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● 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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駅前の広場で、ストリートダンスや音楽の発表をしたい 空き店舗や
空き家を活用して、作品の展示や人の集う場をつくりたい 緑や花を生かして、来
訪者をおもてなししたい 近所の市の施設を管理して、人が集い、にぎわいの生
まれる地域の核にしたい 空間を提供するので、学生たちの発表の場として
使ってほしい 多くの市民が気軽に参加できるスポーツイベントをやってみたい 身近
な地域で子どもが土に触れる機会をつくりたい 市民の力でミュージカルをつ
くりあげたい 古民家の活用やツリーハウスで人を集めたい 農産物
をつくって、そこでしか食べられない名物をつくりたい 地域で困っているお年寄
りを手助けする人のつながりをつくりたい 仮装パレードで町田をメジ
ャーにしたい 地域版のSNSを活用して、人と人とのつながりを強めた
い 地域の神

み こ し

輿を一堂に集めるイベントをしたい 団地の空き室を
使って、デザインやDIYのコンテストをしたい 町田ゆかりの作家の
巡礼スポットをつくりたい 公園を使ってネイチャーゲームをやりたい 

まちだ ごと大作戦 18-20

問い合わせ 広報課3ヵ年シティプロモーション担当 ☎７２４・４08４
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2 2017．7．15 広報まちだは1日・15日の月2回発行です

さまざまな世代が地域で
安心して笑顔で暮らせる
住みよいまちだ

学び、楽しみ、
未来につなげる
まちだ

そもそも何ができるの?教えて1

どんな良いことがあるの?教えて3

「やってみたい」ことに取り組める
人のつながりの輪が広がり、知恵や力を借りられる
夢の実現によって地域の良さを市内外に自慢できる　など

市役所はどんな役割を担うの?教えて5

教えて4 誰でも参加できるの?
どんなことにチャレンジできるの?

自分も楽しく、他人も楽しくなれること
次の世代のために引き継げる新しい価値を創ること
大学生などの未来を担う若い世代と、世代の垣根を越えて一緒
に取り組むこと　など

「やってみたい」ことの条件

教えて2 実施の目的は何なの?

スポーツとともに 
元気なまちだ

目指すまちだの姿

「まちだ好き」が集い、 
地域の未来を考える人
が育つまちだ

　1973年9月23日に、森野交差点から文学館通り
までの約1.5kmを歩行者天国にして開催されたお
祭りです。このお祭りでは、市民一人ひとりが自分
の得意なもの、自分も楽しく、来た人も喜ばせられ
るものを出展しました。オタマジャクシの出展で

小学生が参加するなど、
市民活動のモデルケー
スとして全国から注目
を集めました。この当
時、市の人口は毎年1万
人以上伸びており、名称
を変え、「27万人の個展」
まで5年続きました。

２３万人の個展

この作戦が気になる方は…

コ ラ ム① コ ラ ム②

　市は、2018年2月1日に市制60周年を迎えま
す。この市制60周年から、ラグビーワールドカ
ップ2019、東京2020オリンピック・パラリン
ピックへと続く3ヵ年を「未来を見据えた3年」
と位置付け、2018年1月から2020年12月まで
「まちだ〇

まる
ごと大作戦1

じゅうはちにじゅう

8-20」を実施します。

地域の魅力が 
あふれ、にぎわい
あるまちだ

　市民の皆さんが「やってみたい」と考えている提案を
カタチにする取り組みです。「○○をやってみたい」と
いう提案に、賛同する方が集い、知恵や力を結集しま
す。誰かが提案した企画を実施するかどうかもみんな
で決める、市民の皆さんが主役の取り組みです。

　地域活動や市民活動が、市内のあちこちで盛り上がることを目指します。そし
て、多くの方がこの作戦に参加し、新しい交流が生まれ、自分たちの提案を自ら
の手で実現することで、「私は〇〇をやった」「オリンピックの年に町田で〇〇が
始まった」など、人々の記憶に残る3年となることを目指します。
　また市には、40年以上前に話題となった市民主導のお祭り「23万人の個展」
が実施された歴史があります（コラム①参照）。この作戦を通じて人と人とが出
会い、その輪が広がり、つながった市民の皆さんが主導して作戦を進めること
で、自分の住むまちや地域のことを自分の事として考える、まちだ好きな市民が
増えることも目指しています（コラム②参照）。

　提案の数だけ、夢を実現するチャンスがあります。特に、未来を担
う若い世代の方にとっては、世代を越えて人と人とがつながる中で、
知恵や力を借りて、自らの提案を実現できるチャンスです。

日①7月22日㈯②８月６日㈰、いずれも午前9時30分～
午後0時30分
場市庁舎
申①7月19日まで②7月30日までにイベントダイヤル

（☎724・5６5６コード170704F）へ。

　「○○をやってみたい」と考えている方なら一人でも、地域の方々
でも、学校単位でも、NPO法人等団体でも、事業者でも、どなたでも
参加できます。もちろん、町田市民ではなくても大歓迎です。

　皆さんからの提案の実現に向けたサポートや市役所内の調整、取
り組みの企画段階からの情報発信などを行うほか、提案の実現に向
けた資金調達についても支援します。
　また、提案の周知や社会的信用度の向上を図るため、市の広報紙や
ホームページなどで情報発信のお手伝いをします。

　町田青年会議所が主催する「まちたからフェス
タ in Machida 2017」では、世界的指揮者の西本
智実氏を招き、玉川大学管弦楽団・イルミナート
フィルハーモニーオーケストラ及び市民合唱団に
よるクラシックコンサートを行います。
　西本氏の指揮のもとで一緒にベートーヴェンの

「第九」を歌う合唱団員を募集しています。詳しく
は、「まちたからフェスタ」専用ホームページをご
覧下さい。
日10月15日（日）
場芹ヶ谷公園
費5000円（学生無料）
問同会議所☎725・75６5（月～金曜日午前10時
～午後4時）

　スポーツ、文化・芸術、教育・生涯学習、健康・福祉、自然・環境、安心・安全、街づ
くりなど、あらゆる分野で提案が実現し、さらに次の世代にも受け継がれる「新
しい価値」や「地域への愛着や誇り」を育みます。

まちたからフェスタ
in Machida 2017

「まちだ○
まる

ごと大作戦」プレイベント 市民
合唱団員
募集！

って何だ?まちだ ごと大作戦 18-20
まる

　「まちだ○
まる

ごと」は、都会と田舎
が共存している町田市の特徴や、
自然・観光・文化・スポーツなど

あらゆる分野にわたって、地域、大学や企業なども
含めたオール町田で取り組んでいくイメージを表
し、「〇」は人と人の輪やつながりの和を表してい
ます。
　また、「大作戦1８-20」には、3年間にわたって
ワクワクしながらみんなで創造的な活動をしてい
く期待感や、チャレンジする意気込みが込められ
ています。

「まちだ○
まる

ごと」？
「大作戦18-２0」？ 
ネーミングの由来って？

「やってみたい」提案

一緒にやる人、
この指と～まれ

➡人と人とがつながり ➡取り組み ➡夢が実現

よろしく
はじめまして

この提案を
カタチにしよう

作戦の最新情報は、
町田市ホームページ
をご覧下さい。

やってみたいことを話そう！ まちだ好きの集い

まちだゴト 検索市HP

好評受付中
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募　集募　集
認 可 保 育 園 等 職 員

　詳細は各保育園へお問い合わせ下
さい。
対有資格者
○なごみ保育園、なごみ第二保育園

（☎７２４・０７５３）＝保育士（常勤）・看
護師（常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８

お知らせお知らせ
８月から高額介護サービス費の制度
が

一 部 改 正 さ れ ま す
　介護費用や保険料が増大する中、
サービスを利用している方と利用し
ていない方との公平性や、応能負担
をお願いする観点から、８月利用分
より、世帯のどなたかが市民税を課
税されている場合の負担の上限が

３万７２００円から４万４４００円になり
ます（いずれも月額）。
　ただし、介護サービスを長期に利
用している方に配慮し、同じ世帯の
すべての６５歳以上の方（サービスを
利用していない方を含む）で本人の
合計所得金額が１６０万円未満などの
場合、利用者負担割合が１割の世帯
は、年間上限額が４４万６４００円（月額
上限額＝３万７２００円相当）となり、
年間を通しての負担額は増えませ
ん。
※３年間の時限措置です。
問介護保険課☎７２４・４３６６
住民主体の地域活動団体型サービス

担い手募集及び説明会
　支援が必要な方へ介護予防に取り
組める場を提供するサービスの担い
手となる団体を募集します。利用者
は要支援の方、サービス事業対象者
を中心に一般の高齢者や子どもなど
です。
対地域住民中心のグループ、ＮＰＯ法
人等
活動例体操、食事会、参加者同士の交
流、趣味の集まり等
提供回数月２回以上
※各基準や補助金等の詳細はお問い
合わせ下さい。

【説明会を開催します】
対地域活動団体型サービスの担い手
となる団体
日①８月２２日㈫午前１０時～正午②８
月３０日㈬午後２時～４時（両日とも
同一内容）
場市民協働おうえんルーム（市庁舎
２階）
定各５０人（申し込み順）
申町田市ホームページで事業内容を
確認のうえ、①８月１５日まで②８月
２３日までに、直接または電話で各高
齢者支援センターの「生活支援コー
ディネーター」へ。

問各基準や補助金等について＝各高
齢者支援センター、事業全般につい
て＝町田市高齢者福祉課☎７２４・
２１４６

測 量 実 施 の お 知 ら せ
　市では、国土調査法に基づく都市
再生地籍調査事業実施に伴い、測量
を行います。
　測量の際に、やむを得ず私有地に
立ち入る場合があります。測量者は
町田市発行の土地立入証を携帯して
いますので、不審な時は証票の提示
をお求め下さい。
　ご理解ご協力をお願いします。
実施期間７月中旬～２０１８年３月下旬
場大蔵町、鶴川四丁目及び小野路町
の各一部
市HP 検索地籍調査事業
問道路管理課☎７２４・１１５５
実施します

境川クリーンアップ作戦
　町田市と相模原市の間を流れる境
川の清掃作業を両市民が協働で行う
ことにより、地域コミュニティの育
成と環境美化・環境保全への意識高
揚を目指しています。
※熱中症対策をして、清掃ができる
服装で、直接会場へおいで下さい。
日７月３０日㈰午前８時～１１時
※集合場所等の詳細は、境川クリー
ンアップ作戦実行委員会事務局（☎
７８５・４３５０）へお問い合わせ下さい。
問下水道総務課☎７２４・４２９０

東京都議会議員選挙　開票結果

２０１８年４月から　学童保育クラブ育成料が変わります

認可保育所等保育料　改定のお知らせ

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１２7

　今年の梅雨は、どうも「空梅雨」に
なり、早くも夏本番のようです。暑い
夏、いつものことながら、熱中症には
お気を付け下さい。
　最近まで毎日のように、夜明け前
から鳴きわたっていたホトトギスの
声も聞こえなくなりました。シジュ
ウカラやエナガ、ムクドリなどの野
鳥たちも、子育ての時期を終えたよ
うで、えさをねだって電線や木にと
まっていた幼鳥も、今では独り立ち
して自力でえさを捕まえています。
　来年、２０１８年、平成３０年は町田市
制６０周年に当たります。いわゆる

「周年行事」はそれぞれの団体や組織
などがそうした節目の年を迎えたこ
とを祝い、今後の発展を期する意味
で多く開催されています。
　市内の小・中学校などでも、開校
５０周年、１００周年といった節目にお
祝いの行事をしています。
　さて、町田市の市制６０周年もひと
つの節目の年ですが、町田市として
は、少しこれを発展的に捉え、翌年の
２０１９年のラグビーワールドカッ
プ、そして２０２０年のオリンピック・
パラリンピックの３ヵ年を、節目の３

ヵ年と捉え、町田市に住んでよかっ
た、町田市に住んでみたい、そんな機
運を盛り上げる３ヵ年にしようと考
えました。
　「まちだ○

まる

ごと大作戦１８－２０」と
名付けて、３年間のシティプロモー
ション活動を展開していきます。今
月の広報まちだ１日号の紙面でもお
知らせしましたが、今月と来月には、
この大作戦に興味がある方や、町田
をもっと楽しくしたい、この機会に
住んでいる地域の魅力を創りたいな
ど、そんな市民に集まってもらう機
会も設けています。
　来年からの３年を、自分たちで楽
しい３年にする、感動や交流の３年を
創る、そんな試みを始めます。

　２０１５年４月から子ども・子育て
支援新制度が開始し、市では、保育
定員の拡充を図るとともに、保育
士のキャリアアップや処遇改善に
取り組んできました。２０１６年１１月
には、外部委員による町田市子ど
も・子育て会議から「町田市保育料
及び育成料のあり方検討報告書」
として、保育の定員を拡充し、質の
高い教育・保育サービスを安定的
に提供するための保育料改定の実
施や、保育サービス間の負担の公
平性を確保することが必要である
ことなどの提言がありました。
　この提言を踏まえて取りまとめ
た「保育料の改正条例」が議会で可

　市では、２０１６年度に「町田市子
ども・子育て会議」へ育成料のあり
方について諮問した結果、同年１１
月１０日に答申をいただきました。
答申を踏まえ、市の考え方をまと
めた結果、２０１８年４月１日から学
童保育クラブ育成料を月額９０００
円に改定します。
　また、答申で提案された「所得の
低い世帯に配慮し、応能負担の考
え方を取り入れた料金設定」や、

「多子世帯への配慮」を取り入れ、
保育料とのバランスにも考慮し
た、新たな減免区分については現
在整備中です。整備され次第、子育
てサイト等でご案内します。
　「町田市子ども・子育て会議」の
検討結果は、町田市ホームページ
でご覧いただけます。
まちだ子育てサイト 検索

問児童青少年課☎７２４・２１８２

決されました。改定後の保育料は、
２０１８年４月から適用されます。

【保育料改定の概要】
（１）２号認定・３号認定の保育料を、
世帯の所得の状況・認定区分・保育
時間に応じて月額１００円～３０００
円の増額とします。

（２）保育標準時間と保育短時間の
料金差を月額最大４０００円としま
す。
※１号認定の保育料は変更ありま
せん。
※支給認定区分は下表をご覧下さ
い。
まちだ子育てサイト 検索

問保育・幼稚園課☎７２４・２１３７

投票率
東京都全体 町田市選挙区

51.28% 54.29%

東京都議会議員選挙（町田市選挙区）開票結果〔定数４〕
順位 候補者名 党派名 得票数（町田市選挙区） 結果
1 おくざわ　高広 都民ファーストの会 55,784 当選
2 こいそ　善彦 公明党 31,893 当選
3 池川　友一 日本共産党 25,528 当選
4 よしわら　修 自由民主党 23,470 当選
5 今村　るか 民進党 21,252
6 市川　勝斗 自由民主党 17,387
7 えびさわ　由紀 日本維新の会 12,824
8 上田　てつじ 幸福実現党 609

　７月２日㈰に東京都議会議員選挙が執行さ
れました。
　投票率及び町田市選挙区の開票結果は各表
のとおりです。
 市HP 検索東京都議会議員選挙

問選挙管理委員会事務局☎７２４・２１６８

子ども・子育て支援新制度の支給認定区分
認定区分 年　齢 教育・保育の必要性 保育時間
1号 3歳以上 教育時間のみ 4時間（教育時間）

2号 3歳以上 保育の必要性有り 8時間（保育短時間）、11時間（保育
標準時間）

3号 3歳未満 保育の必要性有り 8時間（保育短時間）、11時間（保育
標準時間）

町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン 
臨 時 休 館

　８月１４日㈪～１６日㈬は館内清
掃のため、臨時休館します。
問同サロン☎７３６・８２８１、町田市
文化振興課☎７２４・２１８４
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お知らせお知らせ
住宅改修に伴う固定資産税（家屋）の

減 額 制 度
　一定の要件を満たす住宅の改修工
事を行った場合、固定資産税を減額
します。
※工事が完了した日から３か月以内
に申告して下さい。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。

【耐震改修】
対１９８２年１月１日以前に建築された
住宅を、現行の耐震基準に適合させ
るよう改修工事（工事費用が５０万円
を超えるもの）を行ったもの
内１戸当たり床面積１２０㎡相当分を
上限として、固定資産税額の２分の１
を減額
※長期優良住宅の認定を受けて改修

した場合は、３分の２を減額（４月１日～
２０１８年３月３１日の改修工事が対象）
減額期間１月１日～２０１８年３月３１日
に工事が完了した場合＝改修工事完
了の翌年度１年度分（ただし、建築物
の耐震改修の促進に関する法律に規
定する通行障害既存耐震不適格建築
物に該当する場合は翌年度から２年
度分）
※市から補助金が出ている耐震工事
を行っていても、「簡易耐震工事」の
場合は改修工事に必要な要件・基準
を満たさないため、軽減措置の対象
外です。

【バリアフリー改修】
対新築された日から１０年以上を経
過した住宅（賃貸住宅を除く）で、一
定の要件を満たすバリアフリー改修
工事（補助金等を除く工事費用が
５０万円を超えるもの）を行ったもの
内１戸当たり床面積１００㎡相当分を
上限として、固定資産税額の３分の１

を減額
減額期間２０１８年３月３１日までに工
事が完了した場合＝改修工事完了の
翌年度１年度分

【省エネ改修】
対２００８年１月１日以前に建築された
住宅（賃貸住宅を除く）で、一定の要
件を満たす省エネ改修工事（窓の断
熱改修工事必須、補助金等を除く工
事費用が５０万円を超えるもの）を行
ったもの
内１戸当たり床面積１２０㎡相当分を
上限として、固定資産税額の３分の１
を減額
※長期優良住宅の認定を受けて改修
した場合は、３分の２を減額（４月１日
～２０１８年３月３１日の改修工事が対
象）
減額期間２０１８年３月３１日までに工
事が完了した場合＝改修工事完了の
翌年度１年度分
※バリアフリー改修及び省エネ改修

に伴う減額は、各々の申告により同
時に適用されますが、耐震改修を行
った住宅に係る減額制度と同時には
適用されません。
問資産税課☎７２４・２１１８

福 祉 の し ご と 
相 談 ・ 面 接 会
　市内の障がい者・高齢者・児童施設
の合同就職相談・面接会を開催しま
す。現在求人募集中の事業所の担当
者と話しができます。
対福祉の仕事に就きたい方等
日８月５日㈯正午～午後４時
※当日はガイダンス（正午、午後１
時、２時のいずれか）への出席が必要
です。
場町田市民フォーラム
申電話で（社福）町田市社会福祉協議
会（☎７２２・４８９８）へ。
問障がい福祉課☎７２４・２１４７

会　計 予算現額(a) 収入済額(b) 収入率（b/a） 差引額（b-c）支出済額(c) 執行率（c/a）

一 般 会 計 1493億1690万円 1453億9521万円 97.4％ 46億1966万円1407億7556万円 94.3％

特
別
会
計

国民健康保険 
事 業 会 計 510億8920万円 512億2334万円 100.3％ 15億4574万円496億7760万円 97.2％

下水道事業会計 120億8383万円 111億    87万円 91.9％ 2億  421万円108億9666万円 90.2％
介 護 保 険 
事 業 会 計 302億8582万円 304億1741万円 100.4％ 9億7333万円294億4408万円 97.2％
後期高齢者医
療 事 業 会 計 100億3178万円 100億5038万円 100.2％ 7462万円99億7577万円 99.4％

小 計 1034億9064万円 1027億9201万円 99.3％ 27億9790万円999億9410万円 96.6％

合 計 2528億  754万円 2481億8722万円 98.2％ 74億1755万円2407億6966万円 95.2％
※金額は2017年4月1日〜5月31日の出納整理期間を含んでいます。 

一般会計・特別会計予算の執行状況

　市には、公共施設を整備するために国や銀行などから借りた長期のローン
（市債）があります。
　施設整備の資金を、その年度だけで支払うとすると、他の事業ができなくな
ります。そこで、施設などは長期に利用できるので、整備した時の市民だけでな
く、将来利用する市民にもその費用を公平に負担してもらうようにしています。
　ただし、借金であることに変わりはないため、借り入れには十分気を付けて
います。　

会    計 2016年度末元金現在高 （参考）2016年度末元金現在高
に対する利子の支払い見込額

一 般 会 計 743億6050万円 42億4386万円
下水道事業会計 481億1240万円 85億1281万円
病 院 事 業 会 計 126億2499万円 23億3562万円
合 計 1350億9788万円 150億9229万円

※利子の支払い見込額は、今後支払いが予定されている額です。

ローン（市債）の状況

　２０１６年度の市民病院の利用状況は、入院患者数が対前年度比６．３％減、外来
患者数が対前年度比３．４％減となり、料金収益では１．３％前年度を上回りました。
　なお、純損失は３億３６８４万円で、当年度未処理欠損金は３４億２５２７万円と
なりました。

利用状況と料金収益（税抜）
患者数 料金収益

入 院 13万2207人 75億8290万円
外 来 29万9773人 35億3243万円

収入・支出の状況（税込）
収益的収支

（主に病院経営に伴うもの）
資本的収支

（建設投資などに伴うもの）
収入額 133億3724万円 6億8581万円
支出額 136億6843万円 13億5980万円

企業会計【病院事業会計】の状況

　市では、集会施設・学校・市庁舎などの建物や、これら施設の敷地となってい
る土地、取得価格１００万円以上の物品、有価証券、債権などの財産を所有して
います。

財産の種類 2016年度末現在高
土地（公園、学校など） 704万8075.89㎡
建物（学校、下水処理施設など） 93万8788.83㎡
物権（地役権、地上権） 1263.59㎡
無体財産権（著作権、商標権など） 78件
有価証券（株券） 2660万円
出資金 25億6618万円
物品（美術品、学校備品など） ※取得価格100万円以上 1611点
債権（貸付金、和解金など） 7464万円
基金 183億3955万円

市有財産の状況

市民1人
当たりの

一般会計支出額
32万8061円 医療・生活支援のため

17万6170円
医療・生活支援のため
17万6170円

市政運営のため
4万2694円

市政運営のため
4万2694円

教育のため 2万6403円教育のため 2万6403円

保健衛生・環境のため
2万7504円

保健衛生・環境のため
2万7504円

道路・公園等整備のため
2万3910円

道路・公園等整備のため
2万3910円

市債の返済のため 1万4590円市債の返済のため 1万4590円
消防･防災のため 1万2428円消防･防災のため 1万2428円 その他 4362円

（議会、産業振興などのため）
その他 4362円

（議会、産業振興などのため）
　医療・生活支援、教育の充実、ごみの収集や再資源化、道路・下水道・公園等の整
備、防災など市が行うさまざまな市民サービスは、皆さんに納めていただいた税金
を使って行われています。２０１６年度の市税収入額と一般会計支出額をそれぞれ
人口で割って、市民１人当たりの市税負担額と一般会計支出額を計算しました。
※人口：４２万９１１４人（２０１７年４月１日現在）

市民１人当たりの市税負担額　16万77円

市民１人当たりの一般会計支出額　32万8061円

市民１人当たりの市税負担額と一般会計支出額

町田市の財政状況
※�金額は、表示単位未満を四捨五入しています。
※�四捨五入による端数調整を行っているため、合計値等と合致しない場合があります。

　市では毎年2回（7月、１2月）、財政状況を公表しています。今回は、
20１6年度（20１6年4月１日～20１7年３月３１日）の財政状況をお知ら
せします。なお、決算状況の詳細は今後、本紙でお知らせします。

問 財政課 ☎７２４・２１４９
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お知らせお知らせ
貸し出します
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）

　ＡＥＤは、突然の心室細動（重症不
整脈の一種）の際、できるだけ早期に
使用することで救命の確率を高める
ことができる医療機器です。
対市民が参加するスポーツ競技等の
行事を開催する町内会・自治会、その
他市内で活動する団体
貸出期間最長で貸出日を含む１週間

（６泊７日）
※催し期間中、一定の有資格者（ＡＥ
Ｄの操作を含む普通救命講習会等の
修了者、医師、看護師、保健師、救急救
命士のいずれか）を配置しているこ
とが条件です（原則としてＡＥＤの設
置施設で開催する場合は貸し出し不
可）。
申貸出希望期間２か月前～７日前に、
貸出申込書（保健総務課〔市庁舎７
階〕で配布、町田市ホームページでダ
ウンロードも可）と有資格者の資格

証の写しを、直接または郵送で保健
総務課へ。
※貸出期間の予約は、電話で受け付
けています。
※ＡＥＤの受け渡しは、保健総務課と
各市民センターで行っていますの
で、申し込み時に希望受け渡し場所
をお伝え下さい。
問保健総務課☎７２２・６７２８
空家対策の推進に向けた取り組み
マッチング事業を開始しました

　市では、空家対策を推進するため
に、一戸建ての空家を地域活性化施
設として利用したい方と空家の所有
者とをつなぎ合わせる、マッチング
事業を開始しました。
【空家利活用促進事業補助金】
　空家利活用のマッチングのうち、
一定の要件を満たす空家を地域活性
化施設として改修しようとする場合
に、当該空家を改修するために要す
る費用の一部を助成します。
補助額補助対象経費の２分の１の額
とし、１００万円（集会所を有していな
い町内会・自治会が集会施設として

改修する場合は５００万円）を限度と
する。
※詳細は、町田市ホームページをご
確認いただくか、お問い合わせ下さ
い。
問住宅課☎７２４・４２６９
夏号を発行しました！～講座・イベ
ント情報誌
生涯学習ＮＡＶＩ　好き！学び！

　市内や近隣で７～９月に催される
講座・イベント等の情報を掲載して

います。「みんなの学ビバ！！」では、
学びの機会などを紹介しています。
　また、「講座・イベント体験レポー
ト」では、市民編集委員が実際に講座
等に参加し、その様子を紹介してい
ます。
配布場所市庁舎、各市民センター、各
市立図書館等
※町田市ホームページでもご覧いた
だけます。
市HP 検索生涯学習ＮＡＶＩ
問生涯学習センター☎７２８・００７１

市内のブルーベリー農園に
摘み取りに出かけませんか

募集します
町田市立図書館ホームページ内のバナー広告

国民健康保険制度のお知らせ

申請期限は８月１４日まで
臨時福祉給付金（経済対策分）

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
町田市環境マネジ
メントシステム外
部評価委員会

7月27日 ㈭ 午
後6時30分~8
時30分

市 庁 舎2階
会議室2-2

10人
（申し込み順）

7月26日午後5時までに電話で
環境政策課（☎724・4386）へ

町田市認知症施策
推進協議会

7月31日 ㈪ 午
後6時30分~8
時30分

市 庁 舎2階
会議室2-1

5人
（申し込み順）

7月27日午後5時までに電話で
高齢者福祉課（☎724・2140）
へ

町田市教育委員会
定例会

8月4日㈮午前
10時から

市庁舎10階
会 議 室10-
2~5

会議当日に教育総務課（市庁舎
10階、☎724・2172）へ（午前9
時30分から受け付け）

町田市環境審議会
8月4日㈮午後
6時30分~8時
30分

市 庁 舎2階
会議室2-2

10人
（申し込み順）

8月3日午後5時までに電話で
環境政策課（☎724・4386）へ

町田市教育委員会
臨時会

8月21日 ㈪ 午
後2時から

市 庁 舎3階
会 議 室3-1
~3

会議当日に3階会議室前へ（午
後1時30分から受け付け）問教
育総務課☎724・2172

　町田市立図書館ホームページに
掲載するバナー広告を募集します。
現在、同館ホームページの訪問者
数は月平均９万５０００件以上です。
対ウェブサイトを有する事業主
期間３か月
募集枠数トップページ下の５枠

（縦５０ピクセル×横１８９ピクセ

　期間、営業時間、料金等は農園ご
とに異なりますので、各農園へお
問い合わせ下さい。

ル）、申し込み順
費１枠３万円
申必要書類（同館ホームページで
ダウンロード）に記入し、直接また
は郵送で中央図書館４階カウンタ
ーへ。
町田市立図書館 検索

問中央図書館☎７２８・８２２０

市HP 検索ブルーベリー農園
問農業振興課☎７２４・２１６６

農園名 所在地 問い合わせ・予約先
①相原ブルーベリー農園 相原2052 ☎080・5088・7588

②町田里山ベリー園（食べ放題） 上小山田町2663 ☎797・3246

③小山田ブルーベリー園 下小山田町1014 ☎719・5486

④浅沼ブルーベリー農園 木曽西5-14 ☎080・1149・9630（予約不要）

⑤小野路ブルーベリー園 小野路町1014 ☎090・8302・2209

⑥南町田ブルーベリー園 鶴間5-12-38 ☎090・9645・5511

⑦友井ブルーベリーガーデン 小川6-12-1 ☎090・4526・2435

⑧B factory（ビーファクトリー） 山崎町1719-4 ☎050・7121・1736
※④以外の各農園は予約が必要です。
※①～③、⑥の農園はホームページがあります。

　対象者１人につき１万５０００円
（１回限り）を支給する臨時福祉給
付金（経済対策分）の対象と思われ
る方に申請書を送付しています。
申請期限は８月１４日㈪までです。
期限までに申請がない場合、申請
を辞退したとみなされ、支給され
ません。まだ申請がお済みでない
方はお早めに申請して下さい。
※疾病や身体の障がい等で申請書
の記入やポストへの投函が困難な

問町田市役所臨時福祉給付金専用コールセンター☎０５７０
・０２０・０９２（携帯電話からかける場合＝☎０4２・７１０・
８５１０）、町田市福祉総務課☎７２4・44３１

方はご相談下さい。
対平成２８年１月１日時点で町田市
に住民票があり、平成２８年度の市
民税が課税されていない方
※ただし、市民税が課税されてい
る方の扶養親族等、生活保護等の
受給者は対象外です。
※平成２８年度の市民税は、平成
２７年１月１日～１２月３１日の所得
から計算されます。
市HP 検索臨時福祉給付金　経済対策分

【２０１８年度から国民健康保険制
度が変わります】
　「持続可能な医療保険制度を構
築するための国民健康保険法等の
一部を改正する法律」の成立によ
り、２０１８年度から国民健康保険
の財政運営の責任主体が、市町村
から都道府県に変わります。
　東京都は、財政運営の責任主体
として、安定的な財政運営や効率
的な事業運営に中心的な役割を担
うことで制度の安定化を目指しま
す。市では、被保険者証（保険証）の
発行や保険給付の決定など、国民
健康保険加入者の皆さんに身近な
業務を引き続き行います。
　制度の詳細は、今後、政省令等の
改正により決定します。市は、改正
の動向を注視し、適切に対応して
いきます。詳細が決定次第、今後の
本紙等でお知らせします。
【国民健康保険限度額適用認定証
は再申請が必要です】
　国民健康保険に加入している
７５歳未満の方で、入院時等に医療
費の負担が少なくなる「国民健康
保険限度額適用認定証」または「国
民健康保険限度額適用・標準負担

問保険年金課事業管理係☎７２4・4０２７（制度改正について）、保険給付係
☎７２4・２１３０（国民健康保険加入の方）、高齢者医療係☎７２4・２１44（後
期高齢者医療制度加入の方）

額減額認定証」をお持ちの方は、７
月３１日が有効期限です。
　８月からは、２０１７年度住民税課
税状況により、改めて所得区分を
判定します（２０１７年度の住民税
を未申告の方は、申告後に申請し
て下さい）。今後、入院等で医療費
が高額になる可能性がある方や、
高額な外来診療を受ける予定のあ
る方は、再申請して下さい。
対次のいずれかに該当する方　①
国民健康保険税に未納がない７０
歳未満である②７０歳以上７５歳未
満で２０１７年度住民税非課税世帯
である
申事前に電話でお問い合わせのう
え、国民健康保険証を持参し、直接
保険年金課保険給付係（市庁舎１
階）へ。
※郵送希望の方はご相談下さい。
※市民センター等では交付できま
せん。
【７０歳からの高額療養費の自己負
担限度額が変わります】
　８月診療分から、７０歳以上の方
の自己負担限度額（月額）が下表の
とおり変更されます（赤字が変更
部分）。

自己負担限度額（月額）
所得区分 外来（個人単位） 外来+入院（世帯単位）
一定以上
所得者 5万7600円 8万100円+（医療費10割-26万7000円）×1％

〔4万4400円〕※2

一　般 1万4000円
（年間14万4000円）※1

5万7600円
〔4万4400円〕※2

低所得Ⅱ 8000円 2万4600円
低所得Ⅰ 8000円 1万5000円
※1　1年間（8月～翌年7月）の自己負担額の合計額に対する上限です。
※2　診療月を含む過去12か月で、4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の
自己負担限度額です。
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お知らせお知らせ
地球環境保全ポスター展
作 品 募 集
　環境問題に対する思いを表したポ
スター作品を募集します（応募者全
員に参加賞有り）。
※入賞作品は、１０月２３日～２７日に
市民協働おうえんルーム（市庁舎２
階）で展示します。
対市内在住、在学の小・中学生
申縦３５㎝×横４０㎝の画用紙横書き
（表面の下２㎝内に、学校名・学年・氏
名を明記）を９月６日まで（必着）に郵
送で東京町田東ロータリークラブ事
務局（〒１９４－００１３、原町田４－１６
－２１、キムラヤビル２階、☎７２０・
５６３３）へ。
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１
町田エコフェスタ２０１７
出 展（ 店 ）者 募 集
　１０月１日㈰に開催予定の同フェス
タの出展（店）者を募集します。
【フリーマーケット・団体バザー】
対市内在住の方（業者を除く）
費フリーマーケット＝１０００円、団
体バザー＝２０００円
【ＰＲコーナー】
　エコロジーの取り組みを紹介・展
示する場です。
対市内の団体・企業、市内在住、在勤、
在学の方

◇

場市庁舎

申申込用紙に必要事項を記入し、団
体バザーは団体規約、活動内容等の
書類を添付し、８月５日まで（必着）に
直接、郵送またはＦＡＸで町田エコフ
ェスタ実行委員会事務局（〒１９４－
００３６、木曽東２－１－１、境川クリー
ンセンター内、〔一財〕まちだエコラ
イフ推進公社、☎７９７・９６１７返７９７
・９８８１）へ。後日説明会のご案内を
お送りします（説明会に欠席の場合
は、申込無効）。
※申込用紙は、同実行委員会事務局
で配布しています。郵送希望の方は
封書で、出展（店）区分を明記し、８２
円切手を貼った返信用封筒を同封の
うえ、お送り下さい。また、出展（店）
要項・申込用紙は町田市ホームペー
ジでもダウンロードできます。
※申込多数の場合は、抽選です（ＰＲ
コーナーの出展内容が重複する場合
等は、同実行委員会で調整も有り）。
問資源循環課☎７９７・２７３２
町田市民文学館
無償配布しています

【「瀬田貞二の業績」研究と児童文学
講座講演録「瀬田貞二の業績」】
　町田市民文学館で２年間活動した
市民研究員による研究成果「『瀬田貞
二の業績』研究」（Ａ４判・９７ページ）
と、その活動の一環として行った児
童文学連続講座講演録「瀬田貞二の
業績　子どもの本の夜明け」（講師・
斎藤惇夫氏、中村柾子氏）（Ａ４判・８３
ページ）を、同館で配布しています
（１人１部ずつ）。
問同館☎７３９・３４２０　

催し・講座催し・講座
生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催～３水スマイルラウンジ
鶴 川 の 人 物 列 伝

【小島家をめぐる人々２　幕末に活
躍した旗本山口三家】
　伏見奉行を務め、五千石を賜

たまわ

り三
家に分かれた旗本山口家を通して、
幕末から明治初期にかけての、町田
を舞台とした躍動の時代を紹介しま
す。
対市内在住、在勤、在学の方
日７月１９日㈬午後１時～２時
場和光大学ポプリホール鶴川１階交
流スペース
講小島資料館館長・小島政孝氏
定１５人（先着順）
問生涯学習センター☎７２８・００７１
市民活動団体パワーアップ講座
ファシリテーター養成講座

【モヤモヤ会議をスッキリ会議に～
話し合いをパワーアップしよう！】
　団体・個人が「組織力」や「情報発信
力」等を向上させる方法を学びます。
多くの人から共感を得られる団体運
営の方法や、その支援者になるため
のノウハウを学び、今後の市民活動
につなげていきます。
日８月９日㈬午後６時３０分～８時
場市庁舎
内効率的・効果的に会議を進めてい
く手法を学び、組織力をアップする
講（特）市民プロデュース理事長・平

田隆之氏
定３０人（申し込み順）
申８月４日までに電話で市民協働推
進課（☎７２４・４３６２）へ。

町 田 市 民 文 学 館
【①紙芝居上演会～紙芝居・大人の時
間】
　大人のための紙芝居です。
※今回は保育はありません。
日８月４日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
内「セロひきのゴーシュ」（原作／宮
沢賢治、脚本／堀尾青史、画／池田仙
三郎）、「トビウオのぼうやはびょう
きです」（作／いぬいとみこ、画／津
田櫓冬）　他（予定）
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」　
【②ことばらんどでたからさがし！
中垣ゆたか展関連イベント～絵本が
できるまで　編集者さんとの二人三
脚】
　絵本作家の中垣ゆたか氏と、その
才能をいち早く発掘した㈱偕成社編
集部の秋重羊氏によるトークショー
です。
日８月２０日㈰午後２時～３時３０分
定８０人（申し込み順）

◇
場同館２階大会議室
申①直接会場へ②７月２０日正午から
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６
コード１７０７２０Ｃ）へ（申し込みは３
人まで）。
問同館☎７３９・３４２０

ええ、払戻額が2万4505円ありますが 、
すでに手続きの期限が過ぎています。今日まで
なら、携帯電話とキャッシュカードを持って、 

ATMに行ってもらえれば還付
できます。着いたら操作方法を
教えますので、  お電話をいた

だけますか？？

わかりました。
着いたら電話すれば
いいんですね？

えっ！
還付金じゃなく、
99万5000円も
振り込んでる！！

出てきた
明細書を
見ると・・・

明 細 書

町田市役所の
○○ですが
医療費の
還付金が
あります。

還付金？？

今、ATM の前に
着きました。 

わかりました。
それでは、還付
金を入金します
ので、指示通り
に操作して下
さい。

4

1 2

3

AＴＭではお金は戻りません！還付金詐欺にご注意を！！
　市内で今年発生している振り込め詐欺等の特殊
詐欺の被害は６月末現在で、被害件数５７件（昨年同
月比＋３4件）、被害総額は１億円超（昨年同月比＋
約３６００万円）と、町田市は都内でも非常に被害の
多い地域となっています。

なかでも還付金詐欺が急増中！

　市役所や社会保険事務所、税務署、国税庁などの
関係機関の職員などを名乗り、「税金を還付しま
す」「医療費の還付金があります」「年金の未払い分

を還付します」などと称してＡＴＭコーナーに誘導
し、携帯電話を使ってＡＴＭを操作させ、現金を振
り込ませる還付金詐欺が急増しています（６月末
現在で、被害件数１９件〔昨年同月比＋１７件〕）。

被害にあわないためのポイント

・市役所や社会保険事務所等の職員が、還付金の
手続きのために、ＡＴＭの操作をお願いすることは
ありません。
・ＡＴＭを操作しても、還付金の手続きはできませ

ん！そのためお金が返ってくることもありませ
ん。
・在宅中も留守番電話に設定し、相手を確認し
てから電話に出ましょう。

　「キャッシュカードと携帯電話を持って」そし
て「ＡＴＭに行って下さい」と言われたら、詐欺と
思って間違いありません。不審な電話がかかっ
てきたら、すぐに１１０番通報するか、町田警察署
（☎７２２・０１１０）、南大沢警察署（☎０４２・６５３・
０１１０）に連絡して下さい。

問市民生活安全課
☎724・400３

市役所の職員である
こと、お金が戻るこ
とをアピールし、皆
さんを騙して誤った
認識を持たせ、安心
させます。

携帯電話を使って相手
の指示に従ってATM
を操作させられます。
言葉巧みに相手の口座
にお金を振り込む操作
をさせられてしまいま
す。

期限が過ぎている、今
日までなら大丈夫と
慌てさせて、冷静さを
失わせます。

還付金を受け取るた
めに、ATMを操作す
ることはありません。
しかし還付金詐欺で
は、お金を振り込ませ
るためにATMへ誘導
します。
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■問納税課　724・21217月は、「固定資産税・都市計画税」の納付月です ☎☎納付はお済みですか？

催し・講座催し・講座
ゆうゆう版画美術館まつり～チャリ
ティ・アートバザール２０１７
出 展 者 募 集
　作品を創る人と鑑賞する人との交
流の輪を広げましょう。
対作品を自分たちで管理、販売でき
る団体・グループ（仕入商品の販売や
個人での出展は不可）
日１０月７日㈯、８日㈰、午前１０時～午
後４時３０分（８日は午後４時まで）
場国際版画美術館前庭
内絵画、版画、手工芸、陶芸品、ガラス
などの美術作品の販売
費１団体・１ブース３０００円（出展料）
※売上の１０％を（社福）町田市社会
福祉協議会に寄付していただきます。
申所定の申込書（国際版画美術館に
有り、同館ホームページでダウンロー
ドも可）に必要事項を記入し、８月８日
まで（必着）に郵送またはＦＡＸで「ゆう
ゆう版画美術館まつり」運営委員会
事務局（〒１９４－００１３、原町田４－２８
－１、☎返７２６・３０５１、電話受付時間＝
火・金曜日の午前１０時～正午）へ。
※応募多数の場合は抽選です。
問同館☎７２６・２８８９
さがまちカレッジ
講 座 受 講 者 募 集
　詳細は、講座案内チラシ（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）をご覧下さい（さがま
ちコンソーシアムホームページでダ
ウンロードも可）。
【①感じて描いてリラックス－クリ
ニカルアート－】
　オイルパステルや墨を使って、季
節の野菜などをさまざまな技法で描
きます。
日８月２７日㈰、９月２日㈯、１０日㈰、
いずれも午前１０時～正午、全３回
講町田・デザイン専門学校イラスト
レーション科講師　三宅和歌子氏
定１５人（抽選）
費４０００円（教材費含む）
【②大人の食育～アンチエイジング
のための料理教室】
　減塩やダイエットなどのテーマに
沿って、健康になる食生活の知識と
料理のコツについて調理実習を交え
て学びます。
日８月３１日、９月７日、１４日、いずれ
も木曜日午後１時～４時、全３回（１回
のみの参加も可）
講相模女子大学非常勤講師・西村か
おる氏、管理栄養士・関根江美子氏
定各２０人（全回参加者を優先のう
え、抽選）
費５７００円（材料費含む）
※１回のみの参加の場合は２０００円
です。
【③研ぎ出し蒔

まき

絵
え

に挑戦】
　漆に対する理解を深めるととも
に、日本独自の技法を体験します。

対１８歳以上の方
日９月４日、１１日、２５日、１０月２日、
１６日、いずれも月曜日午後２時～４
時、全５回（作業の進行状況により、
終了時間が１時間程度遅くなる場合
も有り）
講東京造形大学造形学部造形基礎科
目部会教授・田窪麻周氏
定２０人（抽選）
費１万２５００円（材料費含む）

◇
場①②町田市生涯学習センター③東
京造形大学（八王子市）
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、いずれも８月３日まで（必
着）に、郵送またはＦＡＸでさがまち
コンソーシアム事務局へ（同コンソ

ーシアムホームページで申し込みも
可）。
※申込締切日までに定員に達しない
場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１

そらまめの会（多胎児の会）
　母子健康手帳をお持ち下さい。
対双子・三つ子等の多胎児を育てて
いる方、出産予定の方やその家族
日７月２６日㈬午前１０時～１１時（受
け付け＝午前９時３０分～１０時）
場健康福祉会館
内保護者同士の交流、情報交換、手遊
び等
問保健予防課☎７２５・５１２７

銀河連邦建国３０周年記念イベント� �
「銀河連邦こどもワールドサミット」

宇宙を感じる！展示・体験ゾーン

川相監督率いる読売ジャイアンツ３軍が町田市で練習

世界ベンチプレス選手権大会で優勝　市内在住の酒巻知子さ　
　ん

緑のカーテンの写真を募集します

　読売ジャイアンツ３軍が小野路球
場を使用して練習をします。普段見
ることのできないプロ野球選手の練
習を、見学してみてはいかがでしょ
う！
　８月２日の練習終了後には、選手に
よるサイン会を行います。
※サイン会の詳細は町田市ホームペ
ージをご覧下さい。
【８月の練習日】
日８月２日㈬、９日㈬、３１日㈭、いずれ
も午前９時３０分～午後３時
※駐車場に限りがありますので、公

共交通機関をご利用下さい。
※安全確保のため入場制限を行う場
合があります。
※悪天候による練習の有無や９月以
降の練習日については、読売巨人軍
ホームページをご覧いただくか、小
野路公園管理事務所（☎７３７・
３４２０）へお
問い合わせ下
さい。
問スポーツ振
興課☎７２４・
４０３６

　市では、節電意識の啓発を目的に、
快適に夏を過ごせるようゴーヤなど
のつる性植物を窓辺に伝わせた緑の
カーテンの普及を進めています。
　５月には、ゴーヤの苗の配布イベ
ントを行いました。今回は、市民の皆
さんから緑のカーテンの写真を募集
します。お寄せいただいた写真の一

部は、町田市ホームページ等に掲載
させていただきます（お住まいの町
名と氏名のイニシャルも掲載）。緑の
カーテンの成長記録写真も歓迎です。
対市内在住の方
申住所・氏名を明記し、写真（フィル
ム写真の場合はＬ～２Ｌ判にプリン
ト）を添付のうえ、郵送またはＥメー
ルで１０月３１日まで（消印有効）に環
境・自然共生課「緑のカーテン写真募
集」（〒１９４－８５２０、森野２－２－
２２、遍ｍｃｉｔｙ３０６０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．
ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
※写真のデータ容量は、３メガバイ
ト以下にして下さい。
※応募写真は返却しません。
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

　５月２２日～２７日にリトアニア・カ
ウナスで開催された「世界ベンチプ
レス選手権大会」に、市内在住の酒巻
知子さんが出場し、マスターズ２・女
子５７㎏のカテゴリーで優勝しまし
た。また、年代別最優秀選手賞「ベス
トリフター」も同時に受賞し、その報
告のため、市役所を訪れました。

　大会について酒巻さんは、「今大会
で１０回目の出場となり、優勝するこ
とを目標に大会へ臨みました。自己
記録の更新となる１２４．５㎏には届き
ませんでしたが、優勝という結果を
得ることができました。最優秀選手
賞をいただけるとは思わなかったの
で、嬉しいです」と大会の感想を話さ
れました。また、ベンチプレス競技に
ついて、「競技人口が増え、選手層が
厚くなり、将来オリンピック種目と
なることが願いです」と語られまし
た。
　今後の目標については、「５０代ま
で競技を続けたい」と話されました。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

リオ五輪出場！東京２０２０オリンピックでの活躍にも期待！
サクラセブンズ（７人制ラグビー女子日本代表）

が強化キャンプを行います
　昨年行われたリオデジャネイロオリ
ンピックに出場した７人制ラグビー女
子日本代表（通称＝サクラセブンズ）が
町田市で強化キャンプを行います。皆
さんの熱い応援をお願いします！
【日本代表選手の練習を見学できます】
　公開練習の時間等詳細は、（公財）日
本ラグビーフットボール協会ホームペ
ージをご覧下さい。
日７月２２日㈯～２３日㈰
場市立陸上競技場
【ラグビー体験会】
　日本代表選手からラグビーを教わる
ことができます。
対市内在住、在学の小学生
日７月２２日㈯午前９時３０分～１０時１５分

場市立陸上競技場
定２５人（申し込み順）
費３００円
申７月１９日までにイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６コード１７０７１２
Ａ）へ。

◇
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

©EXPJ,Ltd/TAIYO KIKAKU co., 
Ltd./SARAI Inc.

　直径約５ｍのミニドームシアターを
設置し、全天周映画「山崎直子宇宙飛行
士のスペース・アカデミー」を上映する
ほか、パネルによる山崎直子さんの宇
宙での活動紹介、ミニロボットアーム
やラジコンローバーの操作など、宇宙
を感じることができる展示・体験イベ
ントを実施します。
　ご希望の方は、直接会場へおいで下
さい。
日８月６日㈰午前１０時～午後６時（入退
場自由）
場杜のホールはしもと８階　多目的室
・ホワイエ
問相模原市シティセールス・親善交流
課☎７０７・７０４５

©JRFU

となりの
まちから
相模原市
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7月1日～31日「停電でも消えない街路灯“消えないまちだ君”」 町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索

催し・講座催し・講座
か ら だ 測 定 会

【お子さん連れ大歓迎！測って、知っ
てきれいを目指す！からだ測定会】
対市内在住の６４歳以下の女性
日７月２０日㈭①午前９時４５分～１１
時１５分（受け付けは午前１０時まで）
②午前１１時１０分～正午（受け付け
は午前１１時４０分まで、②はお子さ
ん連れの方優先）
場忠生市民センター２階ホール
内①血管年齢測定、体重体組成（から
だ年齢）測定、しこりチェッカー（乳
がん自己触診用）、保健師・栄養士講
話、個別相談（希望者のみ）②測定（講
話、相談はありません）
問保健予防課☎７２２・７９９６

食 育 ツ ー リ ズ ム
　食への関心を高め、食に対する感
謝の心を育むことを目的に、農業と
商業が協働して「食育ツーリズム」を
実施します。
対市内在住の３歳～中学生とその保
護者（親子参加必須）
日８月１１日㈷午前９時～午後２時、集
合・解散は市庁舎前（小雨実施）
内図師町の農園で夏野菜を収穫、忠
生市民センターで洋食「航

こ

旅
りょう

莉
り

屋
や

」
のシェフによる採れたて夏野菜を使
った調理体験
定２５人（申し込み順）
費１６００円（収穫体験代、食材費、保
険料）
申７月２０日正午～８月１日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）へ。
問保健予防課☎７２２・７９９６
夏休み親子でワクワク
鶴見川探検バスツアー

【鶴見川流域の見所をまるごと体験】
　市民・市民団体・企業・行政の連携
による鶴見川流域水マスタープラン
の取り組みを体験します。
※鶴見川流域水協議会（国土交通省
関東地方整備局・東京都・神奈川県・
横浜・川崎・町田・稲城市）の主催で
す。
対小学３年生以上の親子

日８月９日㈬午前９時～午後３時３０
分、集合は午前８時４５分にＪＲ横浜線
淵野辺駅南口、解散はＪＲ横浜線新横
浜駅（荒天時は翌日に順延）
見学地鶴見川源流保水の森～恩廻公
園調節池～鶴見川多目的遊水地
内鶴見川源流保水の森、調節池など
の治水施設の見学、鶴見川の生物調
査（魚捕り）体験等
定４５人（鶴見川流域在住、在勤の方
優先のうえ、抽選）
持ち物昼食、飲み物、水に濡れても良
い靴（指先が守れるもの）、雨具等
※歩きやすい靴と服装でおいで下さ
い。
申住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
ＦＡＸ番号・年齢と参加者全員の氏名

（ふりがな）・年齢を明記し、７月２０日
午後５時までにＦＡＸまたはＥメール
で、鶴見川流域水協議会申込窓口ア
ジア航測㈱（返０４４・９６５・００３２遍
ｍｉｚｕｍａｓｕ．ｔｓｕｒｕｍｉ＠ａｊｉｋｏ．ｃｏ．ｊｐ）
へ。
問同協議会申込窓口アジア航測㈱☎
０４４・９６７・６３２０（受付時間＝月～
金曜日の午前１０時～午後５時〔祝休
日を除く〕）、町田市下水道総務課☎
７２４・４２９０
「町田市わたしの便利帳」
広 告 を 募 集 し ま す

　市の業務案内などを掲載する「タ
ウンページ別冊版・町田市わたしの
便利帳」を、２０１８年１月に全戸配布
します。このたび本誌に掲載する広
告を募集します。
※広告掲載依頼の営業に、趣意書を
携えた業者が企業等を訪問する場合
があります。
広告サイズＡ４全面、Ａ４の１／２、Ａ４
の１／４、Ａ４の１／８
※詳細及び申し込みは、ＮＴＴタウン
ページ（株）（錆０１２０・２１５・０５９）へ
お問い合わせ下さい。
問広報課☎７２４・２１０１
新規就農者～町田のＮＥＷファーマ
ーズの
農産物を直売します

　市が、遊休農地を仲介・賃借する町
田市農地利用集積円滑化事業で、新
たに農業経営を始めた「新規就農者」

が農産物の直売を行います。
日７月３１日㈪午前１０時～午後１時

（売り切れ次第終了）
場市庁舎前
問農業振興課☎７２４・２１６６
市立博物館・黄金の地と南の海から
～東南アジア陶磁の名品
関 連 催 事

　いずれも直接会場へおいで下さい。
※①②は、別途入館料が必要です。
【①講演会～日本出土の東南アジア
陶磁】
日８月２６日㈯午後２時～３時３０分
講日本考古学協会会員・鈴木裕子氏
定６０人（先着順）
【②スライド・レクチャー～行ってみ
たくなる東南アジアの風土と歴史、
旅と焼きもの】
　同館学芸員が紹介します。
日・内ベトナム編＝７月２３日㈰、クメ
ール（カンボジア）編＝８月５日㈯、タ
イ編＝８月１９日㈯、ミャンマー編＝
９月２日㈯、いずれも午後２時～２時
４０分
定各６０人（先着順）

【③編み細工の馬を作ろう！】
　お盆の時期である旧暦の七夕（今
年は８月２８日）に、先祖の霊や田の神
様の乗り物として作られていた「七
夕馬（カヤカヤ馬）」を作ります。今回
は手芸用クラフトテープを使います。
日８月２７日㈰、午前１１時～１１時４０
分、午後２時～２時４０分
定各１５人（先着順）
【④シンポジウム～ガラスを彫る】
　ガラスの装飾技法に対する理解を
深めることを目的としたシンポジウ
ムです。作家が自己と作品をテーマ
に実演を交えて発表した後、パネル
ディスカッションをします。
※日本ガラス工芸学会と共催です。
日８月２０日㈰午後１時～４時
講江戸切子職人・大場和十志氏、グラ
ヴィール作家・花岡和夫氏、グラヴィ
ール作家・後閑博明氏、サンドブラス
ト作家・木越あい氏
定２５人（先着順）

◇
場同館２階講堂（エレベーター無し）
市HP 黄金の地  検索
問同館☎７２６・１５３１

開催します
第１６回全国車椅子バスケットボール大学選手権大会

　この大会は、障がいのある方々と一緒に競技を行い、車椅子バスケットボ
ール日本一を競う大会です。障がいのある人もない人と同様の生活ができ
るノーマライゼーション社会の実現に向け、先駆的に開催される大会へ観
戦においで下さい。
日８月１２日㈯午前１０時３０分～午後７時、１３日㈰午前９時４５分～午後３時
３０分

【車椅子バスケットボール体験会】
　大会２日目の決勝戦前に開催します。
対小学１年生以上（障がいの有無に関
わらずどなたでも参加可）
日８月１３日㈰午前１１時３０分～正午
定３０人（申し込み順）
申氏名（ふりがな）・電話番号・年齢・性
別を明記し、８月４日午後５時までにＥ
メールで車椅子バスケットボール大学
選手権体験講座事務局（ｇｂｐ．ｔａｉｋｅｎｋｏ
ｚａ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ）へ。

◇
場市立総合体育館メインアリーナ
市HP 車椅子バスケットボール  検索
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

８、９月の母子健康案内　お気軽にご相談下さい　※プレママクッキングを除き、各日とも同一内容です。
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（申し込み制）
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
８月４日、９月８日㈮ 午後１時３０分～

４時
妊娠中の過ごし方、歯の衛生等

保健予防課
地域保健係
☎７２５･５１２７

８月１８日、９月１５日㈮ 分娩経過とリラックス法等
Ｂコース ８月２６日㈯、９月２３日㈷ 午前１０時～正午 もく浴実習、妊婦体験等

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 ８月７日、２１日、９月１１日、２５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 ８月１４日、９月４日㈪
子どもセンターばあん ８月１８日、９月８日㈮
忠生保健センター ８月２８日㈪、９月１９日㈫
小山市民センター ９月６日㈬

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
の参加も可）

健康福祉会館 ８月３日、１０日、１７日、２４日、３１
日、９月７日、１４日、２１日、２８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、健康
福祉会館（☎７２５・５４１９）へ

プレママクッキング（申し込み制）
申イベントダイヤル（☎７２４･５６５６
コード１７０３１５Ｐ）へ

１６～３５週の妊
婦 健康福祉会館 ８月３１日、９月２８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（初期・後期）、
幼児食講習会

（いずれも申し込み制)
申イベントダイヤル（☎７２４･５６５６
コード初期＝１７０３１５Ｓ、後期＝
１７０３１５Ｋ、幼児食＝１７０４１８Ｙ）へ

４～６か月児の
保護者

健康福祉会館
初期

８月１日㈫、２２日㈫、９
月１４日㈭

午前１０時５分～
１１時４５分

離乳食の話と試食
鶴川保健センター ９月２６日㈫ 午後１時４０分～

３時２０分

８～１０か月児の
保護者

健康福祉会館
後期

８月７日、９月１１日㈪ 午前１０時５分～
１１時４０分 離乳食後期の話と試食、歯の話

鶴川保健センター ９月２６日㈫
１歳６か月～２歳
０か月児の親子 健康福祉会館 幼児食 ８月９日㈬、９月５日㈫ 午前９時５５分～

１１時４５分 親子遊び、幼児食の話と試食

まちだ子育てサイト 検索
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情報コーナー
●町田市観光コンベンション協会～
国立市との交流事業「ひまわりの種
を収穫し、リスにあげよう」
　ひまわり畑のある国立市で種を収
穫し、その種を町田リス園のリスに
あげるバスツアーです。詳細は、申込
者に別途お伝えします対親子日８月
２４日午前９時～午後４時ごろ、集合・
解散は町田駅周辺（小雨実施）費中学
生以上１７００円、小学生以下１３００円
（バス代・入園料・弁当代・保険料を含
む）申参加者住所・氏名（ふりがな）・
電話番号・生年月日・性別を明記し、
８月２２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）問同ギ
ャラリー☎８５０・９３１１（受付時間＝
午前１０時～午後７時）
●町田商工会議所～講習会「個人事
業と法人の違いについて学ぼう！セ
ミナー」
対経営者、従業員日８月１日午後２時
～４時場同会議所問同会議所☎７２２
・５９５７
●町田市シルバー人材センターから
のお知らせ
問同センター☎７２３・２１４７

【植木の剪
せん

定
てい

】
　事前に同センターへの入会が必要
対同センター会員として植木職の就
業を希望する６０歳以上の方日８月
２８日～３１日、いずれも午前９時～午

後４時、全４回場わくわくプラザ町田
等内庭木の剪定作業に必要な基礎知
識、剪定実技等申ハガキに住所・氏名
・電話番号・年齢を明記し、７月２５日
まで（必着）に同センター（〒１９４－
００２２、森野１－１－１５）へ

【初心者向けパソコン講習会】
日８月１日～４日、午前９時～正午、８
月８日～１１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）へ
●（社福）町田市社会福祉協議会

【初めて学ぶ災害ボランティア】
日①７月３０日午後１時３０分～４時②
８月６日午後１時３０分～３時３０分、全
２回場町田市民フォーラム内①講義
～町田で災害が起こったら、災害ボ
ランティアとは②災害ボランティア
センター運営のシミュレーション費
１０８０円（税込み）申電話で町田ボラ
ンティアセンター（☎７２５・４４６５）へ

【福祉バザー】
　地域の皆さんから寄贈していただ
いた未使用の寝具・タオル・洗剤等を
販売します（売上金は、地域の福祉活
動に活用し、一部を熊本地震及び東
日本大震災の義援金に寄附）／町田
市民生委員児童委員協議会と共催日
７月２２日午前１０時～午後２時（品物
が無くなり次第終了、雨天実施）場ぽ
っぽ町田問同協議会☎７２２・４８９８
●東京都都市整備局～時差Ｂｉｚの実
施
　東京都主催で、快適な通勤を体感

していただく快適通勤ムーブメント
「時差Ｂｉｚ」を７月２５日まで実施します。
詳細は、東京都同ムーブメント「時差
Ｂｉｚ」ホームページをご覧下さい問時
差Ｂｉｚ運営事務局☎０３・３４７９・０２５４
（受付時間＝祝休日を除く月～金曜
日の午前９時３０分～午後６時３０分）
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集

【①ポイント方式（家族向）②単身者
向（車いす使用者向を含む）、シルバ
ーピア（単身者向・二人世帯向）③事
業再建者向定期使用住宅】
　いずれも都内に３年以上居住等の
要件有り／詳細は募集案内を参照配
布期間８月１日～９日配布場所市庁舎
１階総合案内所、各市民センター、各
駅前連絡所等／同公社ホームページ
で配布期間中に限りダウンロードも
可／締切等詳細は８月１日以降にお
問い合わせ下さい問同公社都営住宅
募集センター①②☎０５７０・０１０・
８１０③☎０３・３４９８・８８９４（いずれ
も土・日曜日、祝日は除く）
●町田国際交流センター～外国人お
もてなし語学ボランティア育成講座　
　困っている外国人を見かけた際に
積極的に声をかけ、手助けをするボ
ランティアの育成講座です。併せて
町田市の観光スポットを紹介する
「町田おもてなし観光講座」も受講し
ていただきます。なお、講座を修了し
た方は、「東京都外国人おもてなし語
学ボランティア」として登録されま
す対市内在住、在勤・在学で１５歳以
上である（中学生除く）、実用英語技

能検定２級以上、ＴＯＥＩＣ５００点以上
に相当する語学力である、または英
語による簡単な日常会話ができる、
本講座を受講したことのない方日９
月２日正午～午後５時場町田市民ホ
ール申往復ハガキに住所・氏名（ふり
がな）・電話番号・年齢・性別・職業・Ｅ
メールアドレス、返信用にも住所・氏
名を明記し、７月２８日まで（消印有
効）に、同センター「おもてなし講座」
係（〒１９４－００１３、　原町田４－９－
８、町田市民フォーラム４階）へ問同
センター☎７２２・４２６０
●東京都福祉保健局～子育て応援と
うきょうパスポートをご活用下さい
　東京都では、中学生以下のお子さ
んがいる世帯や妊娠中の方に、企業
や店舗が商品の割引や粉ミルクのお
湯の提供等、さまざまなサービスを
提供しています。協賛ステッカーが
貼ってある、都内の飲食店やスーパ
ー等で使用できます（利用の際、パス
ポートや年齢確認書類等の提示を求
められる場合も有り）／同パスポー
トは、子ども総務課（市庁舎２階）等
で配布（子育て応援とうきょうパス
ポートホームページでスマートフォ
ン用パスポートの入手も可）。詳細
は、同パスポートホームページを参
照／子育て世帯に優しいサービスを
提供していただける企業・店舗等も
随時募集しています。同パスポート
ホームページでご登録下さい問東京
都福祉保健局少子社会対策部計画課
子育て応援事業担当☎０３・５３２０・
４１１５

新規参加者募集！
障がい児スポーツ教室
　運動を楽しむための教室です。
対障がいのある小学生～１８歳の方
日土曜日午後、年間３６回程度
場サン町田旭体育館、またはすみれ
会館温水プール

【説明会を行います】
　教室の雰囲気を理解していただく
ため、現地で見学説明会を行います。
説明会で、参加申込書を配布します。
日９月２日㈯、９日㈯

場市立総合体育館メインアリーナ
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
キヤノンイーグルス

フ ァ ン 感 謝 デ ー！
　ラグビー日本代表選手も登場予定
です！世界トップレベルのラガーマ
ンの迫力を間近で体感しよう！
日８月５日㈯午後３時から
場キヤノンスポーツパーク（小野路
町）
内選手との交流イベント、グッズ抽
選会、トレーニングマッチ等
※駐車場はありません。小田急多摩
センター駅から無料シャトルバスが
運行される予定です。

定若干名（抽選）
申８月２５日までに電話で障がい福祉
課へ。
問障がい福祉課☎７２４・２１４７
ＡＳＶペスカドーラ町田

練 習 見 学 会
　昨シーズン、Ｆリーグで準優勝し
たＡＳＶペスカドーラ町田が公開練
習を行います。戦術やスキルアップ
の方法など、迫力あるプロチームの
練習を２階席から見学できます。今
シーズンは、Ｆリーグと全日本フッ
トサル選手権大会の２冠を目指しま
す。
日８月１８日㈮午前９時３０分～正午

※詳細はキヤノンイーグルス公式ホ
ームページをご覧下さい。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
ラグビーワールドカップ２０１９開催
に向けた

連 続 シ ン ポ ジ ウ ム
　今回は「東京２０２０オリンピック・
パラリンピックとラグビーワールド
カップ（ＲＷＣ）２０１９の開催を、いか
に地域の盛り上げに活用できるか」
をテーマに開催します。
日８月２７日㈰午後６時３０分から
場和光大学ポプリホール鶴川
内講演①東京２０２０オリンピック・
パラリンピックとＲＷＣ２０１９を地
域でどう生かすか②サンウルブズが
ＲＷＣ２０１９に向けて果たす役割
講①（株）三菱総合研究所・仲伏達也
氏②（一社）ジャパンエスアール代表
理事ＣＥＯ・渡瀬裕司氏
定２００人（申し込み順）
申７月２１日正午～８月２１日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード１７
０７２１Ｃ）へ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

催し・講座催し・講座

堺図書館（堺市民センター内） 
休 館 の お 知 ら せ
　９月１日～２０１８年３月３１日（予
定）は、堺市民センター設備更新工
事のため休館します。
　休館中の移動図書館の運行や予
約本の受け取り等については、決
まり次第町田市立図書館ホームペ
ージ等でお知らせします。
問堺図書館☎７７４・２１３１

まちだ市民大学ＨＡＴＳで生涯学習を始めませんか
2017年度後期講座 受講生募集

　９・１０月から始まる市民大学講座の受講者を募集します。各講座の詳細は、募集案内（各市民センター、各市立図書
館等で配布、町田市ホームページでダウンロードも可）をご覧下さい。
※市内在住、在勤、在学の方を優先のうえ抽選です。
申７月１９日正午～８月２７日にイベントダイヤル（☎７２４･５６５６コード①１７０７１９G②１７０７１９Ａ③１７０７１９Ｈ④
１７０７１９Ｆ⑤１７０７１９Ｂ⑥１７０７１９Ｃ⑦１７０７１９Ｄ⑧１７０７１９Ｅ）へ。

市HP まちだ市民大学ＨＡＴＳ 検索

要件を満たす方に「ジェネリック（後発）医薬品に関するお知らせ」を7月31日にお送りします。■問保険年金課　724・2130☎☎

講座名 日時／定員／費用 会場／備考

①町田の歴史Ⅱ～明治から現代まで 9月12日～12月12日の火曜日、午後6時15分～8時
30分、全12回／50人／3000円

原則として生涯学習セ
ンター

※⑤、⑧を除き、日時が
不規則な回がありま
す。申し込み時に確認
して下さい。

②“こころ”と“からだ”の健康学～元気に生きるための
知識と実践

9月13日～12月6日の水曜日、午前10時～正午、全7
回／50人／2000円

③人間科学講座～テクノロジーで変わる生活　いの
ちの行方

9月13日～12月13日の水曜日、午後7時～9時、全11
回／50人／3000円

④環境講座～わたしたちのまちの環境探検 9月17日～12月2日の土曜日、午前10時～正午、全9
回／40人／2000円

⑤くらしに活きる法律～考えてみましょう、新しい法
律問題を

9月21日～12月7日の木曜日、午後7時～9時、全9回
／50人／3000円

⑥まちだの福祉～くらしを支える　ひと・まち・ここ
ろ

10月10日～12月5日の火曜日、午後2時～4時、全7回
／30人／1000円

⑦陶芸入門講座～野焼きでつくる縄文土器から基本
の陶器まで

9月14日～12月7日の木曜日、午後1時30分～4時、全
9回／24人（初受講者優先）／1万5000円 陶芸スタジオ

（下小山田町）⑧陶芸　電動ロクロ体験講座～地球にやさしいやき
もののリサイクル

10月7日～12月16日の土曜日、午後1時30分～4時、
全5回／14人（初受講者優先）／9000円

問生涯学習センター☎７２８・００７１
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●町田市民文学館～２歳児あつまれ！
「夏」をあそぼ！
対２歳児とその保護者日７月２７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
た遊び等問同館☎７３９・３４２０
●子どもセンターまあち～まあチャ
レ　ワンデイｉｎサマー２０１７
　プラレールやブロック、積み木な
どをたくさん使って、みんなで大き
な作品を作ろう／かき氷などもあり
ます（模擬店は有料）日７月２３日㈰午
後１時～４時問まあち☎７９４・７３６０
●子どもセンターぱお～ぱおの夏ま
つり
日７月３０日㈰午前１０時～午後３時

（雨天実施）内ゲームコーナー、工作、
模擬店（午前１１時から、有料）等／駐
車場は使えません問ぱお☎７７５・
５２５８
●子どもセンターつるっこ～カブト
虫相撲町田場所ｉｎつるっこ
　自分で持ってきたカブトムシで対
戦し、優勝を狙おう対市内在住、在学
の小学生日８月１１日㈷午前１０時～
午後５時定個人戦６４人、団体戦１６組

（１チーム３人以上）、いずれも申し込
み順費個人戦１００円、団体戦１チー
ム３００円／両方、またはどちらか一
方の参加も可申７月１６日午前１０時
３０分から直接または電話でつるっ
こ（☎７０８・０２３６）へ
●ひなた村
【①ひなた村シアター】
日８月３日、１０日、１７日、いずれも木
曜日午前１０時３０分～１１時３０分場
ひなた村第１レクルーム内８月３日＝

「きもだめしのばん」「ドナルドダッ

クの消防夫」　他、８月１０日＝「ミッ
キーマウスのお化け退治」「注文の多
い料理店」　他、８月１７日＝「ディズ
ニーの三びきのこぶた」　他
【②ひなた村シアタースペシャル】
日８月４日（金）午前１０時～正午場ひ
なた村第１レクルーム内「魔女の宅
急便」
【③ピザ窯講習会】
対市内在住、在勤、在学の高校生以上
の方（中学生以下は保護者同伴）日８
月５日㈯午前１０時～午後２時内ピザ
作りをしながらドラム缶ピザ窯の使
い方を学ぶ（受講後に、今後ピザ窯の
利用ができる修了証を交付）定２０人

（申し込み順）費４００円
【④自然木の工作】
対市内在住、在学の小学生とその保
護者日８月１９日㈯午前１０時～午後３
時内丸太いすを作る定１２組（申し込
み順）費１組５００円
【⑤キャンプファイアの夕べ】
対市内在住、在学の小学生とその保
護者日８月２６日㈯午後５時～８時内
キャンプファイア、レクリエーショ
ン等（雨天時は屋内で実施）定８０人

（抽選）
◇

申①②直接会場へ③④７月１５日午前
１０時から電話でひなた村へ⑤往復
ハガキに教室名・住所・参加者全員の
氏名（ふりがな）・電話番号・学年・市
外在住の方は学校名・返信用にも宛
先を明記し、７月３１日まで（必着）に
ひなた村（〒１９４－００３２、本町田
２８６３）へ問ひなた村☎７２２・５７３６
●親子で行く鶴見川源流キャンプ
　自然探検隊の隊員となり、鶴見川

源流域保水の森や川で遊びませんか
？／小学校の校庭にテントを張り、
ベースキャンプとします（夕食付き）
対小学生とその保護者日７月２９日㈯
午後１時～９時、集合は小山田小学校
場小山田小学校、鶴見川源流域保水
の森（上小山田町）内魚捕り、ナイト
ウォーク（天候により、内容の変更有
り ）定３０人（ 申 し 込 み 順 ）費１人
１５００円申参加者全員の住所・氏名・
連絡先・年齢を明記し、ＦＡＸまたはＥ
メールで７月２５日までに、（特）鶴見
川源流ネットワーク事務局（返８６０
・０８３０遍ｇｅｎｒｙｕｔｏｕｒ２０１７＠ｏｆｆｉｃ
ｅ.ｅｍａｉｌ.ｎｅ.ｊｐ）へ（同ネットワーク
ホームページで申し込みも可）問同
事務局☎７９８・２６９３
●親子クッキング
【卵・乳・小麦を使わない豆腐ハンバ
ーグを作ろう！】
対市内在住の小学１～３年生とその
保護者日８月８日㈫午前１０時１５分～
午後１時場健康福祉会館内栄養士の
話、調理実習定１２組（申し込み順）費
大人５００円、小学１～３年生３００円

（食材費）申７月２０日正午～３０日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０７２０Ｄ）へ問保健予防課☎７２２
・７９９６

●夏休み父子ネイチャー工作講座
【父子でつくろう！草玩具と木のメ
ダル】
　ひなた村職員の指導のもと、草を
編んでおもちゃを作ったり、木を磨
いてメダルを作ります対小学１～３
年生とその父親（または祖父）日８月
２０日㈰午前１０時～正午場町田市民
フォーラム定１０組（申し込み順）申７
月２１日正午～８月１３日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コード
１７０７２１Ｂ）へ／保育希望者（１歳６か
月以上の未就学児、申し込み順に１０
人）は併せて申し込みを問男女平等
推進センター☎７２３・２９０８
●夏休み親子教室
【親子ｄｅエコクッキング　食品ロス
を減らそう】
対市内在住、在学の小学生とその保
護者日８月１日㈫午前１０時～午後１
時場町田市民フォーラム講町田地域
活動栄養士会管理栄養士・池田真美
氏定１２組（申し込み順）費１組１０００
円（材料費）申７月２０日正午～２６日
にイベントダイヤル（☎７２４・５６５６
コード１７０７２０Ａ）へ／保育希望者

（１歳以上の未就学児、申し込み順に
６人）は併せて申し込みを問消費生
活センター☎７２５・８８０５

子どもの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、町田市ホームページをご覧下さい。

おいで下さい　特定の期日に行うイベント

市民の広場 　「市民の広場」は、市民の皆さんの交流や、仲
間づくりを応援するコーナーです。
　サークル活動のイベントをお知らせする「お

【コーナー掲載の申込方法】
●必ず「掲載ルール」をご覧下さい。
●おいで下さい：毎月15日号です。掲載された場合、次は３か月後以降
に申し込めます。申込期間＝掲載したい月の前月の1日～２０日
●仲間に：年２回掲載で、次回は11月15日号です。次回申込期間＝８月
15日～1０月２０日
　申込用紙と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）。市HP 検索市民の広場
問広報課☎７２４・２1０1

いで下さい」のコーナーと、会員募集を掲載する「仲間に」があり、「おい
で下さい」は毎月15日号、「仲間に」は年２回掲載しています。
※ 活動内容の確認やトラブルの解決は、当事者間でお願いします（市は関与

していません）。また、各開催施設へのお問い合わせはご遠慮下さい。
※ 市民サークルに関しての情報は 施設案内予約システム 検索 の「団体・サ

ークル紹介」でもご案内しています。

問子育て推進課☎７２４・４４6８

町田市メール配信サー
ビス（ほっとメールま
ちだ）で子育て情報を
配信中!

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

　子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」でご案内しています。

子育てひろばカレンダー 検索

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

暮らしに関する相談
　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）へ対①③～⑧市内在住の方⑨市
内在住、在勤、在学の方

名　称 日　程 予約方法／相談時間

①法律相談 月～金曜日（１７日、２４日
～２８日、３１日を除く） 前週の金曜日から電話で予約

②交通事故相談 １９日、２６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） ２１日、２８日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 １８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 ２５日㈫
⑥登記相談 ２０日㈭
⑦行政手続相談 ２７日㈭

⑧少年相談 ２５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
※土曜日は電話相談のみ

各種相談別冊タウンページ　町田市わたしの便利帳 ６ ～ ９ ページを参照

市HP 暮らしに関する相談 検索

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
講演「憲法と日本会議」驚愕の実態・講師　俵義文 ７月２２日㊏午後２時～４時 町田市民文学館大会議室 ３００円 彦坂恵子☎７２８・７０４６ 皆さんぜひおいで下さい
中高齢者ヨーガ講習会、全２回 ７月２５日、８月１日午前１０時から 小山市民センター音楽室 １０００円 綱島☎０９０・２４９０・０２８３※要連絡 ショートメールの連絡も可
心に残る懐かしい歌をみんなで一緒に歌いましょう ７月２６日㊌午前１０時３０分から 木曽森野コミュニティセン

ター １０００円 もずの会☎０８０・４８０４・４８７２ 声を出してストレス発散！
趣味のピアノの会弾きたい方集合！アドバイス付き ７月２６日㊌午後２時から 生涯学習センター７階 １０００円 須佐玲子☎７２２・３４９９※要予約 どなたでも参加できます
オペラ歌手と一緒に歌う歌声喫茶・シングハピネス ８月１日㊋午後２時から 生涯学習センター７階 １０００円 堤幸子☎７７０・３０７２※予約不要 どなたでもお気軽にどうぞ
大正琴で昭和の名曲コンサート唄うコーナーも有り ８月３日㊍午後２時～４時ごろ 堺市民センターホール 無料 ふれあいサロン・臼井☎７７３・５４５４ 男性もお出かけ下さい
鶴川レクダンス２０周年記念発表会 ８月８日午前９時３０分 鶴川市民センターホール 無料 小澤☎７３５・９２２２
大村みのり叙情歌コンサート（歌＆ピアノ） ８月１１日㊗午後３時～４時 町田市民フォーラム３階 １０００円 髙橋☎０８０・３３９５・３８９７※要電話 赤とんぼ等皆様もご一緒に
夏休み子ども百人一首かるた会 ８月１２日㊏午後１時３０分～４時３０分 生涯学習センター和室１ 無料 𠮷川☎返７２２・６３７０ 初心者の方も大歓迎！
真夏のフェスタ「オリマナ＆１７１７＆マハロ」 ８月１９日午後０時３０分開演 町田市民フォーラムホール 無料 マハロ☎７２３・２８６０ タヒチアンダンス他
講演会～陸軍登戸研究所と日本の秘密戦 ９月２日㊏午後２時～４時 町田市民フォーラム３階 ５００円 まちだ史考会・稲葉☎０９０・７８０５・５１７５ 直接会場へお越し下さい
レクチャーコンサート・モーツァルトの作品知ろう ９月６日㊌午後２時開演 和光大学ポプリホール鶴川 １５００円 ＣＡＮＯＲＡ☎７２９・４３３１※要予約 講師：鹿又透（声楽家）
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●町田市フォトサロン
【はすの花写真展作品募集】
　薬師池公園のほか、各地で撮影さ
れた「はすの花」の作品を募集します
定３０人（先着順）費５００円申Ａ４また
は６つ切りサイズの写真裏面に応募
用紙を貼付し、８月１１日午前１０時か
ら直接同サロンへ（１人２点まで）
【野津田公園ばら作品展】
　野津田公園ばら広場で撮影した作
品による写真展です日７月１９日㈬～
２４日㈪場同サロン１階展示室
【ピンホールカメラ教室作品展】
　同館で開催したピンホールカメラ
教室参加者の作品展です日７月２９日
㈯～８月１３日㈰場同サロン１階展示
室

◇
問同サロン☎７３６・８２８１
●市立総合体育館
【親子ふれあい体操教室】
対４～６歳の未就学児とそ
の保護者日９月２日～１１月１８日の土
曜日（９月９日、２３日を除く）、午前９
時３０分～１１時、全１０回定３０組（抽
選）費４７００円申往復ハガキに必要

事項を明記し、７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）
【初心者和弓教室】
対１６歳以上の方日９月１０日～１１月
５日の日曜日（９月２４日を除く）、午
前９時３０分～１１時３０分、全８回定
２５人（抽選）費５０００円申往復ハガキ
（１人１枚）に必要事項を明記し、７月
２９日まで（消印有効）に同館へ
【夏休みこどもフェアーチャレンジ
マッスル２０１７】
　直接会場へおいで下さい対市内在
住、在勤、在学、在園の方日８月１日㈫
午前９時３０分～午後４時（最終受付
は午後３時３０分）場同館内ストラッ
クアウト、キックターゲット等のチ
ャレンジコーナー、平均台等のキッ
ズコーナー、射的、金魚すくい等の夏
まつりコーナー、共同制作

◇
問同館☎７２４・３４４０
●サン町田旭体育館～脳ト
レ・軽体操いきいき講習会
対市内在住、在勤、在学の
４０歳以上の方日８月２２日～１０月３１

日の火曜日（９月１９日を除く）、午後
２時～３時、８月２３日～１０月２５日の
水曜日、午前１０時３０分～１１時３０
分、各全１０回定各２０人（抽選）費各
３４００円申往復ハガキに必要事項を
明記し、８月１日まで（消印有効）に同
館へ問同館☎７２０・０６１１
●小野路宿里山交流館
【①親子うどん作り教室】
　小野路の郷土料理である「小野路
うどん」を作ります対小・中学生とそ
の保護者（保護者１人につき、子ども
２人まで）日８月９日㈬午前１０時３０
分～正午定８組（申し込み順）費１組
１０００円（材料代）
【②夏休み子ども工作教室】
　小野路の竹を使って、竹とんぼや
水鉄砲など昔のおもちゃを作ります
／工作後、作品を使って遊ぶため、濡
れてもよい服装でおいでいただく
か、着替えをご用意下さい対小学生
（小学３年生以下は保護者同伴）日８
月２２日㈫、２３日㈬、いずれも午前９
時３０分～正午定各１０人（申し込み
順）費１人５００円（材料費）

◇

申①７月２１日正午から②８月２日正
午からイベントダイヤル（☎７２４・５
６５６コード①１７０７２１Ａ②１７０８０２
Ａ）へ問同館☎８６０・４８３５
●野津田公園～月替わりのテーマで
体づくり　アクティブヨガ教室
対２０歳以上の方日①８月１日、８日、
２２日②９月５日、１２日、１９日③１０月
１０日、１７日、２４日、いずれも午前１０
時１５分～１１時４５分、各全３回定各
１２人（申し込み順）費各１５００円申い
ずれも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
●相原中央公園～美大生の「夏休み
工作教室」
対市内在住、在学の小学生日７月３０
日㈰午前１０時～午後２時３０分ごろ
（雨天実施）場同公園内牛乳パックを
利用したコマ、ブーメラン、風車、ペ
ットボトル水鉄砲を作って遊ぶ講多
摩美術大学生、東京造形大学生定３０
人（申し込み順）費３００円申７月２４日
までに電話で同公園管理事務所（☎
７７２・１４４９、受付時間＝午前９時～
午後８時）へ

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。

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時
～午後5時）、16日＝稲垣耳鼻咽喉科
医院（☎722・3115、原町田6－22－
15）、17日＝川野医院（☎726・
7673、森野1－11－9）、23日＝耳鼻
咽喉科・アレルギー科のぶクリニッ
ク（☎737・1187、能ヶ谷1－5－8）

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

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。

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▶ スマホ版QRコード 携帯電話版QRコード

町田市メール配信サービス
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健康福祉
会館

コンビニ

健康福祉会館 原町田5-8-21

●町田市医師会休日・準夜急患こど
もクリニック（小児科）（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
●町田市歯科医師会休日応急歯科・
障がい者歯科診療所　休日応急歯科
診療（日曜日、祝休日）、障がい者歯科
診療（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

診療日 診療時間 診療科 医療機関名 電　話 住　所
15日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７

16日㈰

午前９時～午後５時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎７１０・０９２７ 健康福祉会館内(左地図参照）
内科 玉川クリニック ☎７２５・８２０７ 玉川学園７-５-６
内科 なかの整形外科・内科 ☎７３７・３６６９ 能ヶ谷１-５-８
内科 中村クリニック ☎７９２・００３３ 木曽東３-２０-２８

午前９時～翌朝９時
内科系 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

外科系 おか脳神経外科 ☎７９８・７３３７ 根岸町１００９-４
多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

17日㈷

午前９時～午後５時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎７１０・０９２７ 健康福祉会館内(左地図参照）
内科 栄山医院 ☎７２２・７４３０ 金森２-２５-３０
内科 田村胃腸科・内科クリニック ☎７３５・５６６７ 能ヶ谷２-１２-６
内科 おやま内科クリニック ☎８６０・０３２６ 小山町２３３-１

午前９時～翌朝９時
内科系 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

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

18日㈫ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７
19日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
20日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 ふれあい町田ホスピタル ☎７９８・１１２１ 小山ヶ丘１-３-８
21日㈮ 午後７時～翌朝８時 内科系 あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３
22日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

23日㈰

午前９時～午後５時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎７１０・０９２７ 健康福祉会館内(左地図参照）
内科 さぬき診療所 ☎７０６・８７６６ 小川２-２５-１４
内科 薬師台おはなぽっぽクリニック ☎７３７・７３７３ 薬師台１-２５-１２
内科 Ｄｒ．はん診療所 ☎７８９・７２７０ 図師町１７８２

午前９時～翌朝９時
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
南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

24日㈪ 午後７時～翌朝８時 内科系 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１
25日㈫ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７
26日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
27日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１
28日㈮ 午後７時～翌朝８時 内科系 あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３
29日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

30日㈰

午前９時～午後５時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎７１０・０９２７ 健康福祉会館内(左地図参照）
内科 鹿島内科クリニック ☎７１０・１８００ 金森東１-２５-２９
内科 町田エールクリニック ☎７３９・５５３３ 中町１-９-２２
内科 学園ハートクリニック ☎７２５・８４６８ 玉川学園１-２１-１５

午前９時～翌朝９時
内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

外科系 町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７
町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

31日㈪ 午後７時～翌朝８時 内科系 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１
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広　　告

　毎年恒例の、夏の早朝に咲くハスを観賞する観蓮
会を開催します。ハスの茎を通して飲む「荷

か

葉
よう

酒」、
「荷葉茶」や、市内福祉団体等による出店もあります。
○日時　７月３０日㈰午前７時～９時（小雨実施）
※荷葉酒・荷葉茶の提供は、午前８時までですが、無
くなり次第終了します。
※車を運転してきた方は、荷葉酒は飲めません。
○会場　薬師池公園内「芝生広場」
○交通　小田急線町田駅北
口ＰＯＰビル先２１番バス乗
り場から本町田経由野津田
車庫行き、または本町田経
由鶴川駅行きバスで「薬師
池」か「薬師ヶ丘」下車
※薬師池公園駐車場は、当
日有料です。混雑が予想さ
れますので、公共交通機関
をご利用下さい。

　古くから人は動物や植物、虫などのすがた・
かたちを版画で表してきました。身近なもの
から遠い異国のものまで、多種多様ないきも
のが息づく約１２０点の版画を展示します。
○会場　同館企画展示室１

【ギャラリートーク】
○日時　①９月１０日②８月６日、２０日、９月３日、
１７日、いずれも日曜日、午後２時から４５分程度
○内容　①館長によるスペシャルトーク②学
芸員によるギャラリートーク

　直接会場へおいで下さい。
○日時　９月９日㈯午後１時から、
午後３時から（いずれも３０分程度）
○会場　同館エントランスホール
※立ち見での鑑賞です。
※演奏者、曲目等は、同館ホームペー
ジをご覧下さい。

インプリントまちだ展２０１７　
絵描き・ながさわたかひろ、サッカー・ＦＣ町田ゼルビアでブレイク
刷
す

ルー！
　ながさわたかひろ氏は、気持ちを伝えたい対象の絵や版画を制
作する作家です。同展ではプロ野球の試合や著名人を描いてきた
これまでの作品２００点以上を紹介します。また、「絵は声援になる、
応援は力になる」ことを信じ、チームの「戦力」となるため、サッカ
ーＪ２・ＦＣ町田ゼルビアの２０１７年シーズンの試合を、愛を込めて
描いた新作約２０点も発表します。
○会場　同館企画展示室２

○観覧料　一般６００円、高校・大学生・６５歳以上の方
３００円、中学生以下は無料
※インプリントまちだ展２０１７との共通券です。
※初日７月２９日㈯は無料です。

○会期　７月２９日㈯～９月２４日㈰
○観覧時間　火～金曜日＝午前
１０時～午後５時、土・日曜日、祝日
＝午前１０時～午後５時３０分（いず
れも入場は閉館の３０分前まで）
○休館日　月曜日（ただし９月１８日
は開館し、１９日は休館）
問イベントダイヤル☎７２４・５６５６、
同館☎７２６・２７７１、０８６０

開催中のミニ企画展
シリーズ現代の作家　舩坂芳助
○日時　９月２４日㈰まで　○会場　同館常設展示室

大賀藕
ぐう

絲
し

館 ハスまつり
　７月２２日㈯、２３日㈰、いずれも午前７時～１１時
（小雨実施）
○交通　町田バスセンター３番乗り場から小山田
桜台行きバスで「桜美林学園」下車、徒歩７分
問同館☎７９７・１６１６

国際版画美術館

◆◆◆企 画 展 紙の上のいきものたち!!

昨年の観蓮会の様子

町田薬師池公園四季彩の杜
薬師池公園　観蓮会

問公園緑地課☎７２４・４３９９町田で未来にふれてみよう！～「夏休み　まちふれ親子教室」
　人工知能などの最新技術や論理思考を用
いた考え方について、ゲームやグループワ
ークを通じて、町田新産業創造センターの
入居企業から楽しく学べる体験教室です。
　学校の授業ではなかなか取り上げられな
いテーマを体験して、親子で新しい価値観
を発見してみませんか。
○対象　市内在住の小学３～６年生とその保
護者（小学生のみ、保護者のみの参加は不可）
○日時　８月２６日㈯午前１０時～正午

○定員　親子５０人（申し込み順）
○内容　①「論理思考をゲームで学ぼう」　カードゲー
ムやカラフルなペンを使って論理思考を学ぶ、参加型
のワークショップです。
②「人工知能（ＡＩ）を体験しよう」　人工知能に関する
最新情報や仕組み、これから必要となるスキルなどを
紹介し、人工知能が実際にどのように動くかを体験し
てもらいます。
○講師　①株式会社わよみ代表取締役・大田知美氏②
株式会社アジラ　ＡＩコーディネーター・春山英太郎氏

○会場　同センター　　○申し込み　同センターホームページから申し込み
町田新産業創造センターの催し

創業・起業を応援！� 問同センター☎８５０・８５２５、町田市産業観光課☎７２４・２１２９
早朝に咲く優雅なハスを愛

め

でる

　普段は入ることのできない美
術館の裏側を探検できます。
○対象　小学生（保護者１人ま
で同伴可）
○日時　①８月５日㈯②８月１９
日㈯、いずれも午前１０時３０分
～正午

○定員　２０人（申し込み順）
○参加費　小学生無料
※保護者の方は展覧会の観
覧料が必要です。
○申し込み　７月２０日正午
～２７日にイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６コード
１７０７２０Ｂ）へ。

ヴェンツェル・ホラー「猫の
頭部」１６４６年制作、当館蔵

関連催事
【アナタに褒められたくて】
　ご希望の方の顔を作家が銅版に描きます。
○日時　７月３０日㈰、８月６日㈰、１３日㈰、２０
日㈰、２７日㈰午後１時～５時
○会場　同館企画展示室２
【公開制作　誰かと繋がる版画制作】
　作家活動の話と、「アナタに褒められたく
て」で制作した版を刷る実演を行います。
※入場無料、見学自由、混雑時は入場制限有
り。

○日時　９月２日㈯午後１時３０分
～４時
○会場　同館版画工房、アトリエ
【ギャラリートーク】
　観覧券をお持ちのうえ、企画展
示室２入口にお集まり下さい。
○日時・内容　８月２０日㈰＝作家
によるスペシャルトーク、８月１１
日㈷、９月１７日㈰＝学芸員による
作品解説、いずれも午後３時から
３０分程度

プロムナード・コンサートびじゅつかん探検ツアー

同 時 開 催

日　時 内　容 講　師 定　員
７月２６日㈬午後１時３０分～３時 経　営 売ればいいのか、まず第一は利益 （株）販売開発研究所代

表取締役・名倉康裕氏

各３０人
（申し込
み順）

７月２６日㈬午後３時３０分～５時 財　務 人・物・金・時間が財務の基本
７月１９日㈬午後３時３０分～５時

販路開拓
お客様に提供する商品・サービスの
特徴、訴求ポイントを明確にする

㈲プレジデントコミッ
ティ代表取締役・宮本愼
氏

８月８日㈫午後３時３０分～５時 会社の仕事はお客様へのお役立ち
による顧客獲得競争である

７月１９日㈬午後１時３０分～３時 人材育成
どんな会社・どんな経営になるか　
今出来ること、これから目指すこと

８月８日㈫午後１時３０分～３時 目標による管理の考え方と進め方

創業・起業に関するファーストステップ相談会・セミナー
　産業競争力強化法に基づき、国の認定を受けた
「町田創業プロジェクト」の一環として、相談会を開
催します。
【町田創業～ファーストステップ相談会】
　経験豊富な専門家が起業をサポートします。
○日時　７月２２日㈯、２７日㈭、８月５日㈯、９日㈬、

１９日㈯、２３日㈬、いずれも午後１時～５時（１人１
時間）
○定員　各４人（申し込み順）
【町田創業～ファーストステップセミナー】
　創業にあたって必要な知識に関するセミナー
です（下表）。
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