

第８回町田中央公園さくら祭り
日４月１日㈯午前１０時～午後４時（雨
天時は屋内のみ）
内模擬店、よさこい踊り、ジム体験会等
問サン町田旭体育館☎７２０・０６１１

都立小山内裏公園さくらまつり
日４月２日㈰午前１０時～午後３時
内模擬店、コンサート、昔遊び等
問同公園☎０４２・６７６・８８６５

その他の関連イベントは　　　　
市HP さくらまつり  検索

● 桜の開花情報をお知らせします
　さくら開花リポーターの皆さんが
市内各所で撮影した「さくらの開花
状況」を、町田さくらまつり実行委員
会フェイスブック、町田市観光コン
ベンション協会ホームページでお知
らせしています。

今年も恩田川・尾根緑道・芹ヶ谷公園の３つのメイン会場で「2017町田さくらまつり」を開催します。

この時期は、会場の周辺でも多種多様な桜やイベント等が楽しめます。

桜を眺めながら、あなただけのお気に入りのスポット を探してみませんか。

詳細は町田市ホームページ、または町田市観光コンベンション協会ホームページをご覧下さい。

問産業観光課☎724・2128、町田ツーリストギャラリー☎850・9３11

浄運寺
大きなシダレザク
ラが終わりを告げ
るころにソメイヨ
シノが咲き出すの
で、桜を２度楽し
めます。

１

町田さくらまつり
芹ヶ谷公園会場（多目的広場）

地元団体のステージ、特産品販売、模
擬店などがあります。

日時：４月１日㈯、２日㈰
午前１０時～午後４時
アクセス：小田急線・ＪＲ横浜線町田
駅徒歩約１３分

2

浮世絵でタイムスリップ!
国際版画美術館
企画展「吉例浮世
絵大公開！ 江戸
ノスタルジア」
会期： ４月９日㈰

まで

3

これから見ごろを迎える花に出
会えます。

詳細は、本紙４面をご覧下さい。

町田さくらまつり尾根緑道会場
地元団体のステージ、模擬店、大道芸などがあります。また、今年も「まちだ名産品」の１３店舗が
出店します。名産品は、「まちだイチオシ市場」でも登場します。詳細は、本紙２面をご覧下さい。

日時：４月１日（土）、２日（日）
　　　午前１０時～午後４時（２日は午後３時３０分まで）

アクセス：町田バスセンター１５番
乗り場発着臨時直行バス約１５分

（毎時２０分間隔で運行。町田バスセ
ンター１１番乗り場市立室内プール
経由野津田車庫行き約２０分「尾根
緑道入口」下車すぐ

町田さくらまつり
恩田川会場 

（⑤成瀬弁天橋公園）（⑥市立総合体育館裏）

地元商店会の模擬店、恩田川なんでも写真
展（⑤のみ）、地元団体のステージ（⑤のみ）、
大道芸（⑥のみ）などがあります。

日時：３月２５日㈯、２６日㈰、４月１日㈯、２日㈰
午前１０時～午後４時
アクセス：⑥=ＪＲ横浜線成瀬駅徒歩約９分、
東急田園都市線つくし野駅徒歩約１５分

5 ６

恩田川遊歩道
成瀬弁天橋公園（⑤）と市立総合体育
館（⑥）を恩田川の桜の回廊が結んで
います。

4

町田さくらまつり恩田川・尾根緑道・芹ヶ谷公園の３会場について
※雨天実施・荒天中止です。
※ 各会場に駐車場はありません。公共交通機関をご利用下さい。
※ 模擬店では環境配慮のため、リユース食器・リサイクル容器を使用します。
※ 会場内でのドローンの使用は禁止です。

ちょっと足を延ばせば

カタクリ エビネ ボタン

恩田川

尾根緑道

芹ヶ谷公園
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地産地消　町田産新鮮野菜の販売

市役所まち★ベジ市
■問農業振興課☎７２４・２１６６

● 町田市名産品 ●

　町田市名産品等推奨
委員会が認定する、町
田の特色や農産物を生
かした郷土色あふれる
個性豊かな食品・お菓
子・工芸品です。

　郷土色あふれる個性豊かな
「まちだ名産品」６０品目がそ
ろう、「春のまちだ名産品フェ
ア」を開催します。
　当日は、名産品認定を受け
たお店で組織する「まちだ名
産品のれん会」の皆さんが販
売を担当し、一部商品の試食
や調理販売も実施します。
　また、今回は町田で採れた
新鮮な野菜「まち☆ベジ」を同
時販売し、より魅力的なライ
ンナップになりました。
※まち☆ベジの販売は午後１
時まで。売り切れ次第終了。

○日時　� �
　�３月２３日㈭、２４日㈮、
午前１０時～午後２時

○会場　�
　市庁舎正面玄関前

　町田生まれ・町田育ちの優れた
商品を一堂に紹介する「まちだイ
チオシ市場」を開催します。
　「まちだイチオシ市場」とは、町
田市が認定する「町田市トライア
ル発注認定商品」及び「まち☆ベ
ジ」と、町田商工会議所が認定する
「町田市名産品」を「まちだのイチ
オシ！」商品として各種イベント
やホームページ、ＳＮＳなどで一堂
に紹介し、多くの方に知っていた
だくことで、市内産業の振興を図
るものです。
　期間中は、それぞれの商品の紹
介とともに、販売会を実施します。

○日時　� �
　�３月１６日㈭～２４日㈮の午
前８時３０分～午後５時（土・
日曜日、祝休日を除く）

○会場　�
　�イベントスタジオ（市庁舎
１階）

まちだ認定商品情報「まちだ
イチオシ市場」Ｆａｃｅｂｏｏｋペ
ージを公開しま
した。商品情報
やイベント情報
を発信します。

　市内の認定農業者が作っ
た町田産新鮮野菜の即売会
です。毎月開催しています。

○日時　�
　３月２１日㈫
　午前１１時～午後１時
○会場　�
　市庁舎正面玄関前

● まち☆ベジ ●

　市内に在住または農業経営の拠点がある農業者が作った
「新鮮」「安心」「安全」な町田産農産物です。野菜・卵・牛乳・肉
・植木・花などがあります。

　市内事業者が開発する
新規性の高い優れた商品
の販路拡大を支援するた
め、「町田市トライアル発
注認定制度」により、一定
の基準を満たした商品及
び開発者を認定していま
す。
　認定商品は、市が作成
する「認定商品カタログ」
や本紙、町田市ホームページ等に掲載します。また、認定期
間内は、市の中小企業融資制度やものづくり支援補助金で
も優遇を受けることができます。
　これまでに１６事業者１９商品が認定を受け、市内外のイ
ベント等で一体的なＰＲを広く実施しています。

● 町田市トライアル発注認定商品 ●

　市が認定する、新規性が高く優れた使用価値を有する市
内ものづくり事業者の商品やサービスです。水耕栽培槽か
らスマホアプリまで、多種多様な商品がそろっています。

町田市名産品60品が勢ぞろい！

春のまちだ名産品フェア
×まち☆ベジ直売

■問産業観光課☎７２４・３２９６

募集します！

町田市トライアル発注認定商品
■問産業観光課☎７２４・３２９６

まちだイチオシ市場まちだイチオシ市場
　　　　　　い　ち　　　ば　　　　　　　　い　ち　　　ば　　

Made
in

Machida

３月１６日木 
～２４日金

○対象　申請時点で、販売開始から５年以
内の新規性が高い優れた新商品、及びそれ
を生産する中小企業者（市内に住民登録を
有する個人、または市内を納税地とする法
人で、１年以上事業を営んでおり、市税を完
納していること）
○認定基準　商品が次の要件をすべて満た
すこと　①既存の商品とは別個の範

はん

疇
ちゅう

に属
するものであるか、同一の範疇に属しても
著しく異なる使用価値を有するため、実質
的に別個の範疇に属すると認められる②技
術の高度化、経営能率の向上、市民生活の利
便の増進に寄与すると認められる③生産方
法、必要な資金額、資金調達方法が、事業者

の新たな事業分野開拓のために適切なもの
である
※食品並びに医薬品、医薬部外品及び化粧
品を除きます。
○認定期間　認定された日から２０２０年３
月３１日まで
○審査方法　専門機関による書類審査後、
「町田市トライアル発注認定制度選考懇談
会」で学識経験者等による意見聴取（事業者
プレゼンテーション有り）
○申し込み　申請書に必要書類を添えて、
４月３日～５月１２日（必着）に直接または郵
送で産業観光課（市庁舎９階）へ。
※詳細は町田市ホームページをご覧下さい。

２０１３年度　トライアル発注認定商品の水
耕栽培槽で作られた、まちだシルクメロン

　「キラリ☆２０１６町田私の好きなお店大賞」の受賞店舗が決定しました。
　この賞は、市内商業の活性化と地域経済の発展のため、個性的で魅力ある店づく
りに意欲的に取り組んでいるお店を、町田商工会議所が表彰しているものです。
　歴代受賞店、大型店、チェーン店を除く市内店舗の中から、好きなお店を市民や
来街者の皆さんに投票していただき、多くの票を集めた上位店舗を専門家が審査
をした結果、７店舗が今年度のお店大賞に決定しました。
　魅力ある受賞店舗にぜひおでかけ下さい。
※過去の受賞店舗は、町田商工会議所ホームページでご覧いただけます。
問町田商工会議所☎７２２・５９５７、町田市産業観光課☎７２４・３２９６

受賞店舗が決定
！

キラリ☆2016町田私の好きなお店大賞キラリ☆2016町田私の好きなお店大賞
  キラリ☆2０1６町田私の好きなお店大賞受賞店舗  
店名（扱い品目等） 住　所 電　話

グランガトー（洋菓子） 玉川学園２－８－２５ ☎７２７・３５１７

ゑくぼ（チーズケーキ） 東玉川学園２－２９－２０ ☎７２６・０４１１

パティスリー　ル・ソレイユ（洋菓子） 鶴川６－７－１－１０３ ☎７０８・９９８２

らーめん武蔵堂（ラーメン） 相原町３１５５－７ ☎７８２・５３９０

リッチなカレーの店アサノ（カレー） 原町田４－５－１９ ☎７２９・７２５８

いぶし銀（ラーメン） 原町田６－２９－４ 寺田ビル１－Ｂ ☎７２８・９２９５

ＧＯＣＨＩときわ（すし） 森野１－３５－１０ ☎７２９・３００６
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2017年度の　　　 
　市政運営の視点

未来への投資と公共サービス改革
　いま、大きな変化の時代が始まろ
うとしています。グローバル化、若者
の意識の変化、情報通信技術(ICT)の
進化等さまざまな要因が絡み合い、
価値観の転換やライフスタイルの多
様化が加速度的に進んでいます。
　町田市未来づくり研究所では、町
田市の人口は2020年ごろから減少
が始まり、2030年ごろからは、東京
圏全体で人口減少時代に突入すると
予想しています。
　町田市を取り巻く環境が大きく変
わる中、今般、町田市基本計画「まち
だ未来づくりプラン」の後期実行計
画である「町田市5ヵ年計画17－
21」を策定しました。
　この計画は、人口減少・超高齢化社
会に真正面から挑戦するものです。
人を引きつける都市の新たな魅力
と、時代のニーズに適合した新たな
公共サービスの形を創り上げるた
め、未来への投資と公共サービス改
革を実行していきます。

子育て世代に選ばれるまちへ
　子育て世代から選ばれるまちとな
るため、保育所や認定こども園等の
整備による保育サービスの拡充や、
子どもたちの多様な活動を育む放課
後子ども教室、冒険遊び場、子どもク
ラブ等の整備を進めます。
　また、小・中学校では、子どもの学
力・体力の向上やICT環境の充実等
に重点的に取り組みます。

まちのにぎわい・暮らしの潤いを創出
　町田薬師池公園四季彩の杜、芹ヶ
谷公園芸術の杜、野津田公園スポー
ツの森という3つの豊かな地域資源
を、それぞれ観光、芸術、スポーツの
拠点として整備します。
　暮らしに身近な場所で、トップレ
ベルの文化・芸術・スポーツに触れる
ことができるまちとなる。そして、そ
の大きな波及力がまちを活性化し、
にぎわいを生み出し、暮らしに潤い
を与える、そして新たな雇用を生む。
そうした新たな好循環を創り出して
いきます。
　また、副次核である南町田駅と鶴
川駅の周辺を、交通や商業だけでな
く、緑やにぎわいなど地域の特性に
応じた、多機能な拠点としていきま
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す。
　中長期的な町田の発展の鍵となる
のが、多摩都市モノレールの町田方
面延伸、小田急多摩線の延伸です。
　特に、多摩地域を南北に結ぶモノ
レールの延伸は、人口減少と超高齢
化が進む中でも町田が活力に満ちた
まちであり続けるための、生命線で
す。その効果は、交通の利便性向上だ
けではなく、中心市街地の新たなに
ぎわい創出やまちの更新、団地再生
の大きな契機となるなど、多岐にわ
たります。

30年先も選ばれるまちとなる
　今回の5ヵ年計画が描く未来は、
人口が減少する中でも、まちが活気
にあふれ、さまざまな年代の市民が
それぞれの価値観に合ったライフス
タイルを実現できる、夢を叶えられ
るまちです。
　15年先、30年先も魅力にあふれ
た「選ばれるまちだ」を目指します。

2017年度の主要な施策

将来を担う人が　　 
　育つまちをつくる

子どもの居場所づくりの新展開
　放課後の子どもの見守り事業であ
る「まちとも」の内容を一新します。
　新たな「まちとも」は、学校や地域
住民を主体とした運営協議会が運営
します。また、遊びや勉強など、さま
ざまな活動に参加することができる
もので、2017年度は先行して10校
で実施します。
　子どもクラブは、小山中学校区で
の整備に着手します。さらに、芹ヶ谷
公園、鶴川中央公園に続き、市内で3
番目となる常設の冒険遊び場を小山
田地域にオープンします。
　また、待機児童解消に向け2018
年4月までに保育所の定員を225人
増やします。認定こども園、保育所、
小規模保育所など、家庭の状況やニ
ーズに応じた選択が可能となるよ
う、施設の整備を進めていきます。

学校教育環境の充実
　町田第一中学校の建て替えへ向
け、実施設計を行います。建て替え後
の校舎は、地域開放を考慮した教室
配置を行うなど、将来のさまざまな
ニーズに対応できる施設構造としま
す。新校舎の使用開始は2021年9
月、グラウンド整備も含めた全体工
事の完了は2022年3月の予定です。
　小・中学校の老朽化したトイレの
更新・洋式化は、2017年度に小学校
4校・中学校6校で工事を行い、すべ
ての学校で完了します。また、今後す
べての特別教室に空調設備を設置す
ることとし、2017年度は中学校12
校に整備します。
　学習意欲を高め、課題を見出し解
決する力を育てるため、学校のICT
環境を充実させていきます。2017

年度は小・中学校各1校をモデル校
に指定して、タブレットやプロジェ
クタ等を配備し、ICTを活用した効果
的な授業の実践と研究を行います。
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安心して生活できる　 
　　　　まちをつくる

体感治安の向上
　 町 田 市 の 刑 法 犯 認 知 件 数 は、
2012年に4493件であったのが、
2016年は3403件、マイナス24％
と大幅に減少しています。しかし、振
り込め詐欺等による2016年の被害
額は約2億円と、多摩26市で一番被
害額が多いという統計もあります。
　東京都や警視庁との協力によるイ
ベントの実施や防災行政無線を活用
した取り組みなどにより、被害防止
に重点的に取り組んでいきます。

各
地
域
の
方
も
防
犯
パ
ト
ロ
ー

ル
を
実
施

コミュニティセンターの建て替え
　玉川学園コミュニティセンターの
建替工事に着手します。センターの
建て替えに合わせて、玉川学園前駅
の駅舎とセンターを接続するデッキ
を新たに整備します。

にぎわいのある　　 
　　　まちをつくる

野津田公園スポーツの森の魅力向上
　野津田公園スポーツの森に、新た
に大型映像装置を整備することで、
スタジアムとしての魅力を一層高め
ていきます。また、FC町田ゼルビア
のJ1昇格も見据え、観客席数を1万
5000席とする増設計画も進め、
2017年度は基本設計を行います。

観光拠点の整備
　町田薬師池公園四季彩の杜は、
2020年度のオープンを目指して西
園の整備工事に着手するとともに、
西園内に設ける四季彩の杜ゲートハ
ウスの実施設計を行います。ゲート
ハウスには、案内所やレストラン、カ
フェ、大型バスの駐停車スペース等
に加え、地元でとれた野菜や加工品
等の直売所を設け、町田の「農」を発
信する機能も導入します。

中心市街地の交流・にぎわいの創出
　芹ヶ谷公園芸術の杜については、

魅力を一層高め、中心市街地のにぎ
わい・交流の創出につながる再整備
を進めます。再整備計画は、2期に分
けて行い、2017年度は第1期の整備
区域である都営住宅跡地整備の実施
設計を行うとともに、小田急線側の
密集した樹木の間伐を行い、明るい
公園空間を創出します。

暮らしやすい　　　 
　　　まちをつくる

南町田駅周辺の新たな拠点整備
　南町田地区の「拠点創出まちづく
りプロジェクト」は、1月に区画整理
事業を着工しました。2017年度は、
新しい商業施設、駅施設、南北自由通
路の整備工事を開始します。また、駅
の北側では、4月に北口駅前広場が
オープンし、路線バスやタクシーは
すべて、駅前広場から利用できるよ
うになります。

鶴川駅前空間の整備
　「鶴川駅周辺再整備基本方針」に基
づき、北口広場の再整備、香山緑地の
整備、駅南側の市街地整備、南北自由
通路、小田急電鉄による駅舎改良、川
崎市と連携した南口へのアクセス路
整備など、駅周辺の整備を進めます。
　2017年度は、南北自由通路及び、
南口土地区画整理事業の調査や測量
などを進めます。

資源循環型施設整備の推進
　新たな資源循環型施設の整備で
は、敷地造成や既存管理棟の解体と
いった工事に着手します。完成は
2021年度を予定しています。
　新たな施設は、首都圏で初めてと
なる生ごみ等のバイオガス化施設を
併設する施設です。ごみとして処理
する量の減量を前提に、焼却能力を
現在の施設よりも4割縮小していま
す。ごみ発電とバイオガス発電の組
み合わせで、高効率の発電が可能と
なり、災害時にも対応できるエネル
ギーセンターとして機能します。

むすびに
　町田市基本計画「まちだ未来づく
りプラン」の前期計画「町田市新5ヵ
年計画」では、未来へ向けてのいわば

「種蒔
ま

き」を進めてきました。この度
の新たな5ヵ年計画では、「種を蒔
き、芽が出ている」事業や取り組み
を、しっかりとした「幹」に育て、未来
へつないでいきます。
　未来は予想できませんが、選択し
創造できるものです。混

こん

沌
とん

とした時
代だからこそ、我々は「こういうまち
をつくりたい」と「次の時代への挑
戦」を語らなければなりません。
　まちなみ、にぎわい、自然のたたず
まい、農のある風景、そして何よりも
地域の市民の力は、かけがえのない
財産です。これらは、まだまだ可能性
を秘めています。その力を最大限に
発揮させ、市民の皆さんとともに理
想の未来を築き上げていきます。

15年先、30年先も
選ばれるまちとなる

 平成２９年度（２01７年度） 　施政方針
　平成29年（2017年）第1回市議会定例会が開会され、
石阪市長は2月28日の本会議で施政方針を表明しました。
　ここでは、その概要を掲載します。全文は町田市ホーム
ページでご覧いただけます。
市HP 平成29年度施政方針  検索  問企画政策課☎724・2103

町田市長
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　市は、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ
ランス）の効果的な推進を目的として、従業員
の仕事と家庭の両立を支援し、男女ともに働
きやすい職場環境づくりを積極的に進める市
内企業を表彰しています。
　第９回の受賞企業が決定し、２月２７日に表
彰式を行いました。受賞企業６社の主な取り
組み内容は次のとおりです。
○住友生命保険相互会社町田支社＝時間外勤
務の抑制等
○株式会社オンザウェイ＝時短勤務対象者の

拡充等
○社会保険労務士法人ジャパン・パーソネル
・サポート＝フレックスタイム制度の導入等
○有限会社エム・ビルド＝キャリアアップ支
援制度の実施等
○シー・エイチ・シーシステム株式会社＝女性
社員の職域拡大等
○システム・ハウジング株式会社＝半日単位
での有給休暇取得の設定等
問男女平等推進センター☎７２３・２９０８

４月１日から市役所の組織が一部変わります
　市では、４月から組織の一部を再編成します。市民の皆さんへのサービス向上及び業務の効率化を目的とするものです。以下に主な変更点をご
紹介します。　� 問総務課☎７２４・２１０８

※このほか、安心して医療を受けられる環境を整えるため、市民病院に「医療安全管理部」を新たに設置し、現在診療部門に設置している「医療安全対策室」、
「感染対策室」を移管します。

建
設
部

建設総務課
道路管理課
道路用地課
道路整備課
道路補修課
交通安全課

道
路
部

道路政策課
道路整備課
道路管理課
道路維持課

　防災と生活安全に係る体制を強化するため、市民部から防災安全機能を
独立させた「防災安全部」に、「防災課」と「市民生活安全課」を設置します。

　道路に関する業務（計画・整備・維持管理）を所管していることが明確
になるよう、部名を「道路部」に変更します。
　併せて、類似業務の集約化や問い合わせ先が分かりやすくなるよう、
部内の体制を６課から４課に再編します。

道路に関する計
画策定などの政
策的な業務を中
心に担当

道路の新設・改
良・拡幅などの
道路整備を担当

道路に関する要
望の受け付け、
道路の機能や財
産の管理などを
担当

道路や街路灯・ガ
ードレールなど
の道路付属物の
維持補修を担当

市
民
部

市民総務課
市民協働推進課
市民課
忠生市民センター
鶴川市民センター
南市民センター
なるせ駅前市民センター
堺市民センター
小山市民センター

防災計画や地域防災などの防災関係及び消防団関係
の業務を担当

防犯対策業務や交通安全の普及啓発業務などを担当

➡ ➡
道路に関する要
望などの窓口を、
道路管理課に一
元化します。

町田かたかごの森開園 　

　町田かたかごの森は、カタクリの開花時期に
合わせて開園しています。森には、カタクリをは
じめ、イチリンソウ、ヒトリシズカ、タマノカン
アオイなどの野草も多く自生しています。
　期間中は、現地で活動をしている「町田かたか
ごの森を守る会」の会員が説明します。
開園期間３月３１日㈮～４月９日㈰、午前１０時～
午後３時（雨天時は閉園）
交通町田バスセンター４番・５番乗り場から、山
崎団地センター、または山崎団地行きバスで「木
曽入口」、または「山崎
団地入口」で下車、いず
れも徒歩約１０分
※駐車場はありませ
ん。

町田薬師池公園四季彩の杜
○ぼたん園
　約３３０種類・１７００株のぼた
んと、約６０種類・６００株のしゃ
くやくが、色鮮やかな花を咲
かせます。期間中は、「ぼたん・
しゃくやくまつり」や、ぼたん
の育て方教室を開催します。開花状況や散策コ
ースは町田市ホームページでお知らせします。
市HP 町田ぼたん園  検索
開園期間４月１５日㈯～５月７日㈰、午前８時３０分
～午後４時
入園料５００円（中学・高校生２００円）
※有料は開園期間中のみ。
交通小田急線町田駅北口ＰＯＰビル先、２１番乗り
場から本町田経由野津田車庫行き、または、鶴川
駅行きバスで「薬師ヶ丘」下車、徒歩７分。また
は、市内各経路の野津田車庫行きバスで「野津田
車庫」下車、徒歩７分

※期間中、薬師池公園の駐車
場は有料です。
○えびね苑
　約３万株のエビネの群生や、
クマガイソウなどの野草を観
賞できます。また高松宮両殿下
が御愛好されていたキエビネを公開しています。
開園期間４月１９日㈬～５月５日㈷、午前８時３０分
～午後４時（入園は午後３時３０分まで）
※荒天時は一時閉園する場合があります。
入園料３００円（小学生～高校生１００円）
交通町田バスセンター７番乗り場から、藤の台
団地行きバスで「藤の台団地」下車、徒歩５分
※期間中、薬師池公園の駐車場は有料です。

◇
※ペットを連れての入園はできません。
問市役所代表☎７２２・３１１１、公園緑地課☎７２４
・４３９９、開園期間中＝かたかごの家☎７９４・
２２２３、えびね苑☎７２４・１６６８、ぼたん園☎７３６
・４４７７

市
民
部

市民総務課
市民協働推進課
防災安全課
市民課
忠生市民センター
鶴川市民センター
南市民センター
なるせ駅前市民センター
堺市民センター
小山市民センター

■旧組織

■旧組織
防災安全部

防災課
市民生活安全課

■新組織

■新組織

その① その②
防災安全部を新たに設置します 建設部が道路部に生まれ変わります

交通安全の普及啓発
業務は、市民生活安
全課（左記その①参
照）が担当します。

市内各地の花の名所をご紹介します花だより花だより

カタクリ

エビネ

ぼたん

町田市仕事と家庭の両立推進企業賞 受賞企業が決定しました第９回
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健康案内健康案内
胸部エックス線健診
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
で、健診受診希望日の前後１年間、胸
部エックス線検査を受ける機会のな
い方
日４月５日㈬、１８日㈫、５月１０日㈬、
２４日㈬、６月７日㈬、２０日㈫、いずれ
も午前９時３０分～１１時
場町田市保健所（中町庁舎）
定各２０人（申し込み順）
申３月１５日正午から、受診希望日の
１週間前までにイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）へ。
問保健予防課☎７２２・７６３６

募　集募　集
町田市民病院
放 射 線 科 臨 時 職 員�
（ 産 休・ 育 休 代 替 ）
対診療放射線技師資格を有し、病院
勤務経験のある方＝１人
勤務期間４月～２０１８年３月（採用時

期は、相談のうえ決定）
勤務時間月～金曜日の午前８時３０分
～午後５時１５分、週５日
場町田市民病院放射線科
報酬時給１７００円（別途交通費支給）
※詳細は同病院ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせ下さい。
選考書類選考後、面接　
申電話連絡のうえ、履歴書を郵送で
町田市民病院総務課（〒１９４－００２３、
旭町２－１５－４１、☎７２２・２２３０〔内
線７４１４〕）へ。
町田市情報公開・個人情報保護
運営審議会市民委員
　知る権利を保障する情報公開制
度、市民のプライバシーを守り、自分
の情報をコントロールする権利を保
障する個人情報保護制度の両制度
を、適正に運用していくため、「町田
市情報公開・個人情報保護運営審議
会」を行っています（主に情報公開制
度の運用に関すること、個人情報保
護制度の運用に関すること、コンピ
ュータの運用に関することについて
審議）。
　今回、その市民委員を募集します。
対市内在住の２０歳以上で他の審議
会などの委員をしていない方＝男女
各１人（抽選）

日原則毎月第２月曜日、午前１０時～
正午
任期５月１０日～２０１９年５月９日（２
年間）
申ハガキ（１人１枚）に「審議会委員応
募」と朱書きし、住所・氏名・電話番号
・生年月日・性別を明記し、３月３１日
まで（消印有効）に市政情報課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２、☎
７２４・８４０７）へ。

お知らせお知らせ
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、経営相談等の支援を随
時受けられ、入居者同士の交流も活

発です。また、本店登記が可能です。
オープンデスクをシェアする形式の
個別ブースは、無線ＬＡＮ対応、コピ
ー機・会議室等を利用できます。
※施設見学を希望する方はお問い合
わせ下さい。
対これから創業する方、創業後５年
以内の方、第２創業を考えている方
利用可能時間２４時間・３６５日
利用料月額２万１３４円（消費税、共益
費含む）
申入居申込書（同センターホームペ
ージでダウンロード）に記入し、直接
または郵送で同センターへ。
※起業・創業に関する情報は、Ｆａｃｅ
ｂｏｏｋページ「起業・創業はＴＯＫＹＯ
の町田から！（町田市公式）」をご覧
下さい。
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業観光課☎７２４・３２９６

　春です。まだ寒い日が続きますが、
春になりました。近くの広袴神社や
妙全院のアセビが満開になり、これ
も近所の、寒緋桜の赤い色が冬枯れ
の景色の中で目立つようになりまし
た。万作や沈丁花は先月から、ホトケ
ノザ、ヒメオドリコソウ、オオイヌノ
フグリやナズナも先月中旬から、そ
れぞれ赤紫、青、白の花をつけていま
す。
　野鳥のほうは既に繁殖期に入って
います。例年より少し早いのですが、
先月の末には、ウグイスの初鳴きを
記録しました。これからの一か月半
ほどは、ツグミやシメなど残ってい
る冬鳥と、南からやってくるツバメ
やセンダイムシクイなどの夏鳥が一
緒に見られる季節です。高原へ帰る
アオジが囀

さえず

るのもこの季節です。市
街地では野鳥が一年で一番にぎやか
な季節になります。
　さて、スポーツのシーズンも季節
はさまざまで、先日はＪ２のＦC町田
ゼルビアが野津田で開幕戦を迎えま
した。８０００人を超えるサポーター
が詰めかけ、大いに盛り上がりまし
た。ここでリーグ戦が終了したのが、
ラグビートップリーグとフットサル
のＦリーグです。ラグビーのキヤノ

ンイーグルスは、２０１６―１７シーズ
ンはリーグ後半にがんばりを見せ７
位に入りました。
　フットサルのＡSVペスカドーラ
町田は、リーグ戦３位で、プレーオフ
を戦い、決勝ラウンドでリーグ戦１
位のシュライカー大阪と戦い、２戦
目で敗れてしまい、惜しくも初優勝
はなりませんでした。
　東京２０２０オリンピック・パラリ
ンピックまで３年余りになりまし
た。市は、２０１９ラグビーワールドカ
ップともども、キャンプ地の招致を
しています。こうした機会をとらえ
て、これまで以上にスポーツの振興
と両大会の機運を盛り上げ、さらに
都市としてのブランドの強化を図っ
ていこうと考えています。
　今後とも、さまざまな場面で、市民
の皆様のご参加と協働の取り組みを
お願い致します。

町田市長　石阪丈一
カワセミ通信１２３

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

3月17日㈮午前
10時～正午

市 庁 舎3階 会
議室3-2

5人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づく
り課（☎724・4267）へ

町田市認知症
施策推進協議
会

3月17日㈮午後
6時30分～8時
30分

市 庁 舎2階 会
議室2-2

5人
（申し込み順）

3月17日午後3時までに
電話で高齢者福祉課（☎
724・2140）へ

町田市地域公
共交通会議

3月23日㈭午前
9時から

市 庁 舎2階 会
議室2-2

5人程度
（申し込み順）

事前に電話で交通事業推
進課（☎724・4260）へ

町田市交通マ
スタープラン
推進委員会

3月23日㈭午前
11時から

市 庁 舎2階 会
議室2-2

5人程度
（申し込み順）

事前に電話で交通事業推
進課（☎724・4260）へ

　「第４次町田市農業振興計画
（案）」について、２月２７日に第４次
町田市農業振興計画策定検討委員
会委員長の橋口卓也氏（明治大学
農学部准教授）から市長に報告が
ありました。
　これは、２０１６年５月に市長から
委嘱を受けた委員により構成され
た同検討委員会が、市の農業の現
状や課題、パブリックコメントで
の意見等を踏まえながら、検討を
進めてきたものです。　
　市が目指す将来の姿を「『市民と
農をつなぐ』魅力ある町田農業の
推進」とし、「担い手」、「農地」、「販

売」、「市民と農とのふれあい」の４
つの視点で目標を定めています。
　今回の報告を受けて、市では
２０１７年度～２０２６年度を計画期
間とする「第４次町田市農業振興
計画」を策定し、さまざまな取り組
みを展開します。
問農業振興課☎７２４・２１６６

　３・４月は、引っ越し等で市民課
窓口が大変混雑し、待ち時間が長
くなります。
　引っ越しの手続きや印鑑登録・
各種証明書類発行を申請する方
は、比較的待ち時間の短い各市民
センターをご利用下さい。
【転出手続きは郵送でも受け付け
ます】
　市外への引っ越し（転出）手続き
は、転出予定日のおおむね１４日前
から受け付けます。書面に新住所
・旧住所・氏名・生年月日・転出年
月日・電話番号・届出者氏名を明記
し、捺印のうえ、本人確認書類（運
転免許証、健康保険証等）のコピー
と８２円切手を貼った返信用封筒
を同封し、市民課郵送転出担当（〒
１９４－８５８０、森野２－２－２２）へ
郵送して下さい。
　なお、転入と市内転居の手続き
は、引っ越しをした日から１４日以
内に市民課（市庁舎１階）または各
市民センターへおいで下さい。

【土・日曜日も各駅前連絡所で証明
書を取得できます】
　町田・南町田・鶴川の各駅前連絡
所では、住民票の写し、印鑑登録証
明書、戸籍謄本・抄本などの証明書
類を発行しています。
開所時間月～金曜日＝午前８時３０
分～午後７時、土・日曜日＝午前１０
時～午後５時
※祝休日はお休みです。鶴川駅前
連絡所は第１・３月曜日もお休みで
す。
【日曜窓口をご利用下さい】
　毎月第２・４日曜日に市民課及び
各市民センターで日曜窓口を開い
ています。３月は２６日、４月は９日
と２３日です。
開所時間午前８時３０分～午後５時
※各市民センター、町田・南町田・
鶴川の各駅前連絡所の詳細は、１
月に全戸配布しました「別冊タウ
ンページ　町田市わたしの便利
帳」の１５、４１、４２ページ、または町
田市ホームページをご覧下さい。

市民課窓口（引っ越し手続き）の予想待ち時間
午前8時30分

～10時
午前10時
～午後3時

午後3時
～5時

3月21日 ★★ ★★★ ★★★
3月22日～24日 ★ ★★ ★★
3月26日～4月3日 ★★ ★★★ ★★★
4月4日～10日 ★ ★★ ★★
★1時間未満、★★1～2時間、★★★2時間以上

３月下旬～４月上旬 市民課窓口は混み合います

お近くの市民センターをご利用下さい
問市民課☎７２４・２１２３

第４次町田市農業振興計画（案）の報告が行われました

シュライカー大阪戦で２得点を上げた本田選手（右）

【T
ツイッター

witter
� アカウント名】
町田市市民課
（@mａｃhidａ_simin）

ツイッターで「市民
課窓口の待ち人数」
をお知らせします
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お知らせお知らせ
不用なパソコン・小型家電の宅配便
による回収料金が

変 更 に な り ま す
　市では、国の認定事業者であるリ
ネットジャパン（株）と協定を締結
し、宅配便によるパソコンや小型家
電の自宅回収を行っています。
　４月１日の申し込み分から回収料
金が改定されます。回収料金は８８０
円（税別）から１５００円（税別）となり
ます。なお、３月３１日までの申し込み
分は、回収日時が４月１日以降でも改
定前の料金が適用されます。

※パソコンを含む場合の回収料金
は、従来通り１箱目までは無料です。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

資源物の持ち去りを目撃
し た ら 情 報 提 供 を！

　市内のごみ集積所に排出された資
源物が、市の収集より前に不正に持
ち去られる事例が後を絶ちません。
　市では、こうした資源物の持ち去
り行為を条例で禁止し、パトロール
を実施するなど防犯に努めていま
す。
　持ち去り行為を目撃したときは、
情報提供をお願いします。
　情報提供の際は「日時、場所、車両
の特徴（車種・色・ナンバー）、資源の
種類、持ち去り行為をした者の特徴」

をお知らせ下さい。
※直接注意や車両を制止するような
行動は、危険やトラブルを伴う場合
があるのでお控え下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・７１１１

地域の公園をきれいに 
し ま せ ん か

【公益的市民活動の参加団体募集】
　安全で住み心地のよいまちをつく
るため、地域の公園清掃に協力いた
だく公益的市民活動事業の２０１７年
度の申請受付を開始します。原則１
公園１団体の申請を受け付けます。
※詳細はお問い合わせいただくか、
町田市ホームページをご覧下さい。
対市内に活動拠点を置く、２０歳以上
の構成員５人以上の任意団体（学校
や企業の参加も相談可）
内公園の清掃・除草・草刈り等、遊具
や園内灯の破損や木が折れている場
合等の連絡

謝礼年間１万６０００円から
問公園緑地課☎７２４・４３９９
学生納付特例が承認された皆さんへ

更 新 の ご 案 内
　２０歳以上の学生で、本人の前年所
得が一定額以下のために、国民年金
保険料を納めることが困難な場合
に、保険料の納付が猶予される「学生
納付特例制度」があります。
　この制度は毎年度申請が必要で
す。４月以降も同制度の利用を希望
する方は、再度申請して下さい。
※学生以外の方で、本人、世帯主及び
配偶者の前年所得が一定額以下の場
合に、国民年金保険料の納付が免除
される「納付免除制度」や、５０歳未満
の本人及び配偶者の所得が一定額以
下の場合に、国民年金保険料の納付
が猶予される「納付猶予制度」があり
ます。
問保険年金課☎７２４・２１２７

パブリック
コメント
公　表

①町田市都市計画マスタープラン（実施方針編）中間見直し案②第２次町田
市福祉のまちづくり推進計画（素案）―ご意見ありがとうございました

問①都市政策課☎７２４・４２４８返０５０・３１６１・５５０２
　②福祉総務課☎７２４・２１３３返０５０・３１０１・０９２８

　市では、①「町田市都市計画マスタープラン（実施方針編）」の部分改定、②
「第２次町田市福祉のまちづくり推進計画」の策定にあたり、皆さんからご
意見を募集しました。いただいたご意見は、改定や計画策定の参考にさせて
いただきます。ご意見の概要と市の考え方をいくつかご紹介します。
○募集期間　①２０１６年１２月２６日㈪～２０１７年１月３１日㈫
　　　　　　②２０１６年１２月１６日㈮～２０１７年１月１６日㈪
○応募者数　①１３人②８人
○意見件数　①３６件②３２件

　詳細は、町田市ホームページで公表するほか、次の窓口でも資料を配布します（②は3月31日まで）。市政情報課・広聴課（市庁舎1階）、各市民センター、町田・南町田・鶴川の各駅前
連絡所、木曽山崎・玉川学園の各コミュニティセンター、各市立図書館、町田市民文学館、男女平等推進センター、生涯学習センター、①のみ＝都市政策課（市庁舎8階）、②のみ＝福祉
総務課（市庁舎7階）、ひかり療育園、すみれ教室（各窓口で開所日・時間が異なります）

②第2次町田市福祉のまちづくり推進計画（素案）
ご意見の概要 市の考え方

　聞こえない・聞こえにくい人への
理解度は人さまざまです。外面から
分からない隠れた障がいです。不便
さは少しずつ解消、改善されていま
すが、まだまだバリアもあります。

　市職員をはじめ、住民や事業者等、地
域を構成している多様な方々へ、心のバ
リアフリー啓発を行うとともに、推進事
業16「市からの情報発信のバリアフリ
ー化推進事業」を実行するうえで、参考
とさせていただきます。

　心のバリアフリー・ユニバーサル
デザインの取り組みについては、小
・中学校でも色々と取り組まれてい
ますが、もっと幼少の時から取り入
れることが大切だと思います。

　推進事業23「心のバリアフリー、ユニ
バーサルデザインの普及啓発事業」を実
行するうえで、参考とさせていただきま
す。

　「心のバリアフリーハンドブック」
について、より障がい者理解を深め
るため、今後も市内への周知を継続
してほしい。

　推進事業23「心のバリアフリー、ユニ
バーサルデザインの普及啓発事業」、推
進事業24「心のバリアフリーハンドブ
ックの活用事業」等において、事業改善
を図りながら市内への周知を継続して
いきます。

（税率A）天然ガス軽自動車は、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出
ガス基準値より10％以上窒素酸化物の排出量が少ない車両に限ります。
（税率B）乗用…平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）かつ平成32年度燃
費基準＋20％達成車、貨物…平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）かつ
平成27年度燃費基準＋35％達成車
（税率C）乗用…平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）かつ平成32年度燃
費基準達成車、貨物…平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）かつ平成27
年度燃費基準＋15％達成車
※燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
※税率B、税率Cは揮発油（ガソリン）を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

　税制改正に伴い、現行のグリーン化特例（軽課）の適用期限を１年延長
します。対象となる車両は、平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日に新車
新規登録された軽三輪車及び軽四輪車のうち、燃費性能等に優れた車両
です。平成２９年度分（取得の翌年度分）に限って、税率が軽減される軽課
税率が適用されます（下表の税率Ａ・Ｂ・Ｃを参照）。
※新車新規登録をした年月は、「自動車検査証」の「初度検査年月」をご覧
下さい。
※その他の税率については変更ありません。市HP 軽自動車税  検索
問市民税課☎７２４・２１１３

軽課税率一覧

種　別
電気軽自動車、天
然ガス軽自動車 ガソリン車・ハイブリッド車

（税率A） （税率B） （税率C）
3輪 1000円 2000円 3000円

4輪
乗用 自家用 2700円 5400円 8100円

営業用 1800円 3500円 5200円

貨物 自家用 1300円 2500円 3800円
営業用 1000円 1900円 2900円

平成２９年度軽自動車税の税率について

　市内１２か所目となるあんしん相
談室を原町田に開所しました。あん
しん相談室では、「最近もの忘れが増
えてきたような気がする」、「介護保
険や市のサービスを使いたいけど、
手続きがよく分からない」、「近所に
気になる高齢者がいる」など、高齢者
に関するさまざまな相談に応じてい
ます。お気軽にご相談下さい。

※その他のあんしん相談室の詳細
は、１月に全戸配布しました「別冊タ
ウンページ　町田市わたしの便利
帳」の３４ページをご覧いただくか、
お問い合わせ下さい。

【原町田あんしん相談室】
住所原町田４－２４－６、せりがや会
館内
電話番号７２２・８５００
開所時間月～土曜日（祝休日、年末年
始を除く）の午前８時３０分～午後５時
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

　「第二次町田市環境マスタープラン」推進計画である、後期アクションプ
ランについての町田市環境審議会の答申がまとまり、２月１３日に同審議会
長の吉村義隆氏（玉川大学教授［写真＝中央］）、職務代理の川瀬博氏（神奈川
大学教授）から市長に答申書が手渡されました。
　この計画は、同マスタープランを推進するた
めの２０１７年度から５年間の具体的な施策や行
動指針を示しています。この答申を受けて、市は
後期アクションプランを策定し、２０１７年度から
さまざまな取り組みを展開します。
問環境政策課☎７２４・４３８６

後期アクションプラン（ ）第二次町田市環境マ
スタープラン推進計画

答申され
ました

開所しました！
原町田あんしん相談室

ご意見の概要 市の考え方

　「リサイクル文化センター周辺の
まちづくり」を記載してほしい。

　取組みの深度化が図られてきたことから、
「アクションエリアの取組み」（12ページ）の
「取組みの方向」に追加します。

　忠生地域の施策にある「～広場等
の整備」の記載を「～スポーツ公園等
の整備」としてほしい。

　具体的な施策がより明確になってきたこ
とから、「～公園の整備（スポーツ施設など）」
に修正します。

　町田市道路愛称や東京都通称道路
名に設定されていない名称を使うの
はふさわしくないのではないか。

　町田市道路愛称、東京都通称道路名による
表記を優先し、それ以外の道路については認
知度の高い名称に修正します。

①町田市都市計画マスタープラン（実施方針編）中間見直し案
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お知らせお知らせ
◯子医療証をお送りします
　市では、未就学児の医療費を◯乳医
療証（乳幼児医療費助成制度）で助成
し、小・中学生の医療費を◯子医療証
（義務教育就学児医療費助成制度）で
助成しています。◯子医療証には保護
者の所得制限があります。
　４月から小学生になる◯乳医療証を
お持ちのお子さんで、保護者の所得
が限度額未満の場合（◯乳医療証の負
担者番号下４桁が８３２６）は、４月１日
から有効の◯子医療証を３月末にご自
宅に郵送します。申請の必要はあり
ません。４月になっても届かない場
合は、子ども総務課へご連絡下さい。
　◯乳医療証の負担者番号下４桁が
２３２９のお子さんは、所得超過のた
め◯子医療証の対象になりません。
※生活保護受給中、◯親医療証・◯障医療
証（それぞれ負担なしの医療証）に該
当のお子さんは対象外です。
※現在、対象年齢のお子さんで◯乳医
療証、◯子医療証をお持ちでない方は
申請が必要です。
問子ども総務課☎７２４・２１３９

「（仮称）グループホーム　レガメ南
大谷」

入 居 者 募 集
　５月に、認知症高齢者グループホ
ーム「（仮称）グループホーム　レガ
メ南大谷」が開設します。
※入居者の決定方法は申し込み順で
はありません。入居の必要性等を総
合的に判断して決定します。
定１８人（全室個室）
申申込書（特別養護老人ホーム　レ
ガメ町田で配布）に記入し、直接また
は郵送で（仮称）グループホーム　レ
ガメ南大谷準備室（〒１９４－００３１、
南大谷１１７９－１、特別養護老人ホー
ム　レガメ町田内、☎７２８・１１１７返
７２８・０００８）へ。
※申込書の郵送希望者は電話または
ＦＡＸで取り寄せも可。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

スポーツアワードまちだ 
表彰式典を開催しました

　市とＳｐｏｒｔｓ町田ホームタウン協
議会が主催し、競技を通して全国や
世界で活躍するアスリートやスポー
ツ団体を表彰する「第７回スポーツ
アワードまちだ」で１０組の受賞者が
決定し、３月４日㈯に市庁舎で表彰式
を行いました。
　各部門の受賞者は次のとおりです
（敬称略）。
【グランプリ】玉川学園ジュリアス
（チアダンス）
【準グランプリ】桜美林大学硬式野球
部（硬式野球）

【ベストホープ賞】岸龍之介（ＢＭＸ）、
畠田千愛（体操競技）、宮本和秀（アー
チェリー）

【ベストパフォーマンス賞】佐相宏明

（トライアスロン）、岩佐暖（スピード
スケート）

【ベストインパクト賞】松田瑞江（陸
上競技）

【市長特別賞】関根花観（陸上競技）
【アクティブシニア賞】水村春生（ウ
エイトリフティング）
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
ご覧（縦覧）いただけます

都 市 計 画 案
【町田都市計画下水道の変更】
　都市計画法第１７条に基づく縦覧
で、期間中、住民及び利害関係人は、
都市計画の案について、意見書を提
出することができます。
対住民及び利害関係人
日３月２９日㈬までの午前８時３０分～
午後５時（土・日曜日、祝日を除く）
場都市政策課（市庁舎８階）
提出３月２９日まで（必着）に直接また
は、窓口縦覧後に郵送で都市政策課
（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２）
へ。
問都市政策課☎７２４・４２４７

催し・講座催し・講座
ダンボールコンポストによる

生ごみ減量・資源化講習会
　参加者は、ダンボールコンポスト
１セットをお持ち帰りいただけます。
対市内在住の方
日①４月２４日㈪午前１０時～１１時３０
分②４月２５日㈫午後１時３０分～３時
場①市庁舎②鶴川市民センター
定各１５人（申し込み順）
申３月１７日正午～４月１４日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０３１７Ｃ）へ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
町田さくらまつり・さくらウォーク
のあとは…

さくら湯であったまろう
　３月２５日 ㈯から開催される
「２０１７町田さくらまつり」に合わせ
て、市内の公衆浴場でさくら湯を実
施します。
※３月２５日㈯～４月２日㈰に、両公衆
浴場で「２０１７町田さくらめぐり公
式ガイドブック」を提示すると、タオ
ルをプレゼントします（無くなり次
第終了）。
日・場３月２５日㈯、４月２日㈰、大蔵湯
（木曽町５２２）＝午後２時～１１時、金
森湯（金森３－２２－２１）＝午後４時～
１１時
費大人４６０円、小学生１８０円、未就学
児８０円

問大蔵湯☎７２３・５６６４、金森湯☎
７９６・５９２６、町田市産業観光課☎
７２４・２１２９
市立図書館・ＮＨＫ共催～「ミュシャ
展」

関 連 文 化 講 演 会
【ミュシャ展の見どころ－《スラヴ叙
事詩》を中心に】
　国立新美術館（港区）で６月５日ま
で開催される国立新美術館開館１０
周年・チェコ文化年事業「ミュシャ
展」を、展覧会担当者が解説します。
参加者には本展の招待券を１人１枚
差し上げます。
日４月２２日㈯午後２時開演
場中央図書館
講国立新美術館主任研究員・宮島　

綾子氏
定１１７人（抽選）
申往復ハガキ（１枚に２人まで）に参
加者全員の住所・氏名（ふりがな）・電
話番号を明記し、４月１３日まで（必
着）に、中央図書館講演会担当（〒
１９４－００１３、原町田３－２－９）へ。
問同館☎７２８・８２２０
おいで下さい

日 曜 朝 市
　市内の認定農業者が作った町田産
新鮮野菜の販売です。
※直接会場へおいで下さい。
日４月２日㈰午前７時～８時
場教育センター校庭
問農業振興課☎７２４・２１６６

　３月２６日に行われる町田市少年野球春
季大会開会式の会場にマイボトル（水筒）
を持参した方には、オリジナルステッカ
ーをプレゼントします（無くなり次第終
了）。無料給水コーナーも設置します。
　市では、何回も繰り返し使える環境に
やさしいマイボトルの利用を推進してい
ます。

日３月２６日㈰午前８時～１０
時３０分
場町田市民球場（旭町）
※球場へは公共交通機関を
ご利用下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

　４月６日から始まる春の全国交通安全運動に合わせて開催します。
※町田市・町田警察署・町田ドライヴィングスクールの共催です。
日４月９日㈰
場町田ドライヴィングスクール（南大谷１－５５）
※駐車場はありません。

【①各種交通安全体験ブース】
時間午前９時～午後３時１０分
内飲酒ゴーグル、エアバッグプロ
テクター、自動車・二輪車シミュレ
ーターの体験等

【②ペーパードライバー教室】
　ペーパードライバーの方以外も
ご参加いただけます。
時間午前９時１５分～午後０時１５分
内指導員同乗によるコース走行、
交通安全講話等

【③白バイ隊員による二輪車実技
教室】
　講習中は安全のため長袖・長ズ
ボン・胸部プロテクターを必ず着
用して下さい。
※整備不良車での参加はできませ
ん。
※胸部プロテクターをお持ち下さ
い。
時間午後１時～３時１０分
内乗車姿勢の指導、コース走行等

�
定②③各３０人（市内在住の方を優先のうえ、抽選）
申①直接会場へ②③３月１６日正午～３０日にイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６コード②１７０３１６Ａ③１７０３１６Ｂ）へ。
※雨天の場合、①②は実施、③は中止します。
問交通安全課☎７２４・１１３６、町田警察署☎７２２・０１１０、町田ドライヴィ
ングスクール☎７２３・２４８０

問環境保全課☎７２４・２７１１
　２０１５年度のＬｄｅｎ（年平均値）は東京都固定局３地点（★印）と市測定局５地点のうち４地点（小山小学校は指定区域外）で環境基準に適
合しました（忠生第三小学校では欠測日が１日ありました）。

測定者 測定場所 測定日数
（日）

騒音発生回数（回） 年間最高�
音（ｄＢ）

Ｌｄｅｎ
７０～７９ｄＢ ８０～８９ｄＢ ９０～９９ｄＢ １００ｄＢ以上 合　計 年間値 環境基準

東京都
町田第一小学校★ ３６６ １９８３ １６１６ ３９３ ６９ ４０６１ １０６.７ ６０ ６２以下
忠生小学校★ ３６６ １２１１ ８２２ １３１ ２ ２１６６ １００.０ ５２ ５７以下
鶴川第二小学校★ ３６６ ８２０ １０１ ２５ ６ ９５２ １０３.０ ４８ ５７以下

町田市

本町田東小学校 ３６６ １１８４ ８５１ １０４ ９ ２１４８ １０４.４ ５３ ５７以下
小山小学校 ３６６ ３７１６ ５１０ ２３ ０ ４２４９ ９８.２ ５０ 指定なし
町田第五小学校 ３６６ ２６９２ ６０７ １３４ ２２ ３４５５ １０５.４ ５５ ５７以下
忠生第三小学校 ３６５ １４２５ １０５５ ２７８ ２ ２７６０ １０１.７ ５４ ５７以下
南中学校 ３６６ ９１３ １４０３ ５０ １ ２３６７ １０１.１ ５２ ５７以下

※�発生回数は、７０ｄＢ（デシベル）以上の騒音が５秒以上継続した回数です／音の目安は、７０ｄＢ…新幹線の車内、８０ｄＢ…航空機の機内、
９０ｄＢ…パチンコ店内、１００ｄＢ…電車通過時のガード下の最大値です／Ｌｄｅｎ＝２０１３年４月から航空機騒音の指標となったもので、単
位は（ｄＢ）です。昼夕夜平均騒音レベルとも呼ばれます。Ｌｄｅｎでは夕方や夜間の騒音に重み付けをして、１日の平均を算出します。

２０１５年度（２０１５年４月１日～２０１６年３月３１日）の航空機騒音発生状況

町田市少年野球春季大会開会式で

「マイボトルキャンペーン」
を実施します

自動車・二輪車の安全運転を学ぼう!
町田市春の交通安全教室を開催します

配布予定のステッカー
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催し・講座催し・講座
認知症予防教室
脳いきいき！ウォーキング

対金森、金森東、成瀬が丘、南成瀬在
住の６５歳以上で全回出席できる方
日①事前講演会＝４月１４日㈮午前
１０時～正午②５日間プログラム（全
５回）＝４月２１日～５月１９日の毎週
金曜日、午前１０時～正午（４月２１日
のみ午前９時３０分から）
場合掌苑（金森東）
内①認知症を予防するための生活習
慣等についての講話、脳の健康度テ
スト②ウォーキングの習慣化のため
の知識や方法を体験しながら学ぶ、
プログラム終了後もグループの仲間
と活動を継続することを目指す

講①（特）認知症予防サポートセンタ
ー職員②南第２高齢者支援センター
職員
定１０人（申し込み順）
費１０００円
申３月１５日午前９時から電話で南第
２高齢者支援センターへ。
問当日について＝南第２高齢者支援
センター☎７９６・３８９９、認知症予防
教室全般に関すること＝町田市高齢
者福祉課☎７２４・２１４６

町 田 市 民 文 学 館
【保育付き紙芝居上演会～紙芝居・大
人の時間　ふわふわ座結成１０周年
記念連続公演】
　大人のための紙芝居です。今回の
テーマは「浜田広介と小川未明」で
す。
※保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。

日４月７日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
内「ないたあかおに」（作／浜田ひろ
すけ、絵／野村たかあき）、「赤いろう
そくと人魚」（原作／小川未明、脚本
／川崎大治、絵／桜井誠）　他（予定）
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は電話で同館へ。
【松岡和子講演会～シェイクスピア
の翻訳　名せりふの舞台裏】
　時代と共に移り変わるシェイクス
ピア戯曲の台詞翻訳についてお話し
いただきます。
日４月２３日㈰午後１時３０分～３時
講翻訳家・松岡和子氏
定８０人（申し込み順）
申３月１７日正午～４月２０日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０３１７Ａ）へ（申し込みは２人ま
で）。
【近代文学講座～読み直す名作「虞美
人草」・「坑夫」】
　夏目漱石の名作を講義形式で読み
進めていきます。
対全回出席できる方
日５月１９日、６月１６日、７月２１日、１０
月２０日、１１月１７日、いずれも金曜日
午前１０時～正午、全５回
講フェリス女学院大学教授・佐藤裕
子氏
定５０人（抽選）
申往復ハガキ（１人１枚）に講座名・住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・年代
を明記し、４月２０日まで（必着）に、同
館近代文学講座係（〒１９４－００１３、
原町田４－１６－１７）へ。

◇
場同館２階大会議室
問同館☎７３９・３４２０

ガイドウォークツアー
【①乗馬クラブ見学＆白洲夫妻が愛
した鶴川】
日程４月１２日㈬
コース観泉寺～乗馬クラブ～広袴不
動尊・妙全院～広袴公園～神明社～
真光寺川（約９．５㎞）
【②三輪町の森の“春”を愛でる】
　生物多様性保全上重要な里地里山
に選定された三輪町の森を、自然観
察指導員と散策します。
日程４月１８日㈫
コース東田谷戸～三輪の切通し～妙
福寺～椙山神社～沢谷戸自然公園～
高蔵寺～熊野神社（約７㎞）

◇
時間午前９時～午後３時ごろ、集合は
和光大学ポプリホール鶴川玄関前、
解散は小田急線鶴川駅前（小雨実施）
定各３０人（申し込み順）
費各１２００円（保険料、ガイド料、資
料代等）
※路線バス代は別途自己負担です。
申ツアー名・参加者住所・氏名（ふり
がな）・電話番号・生年月日・性別を明
記し、①４月１０日まで②４月１６日ま
でにＦＡＸで町田ツーリストギャラ
リー（返８５０・９３１２）へ（町田市観光
コンベンション協会ホームページで
申し込みも可）。
問町田ツーリストギャラリー☎８５０
・９３１１（受付時間＝午前１０時～午
後７時）、町田市産業観光課☎７２４・
２１２８

第6回 まちだとしょかんまつり
市 立 図 書 館 全 館 開 催

第44回
相模原市民桜まつりを開催

となりの
まちから
相模原市

町田市文化芸術パートナーシップ協定事業

音楽座ミュージカル キッズ＆グリー
スペシャルサンクス・パフォーマンス～エンドスタート

　図書館で活動するボラ
ンティア団体と市立図書
館の共催で、大人も子ど
もも楽しめる催しを開催
します。
※詳細は町田市立図書館
ホームページ、またはチ
ラシ等をご覧下さい。

日３月２４日㈮～２９日㈬
※３月２７日㈪は休館
場各市立図書館、町田市民文学館
内おはなし会、映画会、ブックトーク、読書会、
写真・作品の展示、講演会、落語、ワークショッ
プ等
問中央図書館☎７２８・８２２０、または各市立図
書館

　音楽座ミュージカルキッズ＆グ
リーの世代を超えたパフォーマン
スです。
対５歳以上の方
日３月２６日㈰、午後１時３０分から、
午後５時から
場音楽座ミュージカル芹ヶ谷スタ
ジオ（原町田４－２４－２９）
定各１０人（自由席）
費２０００円
申電話で音楽座ミュージカル（☎
７２５・００１０）へ。

※イベント内容については、音楽
座ミュージカルへお問い合わせ下
さい。
問文化振興課☎７２４・２１８４

　４月以降に始まるまちだ市民大学講座の受講者を募集します。
※詳細は各市民センターや各市立図書館等で配布する募集案内をご覧下さい
（町田市ホームページでダウンロードも可）。
対１５歳以上の方
※通学・通勤等に支障がないかを判断のうえ、お申し込み下さい。
場生涯学習センター　他
申３月１５日正午～４月５日にイベントダイヤル（☎７２４・５６５６コード①１７０３１５
Ｄ②１７０３１５Ｂ③１７０３１５Ｅ④１７０３１５Ｊ⑤１７０３１５Ｇ⑥１７０３１５Ｈ⑦１７０３１５Ｆ
⑧１７０３１５Ｃ⑨１７０３１５Ａ）へ。
※�いずれも抽選です（市内在住、在勤、在学の方を優先、〔加えて①③は初受講者
優先〕）。

問生涯学習センター☎７２８・００７１

　　　　　　　　　　　　 講座概要 　　　　　　　　　　　　
講座名 日時／定員 費　用

①陶芸入門講座 4月12日～7月26日の水曜日、午後1時
30分～4時、全9回／24人 1万5000円

②まちだ市民国際学 4月20日～7月13日の木曜日、午後7時
～9時、全10回／100人 3000円

③陶芸　電動ロクロ体験講座 4月22日～7月8日の土曜日、午後1時
30分～4時、全5回／14人 9000円

④多摩丘陵の自然入門 4月23日～12月3日の日曜日の日中、
全13回／50人 3000円

⑤町田の歴史Ⅰ 4月25日～7月18日の火曜日、原則午
後6時15分～8時30分、全12回／50人 3000円

⑥人間関係学講座 4月26日～7月12日の水曜日、午後7時
～9時、全11回／50人 3000円

⑦環境講座 4月29日～7月29日の原則土曜日の日
中、全8回／24人 1000円

⑧まちだの福祉 5月9日～7月11日の火曜日、午後2時
～4時、全7回／30人 1000円

⑨こころとからだの健康学 5月10日～7月5日の水曜日、午前10時
～正午、全7回／50人 2000円

春の生涯学習講座　申込受付開始！

まちだ市民大学ＨＡＴＳ通年・前期講座

　直接会場へおいで下さい。
日４月１日㈯午後１時～５時、２日㈰午前１０時～午後５時
場市役所さくら通り　他
内１日＝相模原市ホームタウンチームのパレード、県警音楽隊の演奏等、�
２日＝鼓笛隊、よさこいなどの３０団体による行進
※交通規制は、両日ともにまつり開始時間から午後５時３０分までです。
※来場者用駐車場はありません。電
車・バス・無料巡回バスを利用して下
さい。
※詳細は、当日、総合案内所で配布す
るパンフレットをご覧下さい。電子
ブック版パンフレットは、相模原市
印刷広告協同組合ホームページでご
覧いただけます。
問相模原市商業観光課☎７６９・８２３６

よむぽん
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催し・講座催し・講座
乳幼児の保護者向け講座
か き く け 子 育 て
　子育ての不安を、専門家の講義と
実践的な演習、仲間との話し合いで
解消しましょう。
対市内在住の原則全回参加できる乳
幼児の保護者
日５月１７日、２４日、３１日、６月１４日、
２８日、７月５日、１２日、いずれも水曜
日午前１０時～正午、全７回
場生涯学習センター
内「応急救護の実技学習」、「お母さん
の不思議なちから」、「ワイワイしな
がら振り返り」、「体力向上メソッ
ド」、「絵本を探そう」、「前向き子育
て」等
定２５人（抽選）
費３５０円（保育不要の方は５０円）
申ハガキに、講座名・住所・氏名（ふり
がな）・電話番号・お子さんの年齢・保
育希望者（５月１日現在、８か月以上の
未就学児、２０人）は「保育希望」と書
き、お子さんの名前（ふりがな）・生年
月日を明記し、４月２０日まで（必着）
に同センター（〒１９４－００１３、原町
田６－８－１）へ（所定の用紙〔同セン
ターに有り〕に記入し、直接同センタ
ーへ申し込みも可）。
問同センター☎７２８・００７１
気軽に農にふれてみよう！

農業体験プログラム
　市内農家が企画する農業体験で
す。
※日程、費用等は直接各農家へお問
い合わせ下さい。

【（特）たがやす小野路クラブ】
対野菜作りを楽しみたい方、個人、家
族、グループ等（小学校低学年以下は
保護者同伴）
場小野路町７４８周辺の畑
内栽培から収穫、調理、加工、自然観
察、食育等
申電話またはＦＡＸで（特）たがやす
（☎返７９４・９００２☎０９０・３４３５・
８６１１）へ。
【あした農場】
場小野路町７５０周辺の畑
内年間を通じて、無農薬で栽培して
いる米・小麦・露地野菜等の農作業を
体験

申電話またはＥメールで、あした農
場（☎０９０・７２１９・００４７遍ｎａｂｅ２ｎ
ｅ３＠ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ）へ。
※詳細はあした農場ホームページ、
またはＦａｃｅｂｏｏｋをご覧下さい。
※体験は主に土・日曜日、祝日に不定
期で行います。平日の援農者も募集
しています。

◇
問農業振興課☎７２４・２１６６

大地沢青少年センター
【青空アトリエ】
　春休み特別開催です。電動糸のこ
やのこぎり等を使い、木やまゆ等で

椅子やクラフトを作ります（木枝ス
プーン・フォークセット〔３００円〕の
特別プログラムを予定）。
※作品イメージは、町田市ホームペ
ージをご覧下さい。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日３月２６日㈰午前１０時～午後３時
（開催時間内であれば、何時からでも
参加可、雨天実施）
場同センター研修棟
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）
問同センター☎７８２・３８００

市民の広場 仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集

●紙飛行機を作って楽しく飛ばそう
思い出作り／３月１８日㊏午前９時３０
分～１１時頃／芹ヶ谷公園多目的広
場／無料／高橋☎返７９３・４０３５／
テブラＯＫ　雨天中止
●趣味のピアノの会／３月２２日午後
１時から／生涯学習センター７階／
１０００円／須佐玲子☎７２２・３４９９　
要予約／午後２時からは歌の会も有
●初心者民謡講座　全１０回　町田
市民謡協会主催／３月２３日㊍午前
１０時～正午／忠生市民センター／
２０００円／阿部竹峰☎０９０・１６５６・
６４９１※要申込／６月まで毎月２～３
回㊍開催
●ダンス　パーティー　ソシアルｍ

ａｔｅ／４月６日㊍、５月１４日㊐、午後１
時／忠生市民センター２階／５００円
／高橋☎０９０・１２００・０７９８／４月
２１日午後１時健康福祉会館
●三味線を楽しむ会　「さくら♪」を
弾こう／４月１３日㊍午後２時～４時
／木曽山崎コミュニティセンター音
楽室／５００円／金田☎７９１・１４２０　
※要予約／基本～長唄へ。４月２７日
も有
●発見ふるさと町田！忠生遺跡を巡
るガイドツアー／４月２８日㊎午前９
時３０分～午後３時／忠生都営住宅前
バス停集合／５００円／ガイドボラン
ティアの会☎７２７・４２４９／約５ｋｍ
の散策です・要申込

おいで下さい　特定の期日に行うイベント

●外国人と楽しく学ぶ英会話≪中級
≫／第２・４㊊午前１０時４０分～１１時５０
分／なるせ駅前市民センター／入会
無料・月２０００円／おのづか☎返７３９・
６５９０／体験１回１００円　※要予約
●着付け同好会～紫の会／月２回㊊
午前１０時３０分、午後１時３０分／な
るせ駅前市民センター／入会１０００
円・月２０００円／中新井☎７２３・
２０４７／初心者歓迎、見学常に可
●岳精流～詩吟の会／月３回㊋午後
１時３０分～４時／生涯学習センター
／入会１０００円・月３０００円／小磯☎
０８０・１０４６・３９６６／３月２８日、４月
４日無料体験
●吟詠吟成会・声の衰えを防ぐ詩吟
教室／月３～４回㊋午前９時３０分～
正午／鶴川市民センター他／入会無
料・月３０００円／宮内☎７３５・６９１９
／４月４日無料体験～見学随時
●スクエアダンス初心者講習会／月
３回㊏午後５時３０分～７時／木曽森
野コミュニティセンター／入会無料
・月２０００円／有村☎７９１・１９８０／
４月１日、８日、２２日です
●スクエアダンスコスモス（成瀬）／
月３回㊍午後１時～３時／原クラブ会
館／入会無料・月２０００円／三橋☎
７２２・２３４３／４月６日、１３日、２０日
無料講習会
●社交ダンス　サークル　モア／月
３回㊏午後２時～４時／鶴川コミュニ
ティセンター他／入会２０００円・月
２５００円／フクダ☎７３５・６０６９／初
心者も歓迎です
●社交ダンスボールルーム～各レベ

ルで／月３回㊎午後７時～８時３０分
／木曽森野コミュニティセンター／
入会２０００円・月３０００円／ボールル
ーム☎７２５・３６７９／体験１０００円、
入会金半額に
●玉川学園鶴友会　楊名時健康太極
拳／毎日午前６時から　季節変動有
り／玉川学園子ども広場他／入会無
料・月５００円／𠮷利ツマ☎７２５・
９５７２／初心者を含む皆様大歓迎
●健康ストレッチ・バイレピラティ
ス／月３回㊌午前９時３０分～１０時
３０分／鶴川団地５丁目集会所／入会
無料・月２８００円／ヤハタ☎０５０・
５８８４・３５４８　要電話予約／３月１５
日、２２日は体験会５００円
●「さちの会」ヴォーカルトレーニン
グ／毎月第１㊌午前１０時３０分～正
午／町田市民フォーラム３階／入会
無料・月１０００円／野澤☎７１０・
５８２１、☎０８０・５５０２・０５７７
●つくし野剣道育成会～５歳から／
㊐㊗午前８時から、㊌午後６時３０分
から／市立総合体育館他／入会
１０００円・月１５００円／石松☎返７９５
・６２５０／ホームページあります
●やさしい色合いで描くトールペイ
ント／毎月第３㊊午前１０時～正午／
生涯学習センター／入会無料・月
２０００円／大西☎０８０・４００１・３０９７
／初心者・経験者・見学ＯＫ
●囲碁サークル・町田石心会／毎月
第１～４㊍午後１時～５時／生涯学習
センター他／入会無料・月４００円／
竹腰時男☎７２７・２８５４／上級・有段
者歓迎

4月の母子健康案内　お気軽にご相談下さい
事業名 対　象 会　場 開催日 時　間 内　容／その他 問い合わせ

プレママ・パパクラス
申イベントダイヤル（☎
724・5656コードAコ
ース＝170301M、Bコ
ース＝170301N）へ

16～35週の妊
婦とその夫 健康福祉会館

A
コース

7日㈮
午後1時30分
～4時

妊娠中の過ごし方、歯の衛
生、栄養と食生活

保健予防課
地域保健係

☎725･5127

14日㈮ 分娩経過とリラックス法、
産後のライフスタイル

B
コース 22日㈯ 午前10時～正

午
もく浴実習、妊婦体験、新
生児の保育体験

乳幼児・母性相談
※母子健康手帳をお持
ちのうえ、直接会場へお
いで下さい。

2か月以上の未
就学児とその
保護者

健康福祉会館 10日、24日㈪ 受け付け＝午
前9時45分～
11時30分、午
後1時30分～
3時

身長･体重測定、保育相談、
栄養相談、歯科相談、母親
のからだや気持ちの相談

鶴川保健センター 3日㈪
子どもセンターばあん 14日㈮
忠生保健センター 17日㈪

プレママクッキング
（申し込み制）

申3月15日正午からイ
ベ ン ト ダ イ ヤ ル (☎
724･5656コード170 
315Ｐ）へ

16～35週の妊
婦 健康福祉会館 27日㈭ 午前10時～午

後1時
調理実習、会食、妊娠中の
食生活の話費500円（食材
費）

保健予防課
保健栄養係

☎722・7996
離乳食講習会
(申し込み制)

申3月15日正午からイ
ベ ン ト ダ イ ヤ ル (☎
724･5656コード初期
＝170315Ｓ、 後 期 ＝
170315Ｋ）へ

4～6か月児の
保護者

健康福祉会館

初期 11日、
25日㈫

午前10時5分
～11時45分

離乳食の話と試食（各日と
も同一内容）

8～10か 月 児
の保護者 後期 19日㈬ 午前10時5分

～11時40分
離乳食後期の話と試食、歯
の話

母性保健相談
母乳育児相談

申来所相談と乳房マッ
サージは要予約、電話で
保健予防課へ

市内在住の方
※里帰り中の
方も参加でき
ます。

健康福祉会館 6日、13日、20
日、27日㈭

午前10時～正
午、午後1時～
3時

助産師による相談、乳房マ
ッサージ
※電話相談は随時可＝☎
725-5419

保健予防課
☎725・5422

《お知らせ》5月15日号から、市民の広場の掲載ルールが変わります
　新しい申込用紙・掲載ルールは、広報課（市庁舎４階）で配布しています（町
田市ホームページでダウンロードも可）。５月１５日号以降に申し込む際は、事
前に新ルール（２０１７年３月１５日改定）をご確認下さい。

掲　載 申込期間 申込間隔

おいで下さい 毎月15日号 掲載号の前月1日～
20日

掲載されたら➡3か月
後の号に申し込み可能

仲間に 年2回
（1回目＝5月15日号※）

5月15日 号 は3月
15日～4月20日 毎回申し込み可能

※２回目の「仲間に」の詳細は、本紙５月１５日号でお知らせします。
※「おいで下さい」は、申込件数により抽選を行う場合があります。
※４月１５日号の、「おいで下さい」「仲間に」は、いずれも３月２０日まで（窓口は
１７日まで、ＦＡＸは２０日まで）申し込みを受け付けています。
問広報課☎７２４・２１０１� 市HP� 検索市民の広場



10 2017．3．15 電話（☎042・724・5656）やインターネットのイベント申込システム（ イベシスで検索）
で申し込みができます。コード＝インターネットで24時間申し込みができます。イベント申込システム 町田市イベントダイヤル

●野津田公園～自然観察教室　野鳥
編「雑木林や草地で冬鳥を観察しよ
う！」
　大人１人での参加も歓迎です対小
学生以上の方（保護者同伴の未就学
児も可）日３月２５日㈯午前９時～正
午場同公園講（公財）日本野鳥の会会
員・島津哲也氏定４０人（申し込み順）
費大人６００円、小学４～６年生３００円　
（保険料、材料費）／小学３年生以下
は１人まで無料申３月１５日午前９時
から電話で同公園（☎７３６・３１３１、
受付時間＝午前９時～午後５時、土・
日曜日、祝日も可）へ
●ふるさと農具館～七国山そば・そ
ば粉の販売
　七国山のそば畑（野津田見本園）で
収穫された玄そばを使用したそば・
そば粉を販売します日４月１日㈯午
前９時３０分から（売り切れ次第終了）
費乾麺（１袋２５０ｇ入り）２５０円、そば
粉（１袋２５０ｇ入り）５００円場・問同館
☎７３６・８３８０

●忠生公園～定例自然観察会「春に
息づく花と昆虫」
　ルーペを持参し直接会場へ（同公
園で貸し出しも可）日４月２日㈰午前
９時３０分～１１時３０分（雨天中止）場
同公園自然観察センター（忠生がに
やら自然館）問同公園☎７９２・１３２６
●小野路宿里山交流館～小野路桜ガ
イドウォーク
　桜や里山の風景を楽しみながら小
野路周辺を歩きます日４月４日㈫午
前１０時～午後３時ごろ、集合は別所
バス停、解散は同館（小雨実施、荒天
中止）定２０人（申し込み順）費１５００
円（ガイド料、昼食代、保険料）申３月
１６日正午からイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６コード１７０３１６Ｄ）へ問
同館☎８６０・４８３５
●町田市自然休暇村～川上村山菜ま
つりツアー
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者日５月２８日㈰午前７時～２９日㈪
午後５時ごろ、集合は町田ターミナ

ルプラザ、解散は町田駅周辺（予定）
場自然休暇村（長野県南佐久郡川上
村）内山菜まつりへの参加、城之内早
苗歌謡ショー、川上村で山菜採り等
定４０人（申し込み順）／最少催行人
数は３５人です費大人１万６８００円
（交通費、宿泊費、１日目昼食～２日目
昼食、保険料、ガイド料含む）申３月
１５日午前９時から電話で自然休暇村
（錆０１２０・５５・２８３８）へ（５月１８日
以降の取り消しはキャンセル料が必
要）／自然休暇村では、年間を通して
さまざまなツアーを企画していま
す。詳細は、町田市自然休暇村ホーム
ページをご覧下さい
●市立総合体育館
【リラックス＆リフレッシュ
体操教室】
対市内在住、在勤、在学の３０歳以上
の方日４月１９日～６月２８日の水曜日
（５月３日を除く）、①午前９時１５分～
１０時１５分②午前１０時３０分～１１時
３０分、各全１０回定各５０人（抽選）費
３４００円
【ちびっこ体操教室】
対市内在住、在園の４歳児日４月２０
日～６月２９日の木曜日（５月４日を除
く）の午後３時１５分～４時１５分、全
１０回定４０人（抽選）費１４００円

◇
申往復ハガキに必要事項を明記し、
３月２２日まで（消印有効）に同館へ
（同館ホームページで申し込みも可）
問同館☎７２４・３４４０
●市立室内プール～小学生
スクール１期Ａ～Ｃ（火・木コ
ース）、Ａ（水コース）
対小学生日４月１１日～５月２５日（祝
休日を除く）、午後４時３５分～７時４５
分（水コースは午後５時４０分～６時
４０分）、各１時間（要問い合わせ）、火
コース＝全７回、水・木コース＝各全
６回定各６０人（抽選）費火コース＝
５６００円、水・木コース＝４８００円申
往復ハガキに必要事項を明記し、３
月２１日まで（必着）に同プールへ問
同プール☎７９２・７７６１
●野津田公園～元五輪選手
が教える「ウォーキング（ジ
ョギング）教室」
対市内在住、在勤、在学の２０歳以上
の方日４月３日～５月２９日の月曜日

（５月１日を除く）、午前１０時３０分～
正午、全８回定５０人（申し込み順）費
４０００円申電話で同公園管理事務所
（☎７３６・３１３１、受付時間＝午前９時
～午後５時）へ（同公園ホームページ
で申し込みも可）
●町田市民ホール・和光大
学ポプリホール鶴川からの
お知らせ
　下記以外の公演情報は、４月２日発
行のコンサートガイドＶｏｌ.９０をご
覧下さい。
【若き演奏家による水曜午後の音楽
会第５０回】
対６歳以上の方日５月１７日㈬午後２
時開演出演亀居優斗（クラリネッ
ト）、湯原佑衣（バイオリン）、坂牧春
佳（ピアノ）費１０００円（全席自由）申
３月１６日正午からイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）へ場・問和光大学ポ
プリホール鶴川☎７３７・０２５２
【佐々木秀実　ドラマティック　シャ
ンソンコンサート～愛をあなたに】
対６歳以上の方日６月３日㈯午後２時
３０分開演場和光大学ポプリホール
鶴川費４０００円（全席指定）申発売
中。電話で町田市民ホール（☎７２８・
４３００）へ（有料保育有り、要問い合
わせ）
【音楽指導者連盟がお届けするクラ
シック＆ジャズコンサート】
日６月１１日㈰、第１部（クラシック）
午後１時開演、第２部（ジャズ）午後６
時開演場和光大学ポプリホール鶴川
費第１部＝一般２０００円、小学生以下
１０００円、第２部＝２８００円（全席指
定）／３歳未満膝上１人まで無料、た
だし座席が必要な場合は有料申３月
１５日午前８時３０分から町田市民ホ
ール（☎７２８・４３００）へ（発売初日は
電話のみ受け付け、有料保育有り、要
問い合わせ）　
【キエフ・クラシック・バレエ　チャ
イコフスキー　夢の３大バレエ名場
面集】
対４歳以上の方日７月２７日㈭、午後０
時３０分開演、午後３時開演場町田市
民ホール費３８００円（全席指定）申３
月２５日午前８時３０分から町田市民
ホール（☎７２８・４３００）へ（発売初日
は電話のみ受け付け、有料保育有り、
要問い合わせ）

暮らしに関する相談

市HP 暮らしに関する相談 検索

　予約制の相談は、電話で①～⑦市民相談室（☎７２４・２１０２）⑧八王子少年センター（☎
０４２・６７９・１０８２）⑨消費生活センター（☎７２２・０００１）へ。

名　称 日　程 予約方法／相談時間

①法律相談 月～金曜日
（２０日を除く）前週の金曜日から電話で予約

②交通事故相談 １５日、２２日、
２９日㈬

相談日の１週間前から電話で予約／午後１時３０
分～４時

③人権身の上相談(人
権侵害などの問題） １７日、２４日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 ２１日㈫
電話予約制（次回分まで受け付け）／午後１時
３０分～４時

⑤不動産相談 ２８日㈫
⑥登記相談 １６日㈭
⑦行政手続相談 ２３日㈭

⑧少年相談 ２８日㈫ 事前に電話で八王子少年センターへ／午前９時
～午後４時

⑨消費生活相談 月～土曜日
来所相談、電話相談ともに随時受付／午前９時
～正午、午後１時～４時
※午前の来所相談は１１時３０分まで
※土曜日は電話相談のみ

巡回場所・巡回時間等詳細は各市立図書館へ。
町田市ホームページでもご案内しています。ご利用下さい! 移動図書館「そよかぜ号」移動図書館「そよかぜ号」 問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131

イベントカレンダー
詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、各ホームページをご覧下さい。

●子どもセンターまあち
　いずれも直接会場へおいで下さ
い。
【劇団かかし座による影絵公演】
日３月２０日㈷午後２時～３時内影絵
劇「魔法つかいのおとぎばなし」
【春の音楽会】
日３月２５日㈯午後１時から内吹奏楽
等の演奏

◇
問まあち☎７９４・７３６０　
●町田市民文学館
【２歳児あつまれ！「春」をあそぼ！】
　直接会場へ対２歳児とその保護者

日３月２３日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分場同館２階大会議室内絵本、紙
芝居、わらべうた遊び等
【春の子ども俳句教室】
対小学生日４月１５日、５月２０日、６月
１７日、いずれも土曜日午前９時～正
午、全３回（雨天実施）場同館、東雲寺
周辺、小山田緑地、寺家ふるさと村内
バスで各施設へ移動後、散策しなが
ら俳句を創作講俳人・佐々木薫氏、市
村栄理氏定１２人（申し込み順）申３月
１５日午前９時から電話で同館へ

◇
問同館☎７３９・３４２０

子どものイベントカレンダー
詳細は、お問い合わせいただくか、町田市ホームページをご覧下さい。

催し・講座催し・講座
自由民権資料館
古 文 書 講 座

　江戸時代の古文書等をテキストに
使用し、古文書を読む手がかりや勉
強の仕方を学ぶ入門講座です。
日５月１１日、２５日、６月８日、２２日、７
月６日、２０日、９月２８日、１０月１２日、
２６日、１１月９日、３０日、１２月１４日、
いずれも木曜日午前１０時～正午、全
１２回
場同館
講神奈川大学講師・川鍋定男氏
定３０人（市内在住、在勤、在学〔市内
の歴史学習団体等で活動している方
を含む〕の方及び初受講者優先のう
え抽選）
※結果は４月１１日ごろに発送しま
す。
費４０００円
申往復ハガキに講座名・住所・氏名

（ふりがな）・電話番号、在勤・在学の
方はその旨を書き、返信用にも宛先
を明記し、４月３日まで（必着）に同館

（〒１９５－００６３、野津田町８９７）へ。
問同館☎７３４・４５０８

普 通 救 命 講 習 会
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）
日４月１５日㈯午前９時～正午
場健康福祉会館
内心肺蘇生法、異物除去法、ＡＥＤ操
作法
※救命技能認定証を発行します。
定３５人（申し込み順）
費１４００円（テキスト代）
申３月２１日正午～４月４日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０３２１Ａ）へ。
問町田消防署☎７２２・０１１９、町田市
保健総務課☎７２２・６７２８
生涯学習センター～講演会
外国の音楽と踊りとお話と

　外国の民族舞踊等を紹介した後、
町田市に暮らす外国籍の皆さんが生
活の中で感じることを語り、「みんな
が住みやすい町田へ」をテーマに会
場の皆さんと考えます。
※町田国際交流センターと共催です。
日４月２３日㈰午後１時３０分～４時３０
分
場生涯学習センター
定１５４人（申し込み順）
申３月１５日午前９時から電話で同セ
ンター（☎７２８・００７１）へ。
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情報コーナー
●町田市体育協会からのお知らせ
　実施要項、申込用紙は市立総合体
育館とサン町田旭体育館にありま
す。詳細は、イベント主催
者へお問い合わせいただ
くか町田市体育協会ホー
ムページをご覧下さい。
【①アーチェリー講習会②桜射会フ
ィールドアーチェリー】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日①４月８日正午から、３０日午
前９時から（各３時間）②４月９日午前
９時受け付け場①市立総合体育館②
花のやまフィールドアーチェリー費
①一般各６００円、学生各２００円②一
般３０００円、学生２６００円問町田市ア
ーチェリー協会☎７３４・０３２１（①で
貸弓具が必要な方は事前に連絡が必
要）
【市民ウォーキング①梅・鶯

うぐいす

の里、川
崎②七国山と薬師池公園③万

ばん

朶
だ

の桜
・恩田川④桜・桜・桜⑤芝ざくらと座
間散策】
対市内在住、在勤、在学の小学生以上
の方日①３月１８日②３月２６日③４月
１日④４月９日⑤４月１９日、集合は、い
ずれも午前８時５０分に①鶴川駅前公
園（小田急線鶴川駅北口徒歩３分）②

ＪＲ横浜線町田駅中央改札前③藤公
園（東急田園都市線つくし野駅徒歩
１分）④ＪＲ八王子駅北口地下広場⑤
星谷寺（小田急線座間駅西口徒歩８
分）費各５００円問町田ウォーキング
協会☎０９０・８７４７・１９５８
【なぎなた初心者教室】
対市内在住、在学の小学生日６月１
日、８日、午後３時～５時場サン町田旭
体育館問町田市なぎなた連盟☎７２７
・２３２７、☎７２６・５２６３

◇
問町田市体育協会事務局☎７２４・
３４４３
●八王子年金事務所～国民年金保険
料の後納制度
　過去５年間のうち、納め忘れた国
民年金保険料を納めることができる
ほか、将来の年金額を増やすことも
できます。受給に必要な期間を満た
す可能性がある後納制度は、２０１８
年９月３０日まで利用可／同制度の申
込者で納付がお済みでない方は、納
付書に記載された使用期限までに納
付をして下さい問ねんきん加入者ダ
イヤル☎０５７０・００３・００４、☎０３・
６６３０・２５２５または八王子年金事務
所☎０４２・６２６・３５１１
●北関東防衛局～防音工事の受付対
象建築年月日を拡大
　国では、航空機騒音による障害を
防止・軽減するため、住宅の防音工事

を行う場合に助成を行っています。
　助成を受けるための希望届（広聴課
・市政情報課〔市庁舎１階〕で配布）は、
住宅の建築年月日に応じて受け付け
を行っており、５月８日から対象を拡大
し、７５Ｗ値区域についても２００６年１
月１７日までに建築された住宅を対象
に受け付けを行います／詳細は、同局
企画部住宅防音課（☎０４８・６００・
１８２１、１８２２、１８３８）へ
●町田商工会議所からのお知らせ
【新入社員・若手社員の仕事意識とビ
ジネスマナー実践講座】
対市内中小企業の新入社員、若手社
員日４月１０日、１３日、いずれも午前９
時３０分～午後４時３０分、全２回場同
会議所費１万円（非会員企業の方は
１万５０００円）申電話で同会議所へ
【簿記検定試験】
日６月１１日場町田駅周辺の専門学校
等費３級２８００円、２級４６３０円、１級
７７１０円（インターネット申込手数
料別途６５０円）申４月１０日～２４日に
同会議所ホームページ、または４月
２７日～５月１４日に直接久美堂書店
本店（小田急線町田駅すぐ）へ

◇
問同会議所☎７２２・５９５７
●町田市シルバー人材センター～初
心者向けパソコン講座
日４月４日～７日、午前９時～正午、４
月１１日～１４日、午後１時～４時場わ

くわくプラザ町田費１コース６５００
円申ハガキに講座名・受講日・住所・
氏名・電話番号を明記し、同センター
（〒１９４－００２２、森野１－１－１５、☎
７２３・２１４７）へ
●（社福）町田市社会福祉協議会～手
話講習会（①初級②中級③上級④養
成）
　詳細は町田ボランティアセンター
へ対市内在住、在勤、在学の１６歳以
上（④は１９歳以上）の方日５月２０日
～２０１８年３月１０日、①②は木曜日、
③④は火曜日、昼の部＝午前１０時～
正午、夜の部＝午後７時～９時、各全
３３回（③④は４月８日、９日に入講試
験有り）費６４８０円から（税込み、別
途テキスト代）申所定の申込用紙（同
センターに有り、同センターホーム
ページでダウンロードも可）に記入
し、３月３１日まで（必着）に郵送で同
センター（〒１９４－００１３、原町田４
－９－８、☎７２５・４４６５）へ（同センタ
ーホームページで申し込みも可）
●（独）国際協力機構～ＪＩＣＡ青年海
外協力隊・シニア海外ボランティア
体験談＆説明会
　直接会場へ日４月６日午後７時～９
時場八王子市学園都市センター（東
急スクエアビル１２階）／詳細はＪＩＣ
Ａボランティアホームページを参照
問ＪＩＣＡ青年海外協力隊事務局☎０３
・５２２６・９８１３

●
当
番
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午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

１９
日
㈰

かどわきクリニック（内）（小）
つくし野4-9-8� ☎799・2202

町田東口クリニック（内）
森野1-35-8� ☎721・8855

２０
日
㈷

吉野医院（内）
金森2-12-31� ☎722・5729

飯田内科クリニック（内）
森野1-33-12� ☎725・3801

つくし野
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田
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至成瀬→至成瀬→
ＪＲ横浜線ＪＲ横浜線

三塚三塚

南橋南橋

金森郵便局前金森郵便局前

市庁舎
町田市民
ホール

新産業創造センター

コンビニ

町田一小

小田急
町田駅

町田市役所

栄通り中央

小田
急
線

町
田
街
道

町
田
街
道

森野
中町
大通
り

森野
中町
大通
り

いしかわ内科クリニック（内）
森野4-21-5� ☎727・4970 東京都内の救急当番病院などの

お問い合わせ

東京都医療機関案内サービス

ひ ま わ り
☎03・5272・0303

24時間365日

南東京ハートクリニック（内）
木曽西2-18-12� ☎789・8100 町田市メール配信サービス

本紙に掲載している、夜間・休日診療
情報等を配信しています。

登
録
は

こ
ち
ら
か
ら 携帯電話版

QRコード
スマホ版
QRコード

町田市民病院

もりの聖愛保育園

東京都水道局町田
サービスステーション

町田街道町田街道

滝の沢西滝の沢西
滝の沢滝の沢 町田総合高校
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ひかりの子
保育園

境
川

町田総合
高校南

至町田街道

２6
日
㈰

町田南ホームクリニック（内）
南町田5-3-28� ☎788・2581

なかまち内科・外科医院（内）
中町3-15-17� ☎725・0028

南つくし野小小川原小川原

小鶴橋小鶴橋
保土ヶ谷保土ヶ谷バイパスバイパス

南町田駅西南町田駅西
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国
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線
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線

町田街道

町田街道

鶴
川
街
道

鶴
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街
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至玉川学園前→至玉川学園前→町田税務
署入口
町田税務
署入口

中央橋北中央橋北
町田消防署

中町
一丁目
中町
一丁目

町田税務署

にしむら内科クリニック（内）
大蔵町2222-5� ☎708・1024 救急車を呼ぶべきか迷ったら

東京消防庁
救急相談センター
♯7119または
☎042・521・2323

24時間365日

和光大学ポプリ
ホール鶴川

鶴川シオン
幼稚園

鶴川駅

鶴川駅

鶴見川

バス乗り場

小田
急線

鶴川駅広場前鶴川駅広場前

至
玉
川
学
園
前

至
柿
生
至
柿
生

鶴川駅東口鶴川駅東口

●月〜土曜日の救急当番病院（内科系）　月～土曜日の午後7時～翌朝8時（土曜日は午後1時から）
診察日 病院名 電　話 住　所

15日、29日㈬ 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
16日、30日㈭ ふれあい町田ホスピタル ☎798・1121 小山ヶ丘1-3-8
17日、24日、31日㈮ あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3
18日㈯、23日㈭ 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41
21日、28日㈫ 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
22日㈬、25日㈯ 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
27日㈪ 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

●日曜日、祝休日の救急病院　日曜日、祝休日の午前9時～翌朝9時
診察日 病院名 電　話 住　所

19日㈰
内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

外科系 おか脳神経外科 ☎798・7337 根岸町1009-4
町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

20日㈷
内科系 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

外科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41
南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

26日㈰
内科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

外科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3
多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

●町田市歯科医師会休日応急歯科診療所（日曜日、祝休日）、町田市歯科医師会障がい者歯科診療所（水・木曜日〔祝休日を除く〕）、いずれも午前９時～午後５時、受け付けは
午後４時３０分まで（予約制）＝健康福祉会館内☎７２５・２２２５
●町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小）（日中帯の受け付け：日曜日、祝休日の午前９時～午後４時３０分〔電話受付は午前８時４５分から〕、準夜帯の受け付け：毎
日の午後７時～９時３０分〔電話受付は午後６時から〕）＝健康福祉会館内☎７１０・０９２７
●休日耳鼻咽喉科急患診療（いずれも午前９時～午後５時）、１９日＝稲垣耳鼻咽喉科医院（☎７２２・３１１５、原町田６-２２-１５）、２０日＝川野医院（☎７２６・７６７３、森野１-１１-９）

急病のときは ※いずれの機関も受診する前に必ず電話をして下さい。
※救急措置・応急処置を行います。専門的治療については、他の医療機関につなげる場合があります。
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