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市では誰もが
文化芸術に親しむことができるよう

市民の文化芸術活動の振興や、魅力ある文化芸術と触れ合える
環境づくりに取り組んでいます。

東京 2020オリンピック・パラリンピックをきっかけに
「いつでも、どこでも、だれでも、あらゆる文化を楽しむまち」を将来像に掲げ

文化芸術を生かしたまちづくりを進めます。

各事業の詳細は、町田市ホームページをご覧下さい。

人口と世帯（外国人含む） ２０１7年7月1日現在人口 ： 429,292人（ 男：210,630人・女：218,662人）（前月より125人増） ／ 世帯 ： 193,834世帯（前月より134世帯増）

6月20日に市庁舎で開催された、市内在住の伊藤富貴子さ
んによるコンサート

このコンサートは、年４回程度、市庁舎
に町田ゆかりのアーティストをお招き
し、開催しています。地元アーティスト
の活動支援を行うとともに、新たな町
田市の魅力を発信します。

地産地SHOW

コンサート

町田市文化芸術
パートナーシップ協定音楽座ミュージカル

音楽座ミュージカル　とってもゴースト

©中垣ゆたか

市立博物館

企画展

黄金の地と 

南の海から

東南アジア陶磁の名品

会期：
9月3

日㈰ま
で

■問同館
☎72

6・15
31 国際版画美術館

企画展

紙の上の

いきものたち!!

会期：9月
24日㈰

まで

■問同館☎
726・2

771

町田市民文学館
ことばらんどで

 たからさがし！中垣ゆたか展
会期：9月18日㈷まで
■問同館☎739・3420

6月10日、11日に関連イベントとして行われたワー
クショップでは、玉川大学の学生が小学生に工作を教
え、文化芸術を通じて世代間の交流が生まれました。

期間中はイベントいっぱい!!
公式ツイッター、ホームページを
チェックして下さい。

この夏、

楽しめるイベントを

紹介するよ！

2 面も見てね！

褐
かつゆうらんさいりゅうもんしょくだい
釉藍彩龍文燭台

（ベトナム16～17世紀）

『イエスの生涯注解』より「エヴ
ァの創造」（部分）1478年頃刊

■問文化振興課☎724・2184

開催中!
開催中!

開催中
!

市では、市内の文化芸術団体とお互いに協力し合い、市の文化芸術振興を通してシ
ティセールスを行うため、町田市文化芸術パートナーシップ協定を締結しています。
2013年12月、町田市は第1号として音楽座ミュージカル/Rカンパニーと協定を締結
し、2016年12月に協定の更新を行いました。
 音楽座ミュージカル情報   VR（バーチャルリアリティ）技術を活用したインターネットラジオ
番組「SHOW MACHIDA GO ON」の配信を開始！ YouTubeでご覧いただけます。
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July

August

● 第77回国際写真サロン
7/12 ⇒ 8/13 ■問町田市フォトサロン ☎☎ 736・8281

● 村野常右衛門関係史料（後期）
7/15 ⇒ 9/3 ■問自由民権資料館 ☎☎ 734・4508

●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ルー！

7/29 ⇒ 9/24 ■問国際版画美術館 ☎☎ 726・2889

● ピンホールカメラ教室作品展
7/29 ⇒ 8/13 ■問町田市フォトサロン ☎☎ 736・8281

紙芝居・大人の時間
8/4  ■問町田市民文学館☎☎  739・3420

文学館でたのしむ
おとなのためのおはなし会
8/17  ■問町田市民文学館☎☎739・3420

町田市有形文化財指定記念　2017年度第１回特別展

まだまだあるよ！この   楽しめるイベント夏
※イベントの詳細は、各施設へお問い合わせ下さい。

この秋、和光大学ポプリホール鶴川は
開館５周年を迎えます

【会場】和光大学ポプリホール鶴川
【チケット取扱い】
○かわせみオンラインチケット
○町田市民ホール（電話・窓口）
○和光大学ポプリホール鶴川（窓口）
※発売初日は午前８時３０分から、かわせみオ
ンラインチケットまたは電話のみ。
※車イス席は窓口または電話のみ。
※6歳以上のお子さんから入場可。
※保育希望者（6か月以上の未就学児、申し込
み順、有料）は町田市民ホールへ併せて申し
込みを。
【問い合わせ】町田市民ホール☎72８・4３００
※その他にも多数公演あり

 開催予告！
和光大学

ポプリホール鶴川

開館５
周年記

念

シリー
ズ

中垣 ゆたか
©Kunihiko Ishijima

安齋 肇

◯シャイ・ウォスナー　ピアノリサイタル
１０月３０日㈪午後2時３０分開演　発売中／全席指定
３5００円

◯立川志の輔　独演会
１１月１３日㈪午後６時３０分開演　９月１4日㈭発売開
始／全席指定4８００円

◯ダニエル・ハリトーノフ　ピアノリサイタル
１2月８日㈮午後2時３０分開演　９月2０日㈬発売開始
／全席指定３5００円

◯山下洋輔　ソロライブ2０１7
１2月22日㈮午後2時３０分開演　
９月25日㈪発売開始／全席指
定45００円

©Jimmy & Dena Katz

水桶

　同館が所蔵する、ちょっと昔の生活道具を市庁
舎で展示します。道具に関するワークシートの作
成や、天秤

びん

棒を担ぐ体験コーナーを設置します。
◯日時　８月１０日㈭までの午前８時３０分～午後5時

（８月１０日は正午まで、土・日曜日を除く）
◯会場　イベントスタジオ（市庁舎１階）
◯問い合わせ　同館☎726・１5３１

市立博物館
シリーズ 町田の暮らしを知る
夏休みおうえん　昔の道具を調べよう！

国際版画美術館
①夏期子ども講座作品展　あったらいいな、こんなお札

さつ

展

自由民権資料館
季別展示「浪

なみ

江
え

虔
けん

と私立南多摩農村図書館～開館の頃」
　浪江虔が鶴川村大蔵（現町田市大蔵町）に開館した「私立南
多摩農村図書館」開館前後の資料を紹介します。
　浪江虔は、小作争議中の農民組合を支援するため鶴川村にきま
した。治安維持法による検挙、起訴で鶴川村を離
れますが、後に舞い戻り農村図書館を創設します。
◯日時　１０月１日㈰までの午前９時～午後4時３０分
◯休館日　月曜日（祝日の場合、翌日に振り替え）
◯会場　同館常設展示室
◯問い合わせ　同館☎7３4・45０８

　今年度の夏期子ども講座に参加した子どもたちと、指導にあたっ
た東京学芸大学生による作品展です。
◯日時　８月８日㈫～１３日㈰、午前１０時～午後5時（８日は午後１時か
ら、１３日は午後１時まで）
◯会場　同館市民展示室Ｂ室

②実技講座スクリーンプリントで紙にも布にも刷ってみよう！
◯対象　全回参加できる高校生以上の初心者
◯日時　９月１6日㈯、2３日㈷、24日㈰、いずれも午後１時３０分～4時
３０分、全３回
◯会場　同館アトリエ
◯内容　シルクスクリーンとも呼ばれる版画の技法で、８cm×１０cm以内の
絵柄を布バッグやカードに１・2色で印刷します。（道具、材料は同館で用意）
◯定員　１０人（抽選、結果は８月24日ごろ郵送）
◯費用　6０００円
◯申し込み　８月2日正午～2０日にイベントダイヤル（☎724・5656
コード１7０８０2H）へ（同館ホームページで申し込みも可）。
◯問い合わせ　同館☎726・2８８９

中垣ゆたかトークショー
①雑誌の現在と未来～編集者・イラストレーターの視点から
　現代の「雑誌」文化について、絵本作家の中垣ゆたか氏に語っ
ていただきます。
◯日時　９月３日㈰午後2時～３時３０分
◯ゲスト　「WIRED」日本版編集長・若林恵氏

②ことばらんどオリキャラ発明会議
　音楽をこよなく愛するなど、共通点も多いイラストレーター
のお二人に、ことばらんどのオリジナルキャラクターを考えて
もらう企画会議です。イベント内では、一般公募の「ことばらん
どオリキャラコンテスト」の公開選考会も実施します。
◯日時　９月１０日㈰午後2時～３時３０分
◯ゲスト　イラストレーター・安齋肇氏

◇
◯会場　同館
◯定員　各８０人（いずれも申し込み順）
◯申し込み　８月３日正午からイベントダイヤル

（☎724・5656コード①１7０８０３A②１7０８０３Ｂ）へ
（申し込みは３人まで）。
◯問い合わせ　同館☎7３９・３42０

町田市民文学館
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

©中垣ゆたか
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募　集募　集
保健所保健総務課
臨 時 職 員
対歯科衛生士の資格を有し、病院や
診療所で勤務経験のある方＝１人
勤務期間９月１日～１０月３１日の月～
金曜日（週５日勤務、祝休日を除く）
勤務時間午前８時３０分～午後５時
勤務場所保健総務課（市庁舎７階）
内歯科保健に関する普及啓発事務・
統計事務、医事・薬事に関する電話・
窓口対応事務等
報酬時給１４５０円（別途交通費支給）
選考書類、面接

申履歴書（３か月以内に撮影した写
真を貼付）と職務経歴書（様式自由）
を各１通ずつと、歯科衛生士免許証
のコピーを同封のうえ、８月１５日ま
で（必着）に郵送で保健総務課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問保健総務課☎７２２・６７２８

お知らせお知らせ
住宅の耐震化を応援します

【木造住宅耐震相談会】
対市内にある昭和５６年５月３１日以
前に着工された戸建ての木造住宅

（賃貸用の住宅は除く）を、自らが所
有している方

日①９月７日②１０月５日、いずれも木
曜日午後２時～４時
場①市庁舎②町田市民フォーラム
内木造住宅の無料簡易耐震診断と耐
震化助成制度の説明、個別相談、申請
の受け付け
定各５０人（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。

８月は「道路ふれあい月間」
　「道路ふれあい月間」を機会に、一
人ひとりの心掛けで、すべての人が
笑顔で歩ける道路環境を目指しまし
ょう。
【みちピカ町田】
　市が取り組む道路愛護運動です。
安全で快適な道路環境のために行動

する方に、ステ
ッカーを玄関
先に掲示して
いただいてい
ます。リーフレ
ットやステッ
カー（＝右上）
は道路管理課で配布しています。
【アダプト・ア・ロード事業】
　市と協定を結んだ市民活動団体の
活動を通して、市が管理している道
路施設や道路用地等をより良い環境
にしようというものです。約４５団体
の皆さんが市と協定を結び、清掃活
動や花壇の整備を行っています。

◇

問道路管理課☎７２４・３２５７

重点事業プランの主な成果

行政経営改革プランの主な成果 財政見通しと５ヵ年合計決算額との比較

計画の達成状況

問経営改革室☎７２４・２５０３

基本目標Ⅱ　安心して生活できるまちをつくる
地域の高齢者支援として、見守り支援ネットワークを新たに２６の地域で
構築し、全部で２８の地域へと広げました。

介護施設を整備し、特別養護老人ホームの定員数を４５７人増やし、２０５９
人に拡大しました。

忠生市民センターと成瀬コミュニティセンターの建て替えを行いました。

基本目標Ⅲ　賑わいのあるまちをつくる
町田駅周辺の魅力をより一層高めるため「町田市中心市街地
まちづくり計画」を策定しました。

市内事業者の起業を支援する施設として、町田新産業創造セ
ンターを設立しました。

観光交流の拠点として、小野路宿里山交流館を整備しました。

基本目標Ⅳ　暮らしやすいまちをつくる
多摩都市モノレールの町田方面延伸や小田急多摩線延伸について、国や東京都
へ働きかけを行いました。国の交通政策審議会の答申で、「『東京圏の都市鉄道
が目指すべき姿』を実現する上で意義のあるプロジェクト」とされました。

相原駅西口、南町田駅北口の駅前広場を整備しました。

ＪＲ横浜線以南地域で容器包装プラスチックの資源化を開始しました。また、熱
回収施設等整備運営の事業者を決定しました。

こんな行政経営改革に取り組みました！

　歳入・歳出ともに、５ヵ年合計決算額が計画額を上回りました。歳入は、徴収率の
向上等により、市税が計画額を上回るなど、すべての項目で計画額を上回りました。
そのため、歳出は、その他の経費のうち、政策的事業費などで、計画額を上回ること
ができました。義務的経費は、ほぼ計画額どおりとなりました。

　計画額に対する２０１２～２０１６年度（平成２４～２８年度）の５ヵ年合計決算額（※）
は、以下のとおりです。※２０１６年度（平成２８年度）は決算見込額になります。

　市では、将来のあるべき姿を見据え、２０１２～２０２１年度の１０年間に、何を目標
に、どのようにまちづくりを進めていくのかを示す町田市基本計画「まちだ未来づ
くりプラン」と、その実行計画である「町田市新５ヵ年計画」を２０１１年１２月に策定
し、２０１２年度から取り組んできました。
　この度、「町田市新５ヵ年計画　２０１２～２０１６年度の取り組み結果」がまとまり
ました。この中から、「重点事業プラン」と「行政経営改革プラン」は取り組みの一部
を、「財政見通し」は計画額と５ヵ年の合計決算額との比較分析を紹介します。
　新５ヵ年計画のすべての取り組みなど、詳細は、各市立図書館にある冊子、また
は町田市ホームページでご覧いただけます。
市HP 新５ヵ年  検索

　「重点事業プラン」で示す８８事業（２事業中止）のう
ち、目標を達成しているのは６２事業（７２％）でした。
　「行政経営改革プラン」で取り組む４３項目のうち、目
標を達成しているのは３２項目（７４％）でした。
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「町田市新5ヵ年計画　2012～2016年度の取り組み結果」がまとまりました

基本目標Ⅰ　将来を担う人が育つまちをつくる
市立保育園の建て替えや２０年間期間限定認可保育所の整備支援等
により、保育サービス定員を２３７１人増やし、７７８８人としました。

子どもセンターについて、「ただＯＮ」と「まあち」のオープンによ
り、５館構想の整備が完了しました。

「常設型冒険遊び場」を２０１４年度に芹ヶ谷公園、２０１５年度に鶴川
中央公園の２か所に整備しました。

全国の市区町村で初めて、
複式簿記・発生主義の考え
方に基づく新公会計制度を
導入し、２０１３年度に、町田
市版財務諸表が完成しまし
た。

２０１７年３月に、「町田市地
域経営ビジョン２０３０」を
策定しました。

業務の見直し等により、職
員定数を２１９５人とし、６７
人の削減を実現しました。

２０１３年度にコンビニエン
スストアで交付できる証明
書を２種類から６種類に増や
すとともに、取り扱いコンビ
ニ事業者を１社から４社に増
やしました。

２０１５年度から自治体間比
較を活用した業務改革に着
手し、同一法令に基づく基幹
業務について、業務のプロセ
ス、コスト、サービス等を他
自治体と比較し、業務改革を
進めています。
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日8月6日㈰午前7時～ 8時（売り切れ次第終了）　場教育センター校庭　問農業振興課☎724・2166町田産新鮮野菜がいっぱい!日曜朝市

お知らせお知らせ
生涯現役！地域活躍を応援します！

ア ク テ ィ ブ シ ニ ア 
介 護 人 材 バ ン ク

　いずれも研修終了後、町田市介護
人材バンクに登録して、継続した就
労支援を受けることができます。

【初級研修】
　市内の介護施設で周辺業務（清掃、
ベッドメイキング、配膳、介護補助
等）を主とした就労を希望する方向
けの研修です。
対市内在住のおおむね５０歳以上で
介護施設での就労を希望する方
日９月６日㈬午後１時３０分～５時
場町田市民フォーラム
定３０人（申し込み順）

【フォローアップ研修】
　生きがいのある介護の仕事をする
ために、知っておきたい労働契約の
ポイントやお金について学びます。
対市内在住のおおむね５０歳以上の
町田市介護人材バンク登録者（登録
希望者も含む）、初級研修修了者（就
労した方も含む）
日９月２８日㈭午後１時～５時
場町田市文化交流センター
講やまだ社会保険労務士事務所所長
・山田隆司氏
定８０人（申し込み順）

◇
申電話で町田市介護人材開発センタ
ー・町田市介護人材バンク（☎８６０・
６４８０、受付時間＝祝休日を除く月
～金曜日の午前９時～午後５時）へ。

問いきいき総務課☎７２４・２９１６
児童扶養手当

現 況 届 の 提 出 を
　児童扶養手当を受給中の方、支給
停止中の方に現況届を送付しました
ので、提出をお願いします。
　現況届を提出しない場合は、８月
分（１２月振り込み）からの手当が受
けられなくなります。
　なお、手当の受給開始から５年を
経過した方等には、６月下旬に「児童
扶養手当一部支給停止適用除外事由
届出書」を送付していますので、現況
届と一緒に提出して下さい。提出が
ない場合や遅れた場合は、８月分か
らの手当が２分の１に減額されます。
申現況届の右上に記載された必要書
類を添付のうえ、８月３１日までに直
接子ども総務課（市庁舎２階）へ。
※状況確認を行いますので、受給者
本人がおいで下さい。
※各市民センター等での受け付けは
行いません。
問子ども総務課☎７２４・２１４３
町区域の新設に関する市民懇談会

（金井町地区）
会 員 公 募

　金井町地区で住所整理事業を実施
するにあたり、新しい町の区域や町
名等について話し合う市民懇談会を
開催します。この懇談会は、町内会・
自治会、商店会の方、まちづくりに関
するＮＰＯ法人の方、公募した地域住
民等で構成されます。
対金井町在住の１８歳以上の個人ま
たは金井町に所在する法人＝１０人

（抽選）
任期１０月から１年間、全６回（予定）
申申込書と応募理由書（４００字以内）
を、８月３１日まで（必着）に直接また
は郵送で土地利用調整課（市庁舎８
階）へ。
※申込書等は土地利用調整課で配
布、町田市ホームページでダウンロ
ードもできます。郵送を希望する方
はご連絡下さい。
市HP 金井　懇談会  検索
問土地利用調整課☎７２４・４２５４
更新します

国民健康保険被保険者証
　現在、使用されている被保険者証
の有効期限は９月３０日です。１０月１
日から有効の新しい被保険者証は、
９月中に簡易書留（転送不可）でお送
りします。
　留守が多いなど郵便では都合の悪
い方には、窓口でお渡しすることも
できます（世帯主または世帯主の委
任を受けた同世帯の家族に限る）。

【窓口で受け取りを希望の場合】
　８月１４日～２５日の午前８時３０分
～午後５時（月～金曜日）に保険年金
課へ電話予約のうえ、９月１０日～２２
日に窓口（市庁舎１階、受付時間＝午
前８時３０分～午後５時）へ、現在使用
中の被保険者証・印鑑・世帯主からの
委任状（家族の場合）をお持ち下さ

い。
※期限内に受け取りをしなかった場
合は、後日簡易書留でお送りします。
問保険年金課☎７２４・２１２４
大地沢青少年センター～２０１８年２
月分の

利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申８月５日午前８時３０分から電話で
同センター（☎７８２・３８００）へ。
※初日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選、午後１時以降は申し
込み順に受け付けます。
※２月６日、１３日、１４日、２０日、２７日
は利用できません。
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
２０１８年２月分の

利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申８月１日午前８時３０分から電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ

（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）。
※２月５日～８日、１３日～１５日、２１
日、２２日は利用できません。

心身障がい者各種制度のお知らせ

には、資格消滅通知をお送りしま
す。なお、以前に所得超過で受給資
格を喪失した方も、所得（表２参
照）によって対象となる場合もあ
ります。詳細はお問い合わせ下さ
い。
※有効期間の過ぎた受給者証は障
がい福祉課へお返し下さい。

【該当する方は申請・提出を～心身
障害者福祉手当】
　心身障害者福祉手当は８月で年
度が切り替わります。７月までに
申請をして所得超過により却下と
なった方で、２０１７年度（２０１６年
中）所得が限度額以内の場合（表１
参照）は、８月中に申請して下さ
い。所得の詳細についてはお問い

合わせ下さい。
※現在受給中で、２０１７年度所得が
限度額を超える方には、別途通知し
ます。

【更新します～心身障害者医療費助
成制度○障 受給者証】
　重度障がい者（身体障害者手帳１・
２級〔内部障がいは３級も含む〕、愛の
手帳１・２度）の方を対象とした受給

者証の更新を行います（所得制限基
準額を超える方〔表２参照〕、６５歳以
上で初めて申請する方、後期高齢者
医療被保険者証をお持ちで住民税が
課税の方は対象外）。
　引き続き助成が受けられる方には
９月からの新しい受給者証を８月下
旬にお送りします。また、所得が基準
を超える等で受給資格の無くなる方

問障がい福祉課☎７２４・２１４８

表1　心身障害者福祉手当の概要
対象者 手当額

（月額）
所得限度額（2017年度〔2016年中〕所得）

扶養人数 受給者本人所得
①~④のいずれかに該当する、心身に障がいのあ
る20歳以上65歳未満の方
①身体障害者手帳1･2級②愛の手帳1~3度③脳性
マヒ④進行性筋萎縮症
※施設入所者、所得が一定額以上の方は除きます。
精神障害者保健福祉手帳は対象外です。

心身障害者
福祉手当
1万5500
円

0人 360万4000円
1人 398万4000円
2人 436万4000円
3人 474万4000円
4人 512万4000円

以降、扶養人数1人につき38万円加算
※所得限度額は目安であり、個別に判断する必要がありますので、詳細はお問い合わせ下さい。

表2　心身障害者医療費助成の所得制限基準額
〇適用期間＝9月1日～2018年8月31日
〇収入期間＝2016年中の所得
扶養親族等の人数 基準額

0人 360万4000円
1人 398万4000円
2人 436万4000円
3人 474万4000円
4人 512万4000円
5人 550万4000円

※基準額を超える方は
対象になりません。
※20歳未満の方は、国民
健康保険の世帯主、また
は社会保険の被保険者
の所得です。
※20歳以上の方は、障が
い者ご本人の所得です。

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

8月4日㈮午前
10時~正午

市庁舎2階会議
室2-1

5人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づ
くり課（☎724・4267）へ

町田市都市計画
審議会

8月7日㈪午前
10時から

市庁舎3階第1委
員会室（予定）

10人
（申し込み順）

事前に電話で都市政策
課（☎724・4247）へ

町田市環境マネ
ジメントシステム
外部評価委員会

8月9日㈬午後6
時 3 0 分~ 8 時
30分

市庁舎2階会議
室2-2

10人
（申し込み順）

8月8日午後5時までに
電話で環境政策課（☎
724・4386）へ

町田市国民健康
保険運営協議会

8月17日㈭午後
2時~4時

市庁舎2階会議
室2-2

3人
（申し込み順）

8月10日午後5時までに
電話で保険年金課（☎
724・4027）へ

町田市高齢社会
総合計画審議会

8月18日㈮午後
6時30分~8時

市庁舎3階会議
室3-1

10人
（申し込み順）

事前に電話でいきいき
総務課（☎724・2916）へ

地域活動功労者に感謝状を贈呈しました
問市民協働推進課☎７２４・４３５８

　６月２７日、市庁舎で地域活動功労者への感謝状の贈呈式を行いました。
この感謝状は、町内会・自治会等からの推薦により、地域の課題解決のた
め、地域で連携・協力している個人や団体に対し、贈呈するものです。
　贈呈式では、長年にわたり
子どもの見守り活動や農業
に関する学習機会の提供に
尽力されている３人の方に、
市長から感謝状が手渡され
ました。

【表彰された方（敬称略）】
○石井隆
○野澤滋享
○前島利一

左から野澤さん、石阪市長、前島さん、石井さん
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お知らせお知らせ
生涯学習センターまつり
企 画・運 営 委 員 募 集
　２０１８年３月に実施する「生涯学習
センターまつり」の企画検討、準備、
当日運営等に関わっていただく企画
・運営委員を募集します。
対水曜日の夜間に開催する企画・運
営委員会に参加できる方
日初回打ち合わせ＝９月１３日㈬午後
６時から（２０１８年３月まで月２～３回
程度開催）
場生涯学習センター
申住所・氏名・電話番号・年齢を明示
し、電話またはＦＡＸで同センター
（☎７２８・００７１返７２８・００７３）へ。
中央図書館
ＹＡコーナー展作品募集
　中央図書館ＹＡ（ヤングアダルト）
コーナーに、個人やクラブで作った
絵や書、写真などの平面作品を展示
してみませんか？
対１０～２０代の方、ＹＡコーナー利用者
募集期間１０月６日㈮まで
申出展票（各市立図書館に有り、町田
市立図書館ホームページでダウンロ
ードも可）と作品を直接中央図書館
５階視聴覚カウンターへ。
※作品の規格は、絵や書がＢ６～Ａ３、
写真がＬ版～Ａ３です。
※作品展示期間は、１０月１３日～２０１８
年１月１０日です。
問同館☎７２８・８２２０

催し・講座催し・講座
まちだ〇

まる

ごと大作戦１８－２０
作戦会議「まちだ好きの
集 い 」参 加 者 募 集
　「まちだ〇ごと大作戦１８－２０」
は、市民や地域の提案により“夢”の
実現を目指す市民が主役の取り組み
です。
　集まった意見やアイデアを更に膨
らませたり、“夢”を実現させるため
の仕組みづくりなど、検討を深めて
いきます。
　まちや地域をもっと盛り上げてい
くため、楽しいことがしたい、地域の
魅力を創りたい、サポートしたい方
は、奮ってご参加下さい。
日８月２６日㈯午前９時３０分～午後０
時３０分
場市庁舎
定１００人（申し込み順）
申８月２日正午～２０日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０８０２
D）へ。
問広報課☎７２４・４０８４
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８月２８日㈪、２９日㈫、いずれも午
後２時３０分～４時
場市庁舎
定各１５人（申し込み順）
申８月３日正午～２０日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０８０３

D）へ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
介護の基本を学びたい方へ
基礎介護技術講習会
対市内在住の①家庭で介護をしてい
る方②介護職に就労したい、または
関心のある方③現在介護の仕事をし
ていて基本を学びたい方
日９月３日㈰午後１時～５時
場（社福）七五三会いづみの里
※駐車場はありません。
内認知症の基礎知識に関する講義、
移動・移乗介助、高齢者の疑似体験等
講（公社）東京都介護福祉士会
定４０人（申し込み順）
費③のみ４０００円（会員事業所職員
は２０００円）
申住所・氏名・電話番号を明示し、８
月２５日午後５時までに、電話または
ＦＡＸで町田市介護人材開発センタ
ー（☎８５１・９５７８返８５１・９５７９、受
付時間＝祝休日を除く月～金曜日の
午前９時～午後５時）へ。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６
歌って　踊って　楽しく　健康長寿
をめざそう
音 楽 体 操 教 室
　懐かしの歌や音楽に合わせて体を
動かすなど、無理なくできる体操教
室です。
対市内在住の、医師から運動制限を
受けていない原則全回参加できる満
６０歳以上の方
日９月１５日、２２日、２９日、いずれも
金曜日午前９時１５分～１０時１５分、
全３回
場ふれあいいちょう館
定２０人（ふれあい館の利用登録がな
い方を優先のうえ、抽選）
申８月４日正午～１３日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０８０４
Ｅ）へ。
※参加には、ふれあい館の利用券の
作成（無料）が必要です。身分証明書
（保険証等）と２つの緊急連絡先が必
要になりますので持参して下さい。
※会場については、ふれあいいちょ
う館（☎７３５・５０２０）へお問い合わ
せ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日８月３０日㈬午後２時～３時３０分
場徳永薬局（西成瀬）
内認知症の方の薬との付き合い方
定３０人（申し込み順）
申電話で南第３高齢者支援センター
（☎７２０・３８０１）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
おいしく！楽しく！健康に！
男 性 料 理 教 室
　栄養バランスが良く、繰り返し作
れるメニューを調理・会食します。
対市内在住の６５歳以上の料理初心
者の男性で、全回参加できる方
日９月１４日㈭、２１日㈭、２９日㈮、い
ずれも午前１０時～午後１時、全３回
場町田市民フォーラム
定２０人（抽選、結果は８月２５日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申８月４日正午～９日にイベントダイ

ヤル（☎７２４・５６５６コード１７０８０４
D）へ。
※当日の詳細は、町田市シルバー人
材センター（☎７２３・２１４７、受付時
間＝午前９時～午後４時）へお問い合
わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

町田市ゲートボール大会
対市内在住のゲートボール愛好者で
編成するチーム
日９月１４日㈭午前９時～午後４時（予
備日は１５日）
場木曽山崎グラウンド
申所定の用紙（町田市ゲートボール
協会に有り）に記入し、８月２５日午後
３時までに直接同協会へ（月・土・日
曜日と８月５日～２１日は除く）。
※同協会未登録の場合は、同協会（せ
りがや会館内、☎７２２・２２５３）へご
相談下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
認知症予防教室～旅行のすすめ
認知症に強い脳を作ろう！
　プログラムを終了した後も、グル
ープの仲間と活動を継続することを
目指します。
対小野路町、野津田町、金井、金井町、
大蔵町、薬師台にお住まいの６５歳以
上で、全回出席できる方
日①事前講演会＝９月５日㈫午前１０
時～正午②５日間プログラム＝９月
１２日、１９日、２６日、１０月３日、１０日、
いずれも火曜日午前１０時～正午、全
５回
場和光大学ポプリホール鶴川
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と脳の健康度テ
スト②旅行の計画を考え、実施する
ことで、知的機能を積極的に使う習
慣を身に着ける
講①（特）認知症予防サポートセンタ
ー職員②高齢者支援センター職員
定①２５人②１６人（いずれも申し込
み順）
費①１００円②９００円
申８月１日午前９時から電話で鶴川第
１高齢者支援センター（☎７３６・
６９２７）へ。
※当日の詳細は、同センターへお問

い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

出張認知症カフェ（Ｄカフェ）
　この取り組みは、認知症の方や家
族、支援者が気軽に集まり、情報交換
や交流を行うものです。今回は、より
多くの方に知っていただくことを目
的に、スターバックスコーヒーの協
力により開催します。
対認知症の方や家族、支援者
日８月２３日㈬午前１０時～正午
場スターバックスコーヒー町田金森
店（金森３－１－１０）
※飲食代は自己負担です。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

認知症サポーター養成講座
　認知症の基礎知識や対応方法を学
びます。講座終了後に、認知症サポー
ターの証しとなるオレンジリングを
お渡しします。
対市内在住、在勤、在学の方
日９月１４日㈭午後２時～３時３０分
場忠生市民センター
定１２０人（申し込み順）
申８月４日正午～９月１１日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０８０４Ｃ）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
生涯学習センター・町田地方史研究
会共催
講 演 会

【「地形から見る日本文明」～日本史
の謎“忠臣蔵”】
　講師の著書『日本史の謎は「地形」
で解ける』の中にある「半蔵門は本当
に裏門だったのか」というお話から
忠臣蔵の秘密に迫ります。
日８月２６日㈯午後１時３０分～３時３０
分
場わくわくプラザ町田
講（特）日本水フォーラム代表理事・
竹村公太郎氏
定１１０人（申し込み順）
申８月２日正午～２０日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０８０２
Ｅ）へ。
問生涯学習センター☎７２８・００７１

１０月１日にオープンします
鶴川駅南側自転車駐車場

　鶴川駅南側自転車駐車場（地図参照）は、１０月１日から（公財）自転車駐車
場整備センターが管理・運営を行います。なお、既存の無料駐輪場は９月２７
日に閉鎖します。
一時利用料金１００円（１００台まで、２４時間利用可）
【自転車定期利用者を募集します】
　自転車定期利用者の新規予約（７５９台分）を受け付けます。
利用料金１か月１４００円、３か月４２００円、６か月８４００円（いずれも抽選、結果
は９月８日に発送）
申ハガキに住所・氏名（ふりがな）・電話番号を明記し、８月２日～２５日（消印
有効）に（公財）自転車駐車場整備センター管理部鶴川駅南側自転車駐車場
抽選係（〒１０３－００２１、中央区日本橋本石町４－６－７、日本橋日銀通りビル
４階）へ（同センターホームページで申
し込みも可）。
※応募は１人１台までです（複数の応募
は無効）。
※当選した方は、９月２３日㈷～３０日㈯
に鶴川駅西側自転車駐車場で手続きを
して下さい。
問同センター管理部☎０３・６２６２・５３２２、
町田市道路管理課☎７２４・３２５７

鶴川街
道

小田急線

至玉
川学
園前

鶴見川

和光大学
ポプリホール鶴川

鶴川駅西口

鶴川駅

鶴川駅南側
自転車駐車場
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団体の価値を表現しよう！～共感を
獲得する

キャッチフレーズ作成講座
　多くの共感を得られる団体運営の
方法や、団体活動を支援するための
ノウハウを学び、今後の市民活動に
つなげていきます。
　今回は、共感を得られるキャッチ
フレーズの作成方法を学びます。
対市内在住、在勤、在学の方
日９月５日㈫午後６時３０分～８時
場市庁舎
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９月１日までに電話で市民協働推
進課（☎７２４・４３６２）へ。

市 民 公 開 講 座
【骨粗しょう症と骨折予防】
日９月９日㈯午前１０時～１１時３０分
場町田市民病院
講町田市民病院整形外科部長・石原
裕和医師
定１５０人（申し込み順）
申８月４日正午～９月３日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コード
１７０８０４Ｂ）へ。
問町 田 市 民 病 院 医 事 課 ☎７２２・
２２３０（内線７１３８）
開催します

ハ ー ブ テ ィ ー 講 座
　市庁舎４階にある屋上花畑の植物
を使用したハーブティーを、お菓子
と共に試飲しながら効用などのお話

を聞く講座です。
日８月２７日㈰午前１０時３０分～正午
場市庁舎
※駐車場に限りがあります。
講（社福）ボワ・すみれ福祉会ニーズ
センター花の家職員
定２５人（申し込み順）
費５００円
申８月３日正午～１７日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０８０
３Ｃ）へ（申し込みは５人まで）。
問庁舎活用課☎７２４・２１６５
アルファ化米と乾パンを使って
防災食をおいしく食べよう！

　防災食として家庭に保存している
アルファ化米や乾パンで簡単・おい
しいレシピを学び、調理実習します。
対市内在住の方
日８月２４日㈭午前１１時～午後１時
場健康福祉会館
講町田市食育ボランティア
定１５人（申し込み順）
費１００円（食材費）
申８月２日正午～１５日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０８０
２Ｃ）へ。
問保健予防課☎７２２・７９９６
市立図書館～おはなし会ボランティア

養 成 講 座（ 語 り 手 ）
対市内在住、在勤、在学の、全回参加
でき、受講後に市立図書館でおはな
し会の語り手ボランティアとして登
録できる方
日１１月７日、１４日、２８日、１２月５日、
いずれも火曜日午後２時～４時（７日
のみ午後１時３０分から）、全４回
場中央図書館
内語ることの意味やおはなしの選び

方、演じ方等を学ぶ
定１０人（抽選）
申８月２日～１０月１１日に、各市立図
書館で開催している水曜日のおはな
し会を見学後に申し込み。
※各市立図書館により、おはなし会
の日程が異なります。
問中央図書館☎７２８・８２２０
町田市障がい者福祉センター

ひかり療育園センターまつり
日８月２６日㈯午後５時～７時１５分

（小雨実施）
場ひかり療育園
内盆踊り、和太鼓演奏、各種ゲームコ
ーナー、模擬店等
問ひかり療育園☎７９４・０７３０

南市民センターまつり
　南市民センターを利用する団体
が、日ごろの活動の成果を発表し、地
域での交流を図ります。
※当日、同センター１階ロビーでプ
ログラムを配布します。
日８月２７日㈰午前１０時２０分～午後
４時
場同センター①１階ロビー②２階ホ
ール
内①展示＝水彩画、栽培洋ラン、絵手
紙等（おもちゃの製作も有り）②発表
＝弦楽器アンサンブル、日本剣道形

（演武）、リズム体操、音楽アンサンブ
ル、吹奏楽演奏、社交ダンス等
※南共栄会商店街の夏祭りと子ども
センターばあんの夏祭りも同日に行
われます。
問同センター☎７９５・３１６５
ヒューリック・ダイハツJAPAN

パ ラ バ ド ミ ン ト ン 
国際大会 2 0 1 7 開催！

　世界バドミントン連盟（ＢWF）公
認の国際大会の一つが日本で初めて
開催されます。
　ヨーロッパやオセアニア、アフリ
カ、東南アジアなど、２９か国から
１８０人以上の選手が町田に集まりま
す。日本代表選手も車椅子クラスの
山崎悠麻選手、小倉理恵選手（WＨ２
クラス）、義足の日本チャンピオンの
藤原大輔選手（ＳＬ３クラス）、上肢障
がいの豊田まみ子選手、浦哲雄選手

（ＳＵ５クラス）など世界ランキング
上位の選手が出場します。
　この機会に、バドミントンの魅力
に触れてみませんか。
日９月７日（木）～１０日（日）
※タイムスケジュール等の詳細は、
日本障がい者バドミントン連盟ホー
ムページをご覧下さい。
場市立総合体育館
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

●市立総合体育館
【①よちよち親子体操教室
②のびのび親子体操教室】
対市内在住、在勤、在学の①１歳６か
月～１歳１１か月の幼児とその保護者
②２歳６か月～２歳１１か月の幼児と
その保護者日９月１３日～１１月１５日
の水曜日、①午前９時３０分～１０時
２０分②午前１０時４０分～１１時４０
分、各全１０回定各２５組（抽選）費１組
４７００円申往復ハガキ（１組１枚）に必
要事項を明記し、８月８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・初級者卓球教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日９月１５日～１２月８日の金曜日
（１０月６日、１１月３日、１２月１日を除
く）、午後３時３０分～５時３０分、全１０
回定５０人（抽選）費４５００円申往復ハ
ガキ（１人１枚）に必要事項を明記し、
８月１５日まで（消印有効）に同館へ

◇
問同館☎７２４・３４４０

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。

催し・講座催し・講座

●サン町田旭体育館～小学
生バスケットボール教室
対市内在住、在学の小学４
～６年生日９月２日～１２月１６日の土
曜日（９月２３日、１０月１４日、２８日、
１１月４日、２５日を除く）、午前９時３０
分～１１時３０分、全１１回定８０人（抽
選）費１８００円申往復ハガキに必要
事項を明記し、８月１５日まで（消印有
効）に同館へ問同館☎７２０・０６１１
●市立室内プール～幼児体
力アップ運動スクール２期
対３歳以上の未就学児日９
月８日～１０月２０日の金曜日、午後３
時３０分～４時３０分、全７回定２０人
（抽選）費５６００円申往復ハガキに必
要事項を明記し、８月２７日まで（必
着）に同プールへ問同プール☎７９２
・７７６１
●町田市フォトサロン
【キヤノンイーグルス写真展】
　キヤノンギャラリーで開催した写
真展を新たに組み直したものです日
８月１７日㈭～２７日㈰場同サロン２階

展示室／２７日午後１時～２時３０分
に、オフィシャルフォトグラファー
の水谷たかひと氏によるギャラリー
トーク・写真講評会を行います
【しょうぶ・あじさい写真展】
　薬師池公園を彩るしょうぶ・あじ
さいの写真展です日８月１７日㈭～
２８日㈪場同サロン１階展示室

◇
問同サロン☎７３６・８２８１
●忠生公園
【①定例自然観察会～昆虫を知ろう】
　夏の昆虫を観察しながら学習しま
す。
日８月６日㈰午前９時３０分～１１時３０
分（雨天中止）定２０人（申し込み順）
【②夜の自然観察会～夜に咲く花と
セミの羽化観察】
　夜に咲くカラスウリの花やセミの
羽化を観察します対５歳以上の方
（小学生以下は保護者同伴）日８月１２
日㈯午後６時３０分～８時３０分（雨天
中止）定３０人（申し込み順）

◇

場同公園自然観察センター（忠生が
にやら自然館）申①８月２日午前９時
から②８月７日午前９時から電話で同
公園（☎７９２・１３２６）へ
●町田市自然休暇村～きのこ狩りツ
アー
　きのこ鑑定人が同行します対市内
在住、在勤、在学の方とその同行者日
①９月２４日㈰午前８時～２５日㈪午後
５時ごろ②１０月１日㈰午前８時～２日
㈪午後５時ごろ、１泊２日、集合は町田
ターミナルプラザ、解散は町田駅周
辺（予定）場町田市自然休暇村（長野
県南佐久郡川上村）定各４０人（申し
込み順）／各日とも最少催行人数３５
人費大人各１万７８００円（交通費、宿
泊費、１日目昼食～２日目昼食代（４
食）、保険料、ガイド料含む）申①８月
１日午前９時から②８月１５日午前９時
から、電話で自然休暇村（錆０１２０・
５５・２８３８）へ／①９月１５日以降②９
月２２日以降の取り消しは、キャンセ
ル料が必要です

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）

相模原納涼
花火大会

となりの
まちから
相模原市

　相模原の夏の夜空を彩
る風物詩。スターマインを中心に、約
８０００発の花火が夜空いっぱいに広
がります。
日８月２６日㈯午後７時～８時１５分
場相模原市中央区水郷田名相模川高田橋上流（荒天・相模川増水時は２７日
に順延、２７日も開催できない場合は中止）
交通ＪＲ横浜線相模原駅南口から「水郷田名」行きバス終点下車徒歩５分（午
後２時以降は「田名バスターミナル」で下車、徒歩１５分）
※午後３時以降のバスは、開始までに到着できない場合があります／大会当
日、FＭ ＨＯＴ８３９（８３．９ＭＨｚ）で交通情報・実況中継を放送します／花火大
会臨時駐車場は有料です（駐車場利用協力金１台１０００円）／当日の開催状況
は、テレホンサービス（☎０１８０・９９・１２３３、有料、自動音声）でご確認下さい。
問相模原市コールセンター☎７７０・７７７７（受付時間＝午前８時～午後９時）
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●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時
～午後5時）、6日＝はぎの耳鼻咽喉
科（☎728・8737、玉川学園7-1-6）

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

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

小
田
急
線

至
旭
町

至町田

町田街道

福祉会館前

至
金
森

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
1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
2日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
3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
4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
5日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

6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、
小児科 虫明婦人科内科小児科医院 ☎796・4807 金森3-19-10

内科、
小児科 鈴木内科医院 ☎044・988

・7057 三輪緑山3-22-11

内科、
小児科 多摩境きむらクリニック ☎774・1700 小山ヶ丘5-2-6

午前9時～翌朝9時
内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

外科系
おか脳神経外科 ☎798・7337 根岸町1009-4
町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

7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
8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
9日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
10日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

11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、
小児科 小阪内科クリニック ☎799・3933 金森東4-44-3

内科 岩﨑整形・形成外科クリニック ☎726・1505 玉川学園8-8-1
内科、
小児科 小出クリニック ☎721・2918 木曽東1-15-40

午前9時～翌朝9時
内科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

外科系
町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

12日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

13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、
小児科 すずかけ台診療所 ☎795・2121 つくし野3-17-9

内科 平野クリニック ☎732・1321 西成瀬3-18-1
内科 やました内科・脳神経クリニック ☎794・6327 山崎町2055-2

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
町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

14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

●ひなた村
【①ひなた村イブニングキャンプ】
対市内在住、在学の小学生とその家
族日8月11日㈷午後1時～6時30分

（雨天中止）内外遊び、簡単な野外調
理で軽食作り、薪

たきぎ

を集めてキャンプ
ファイア定40人（申し込み順）費1人
300円
【②夏休み糸のこ教室】
対市内在住、在学の小学3～6年生日
8月24日㈭、午前10時～正午、午後1
時30分～3時30分内電動糸のこ盤
を使ってパズル等組み木のおもちゃ
作り講町田糸鋸の会定各10人（申し
込み順）費200円（糸のこ1台につ
き）
【③ピザ窯講習会】
対市内在住、在勤、在学の高校生以上
の方日9月2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（受講者には、
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ひなた村科学クラブ“ぷち”～科
学捜査“なぞなぞりん”からのちょう
せんじょう】
対市内在住、在学、在園の5歳～小学

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。

生とその保護者（小学生は子どもの
みの参加も可）日9月3日㈰午前10
時～正午内科学捜査、謎解き等講ま
ちだ実験し隊定20人（申し込み順）
費300円
【⑤人形劇団ひとみ座～ひなた村公
演「岸辺のヤービ」】
　ハリネズミのような姿をしたクー
イ族の「ヤービ」による冒険の話です
対市内在住、在勤、在学の方（2歳以
下の幼児は保護者の膝上で鑑賞）日
9月10日㈰午後2時開演／午後0時
30分～1時20分にワークショップ

（ペープサート制作体験）を行います
定250人、ワークショップ50人（い
ずれも抽選）費500円（18歳以下は
無料）、ワークショップ100円

◇
申①②③④8月2日午前10時から電
話でひなた村へ⑤往復ハガキ（家族
は1枚で可）に住所・氏名・電話番号・
入場希望人数・18歳以下の方の年齢
・ワークショップ参加希望者は参加
者氏名と人数を明記し、8月22日ま
で（ 必 着 ）に ひ な た 村（ 〒194－
0032、本町田2863）へ／⑤は定員
に満たない場合、8月23日午後1時

から直接または電話で受け付けます
問ひなた村☎722・5736
●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23日㈬午前10時15分

～午後1時場忠生市民センター定10
組（申し込み順）費大人500円、小学
1～3年生300円（食材費）申8月2日
正午～14日にイベントダイヤル（☎
724・5656コード170802Ｂ）へ問
保健予防課☎722・7996

暮らしに関する相談
　予約制の相談は、電話で①～⑧市民相談室（☎724・2102）へ対市内在住の方（②、
⑪を除く）

名　称 日　程 予約方法／相談時間

①法律相談
月～金曜日

（11日 ～18日
を除く）

前週の金曜日から電話で予約
※8月10日は予約受付を行いません。次回分は
8月18日に受け付けます。

②交通事故相談 9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）4日㈮ 電話予約制（随時）／午後1時30分～4時

④国税相談 1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 8日㈫
⑥登記相談 3日㈭
⑦行政手続相談 10日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 2日㈬
⑨国の行政相談 8日㈫ 直接市民相談室（市庁舎1階）へ/午後1時30分

～4時⑩建築・耐震相談 2日㈬
⑪電話による女性悩
みごと相談（家庭、人間
関係、女性への暴力）

月～土曜日
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎721・
4842）へ/午前9時30分～午後4時（水曜日のみ午後1
時～8時〔第3水曜日は除く〕）※法律相談有り＝要予約

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
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広　　告

　今年発生した市内の特殊詐欺の被
害額は、昨年と比較して３６００万円
増え１億１０００万円を超えています。
　そこで、市では７月１０日に町田警
察署、南大沢警察署と（公社）東京都
宅地建物取引業協会町田支部、（公
社）全日本不動産協会東京都本部町
田支部との間で特殊詐欺根絶に向け
た対策に関する協定を締結しました
（＝写真）。
　これは、特殊詐欺の犯人が、一般の
マンション等を活動の拠点として使
用していることから、その防止に向け
て、市・警察・不動産業界の役割を明

　市では、生活に関わるさまざまな地図情報を、町田市ホームページのト
ップページで、「地図情報まちだ」として公開しています。また、携帯電話
・スマートフォンに対応したモバイル版も公開しています。

地図情報まちだ 検索

【新しい地図情報が増えました】
○赤ちゃん・ふらっと設置施設（調
乳や授乳、オムツ替えスペースに
関する情報）
○禁煙外来マップ（禁煙治療に保
険が使える医療機関に関する情報）
○２０１７年度道路部工事予定箇所

問地図情報まちだについて＝土地利
用調整課☎７２４・４２５４、赤ちゃん・ふ
らっと設置施設について＝子ども総
務課☎７２４・２８７６、禁煙外来マップ
について＝健康推進課☎７２４・４２３６、
２０１７年度道路部工事予定箇所につ
いて＝道路政策課☎７２４・１１２０

　５月２６日、警
視庁本部で、町
田警察署から推
薦された旭町二
丁目町内会が警
視総監賞を受賞
しました。この
表彰は、犯罪に
強い社会の実現
のため、安全・安
心なまちづくり
の推進に関し、
顕著な功績また
は功労のあった
個人・団体に対して毎年行われるものです。
　この報告のため６月２７日に、同町内会の皆さんが市役所を訪れました。
　同町内会は、長年にわたり、町内会や街道沿いの花壇づくりを行い、美
しい街づくりに尽力してきました。また、ゴミ拾いや通学時の子どもの見
守り、定期的なパトロールなど高い防犯意識をもって、地域に密着した活
動を行っています。
　中一登町内会会長は、「気づき、気遣い、築くを合言葉に皆で取り組んだ
結果が評価され、うれしく思います。これからも、Ｏｎｅ　ｆｏｒ　ａｌｌ，ａｌｌ　ｆｏｒ　ｏ
ｎｅ！の精神で取り組んでいきます」と力強く語られました。

問市民協働推進課☎７２４・４３５８

【保育士（非常勤）募集】
　送迎保育ステーション事業の開始にあたり、保育士（非常勤）を募集して
います。詳細は学校法人正和学園（☎７９１・２７４６）へお問い合わせ下さい。

問保育・幼稚園課☎７２４・２１３７

問市民生活安全課☎７２４・４００３

　広島と長崎に原子爆弾が投下され、
太平洋戦争が終結してから７２年が経
ちました。
　市では、戦没者のご冥福と世界平和
を願い、原爆投下の日と終戦の日に黙
とうの呼びかけを行っています。

○広島原爆投下の日　８月６日㈰午前８時１５分から
○長崎原爆投下の日　８月９日㈬午前１１時２分から
○終戦の日　　　　　８月１５日㈫正午から

送迎保育ステーションの
説明会を実施します

“特殊詐欺（振り込め
詐欺等 ）被害０

ゼロ

の
まち町田”を目指して

特殊詐欺根絶対策に関する協定を締結

安全・安心なまちづくりに貢献

　送迎保育ステーションとは、朝と夕方、児童を一時的に預かり、そこから日
中在籍する保育所等に、保護者に代わって専用車両で送迎する事業で、１０月２
日から開始します。
　同ステーションは、小田急線町田駅から徒歩４分の場所に設置され、保護者
は通勤途中等に駅近くで児童を預けて出勤することができます。

戦没者のご冥福と世界平和を祈り
黙とうを捧げましょう

　今年も上記の日時に、防災行政無
線で呼びかけの放送をします。戦没
者のご冥福をお祈りすると共に、二
度と戦争の起こらない平和な世界を
願い、黙とうを捧げましょう。
問企画政策課☎７２４・２１０３

青年海外協力隊として
　パナマへ出発しました

地図で見られる暮らしの情報　地図情報まちだ

旭町二丁目町内会が
警視総監賞を受賞

　（独）国際協力機構（ＪＩＣＡ）の青年海
外協力隊として派遣が決まった、市内
在住の櫻井雄寛さんが、出発の報告の
ため６月２１日に市役所を訪れました。
　櫻井さんは２０１９年６月までの２年
間、小学校教育のためパナマへ派遣さ
れます。算数の教員として、現地の子ど
もたちの算数の能力向上などに貢献し
たいと、意気込みを話されました。

確にするためのものです。
　今後、さらに連携を深めて取り
組みを進め、安心・安全なまち、ま
た安心して訪れることができるま
ちとして、「選ばれるまち」を目指
します。

【事業概要】
○設置場所　森野１－８－
２０第６ＳＫビル１階
○送迎先　町田地区・忠生
地区の市が指定する保育所
等
○利用対象　送迎対象地区
の保育所等に入園予定で、
同ステーションの利用を希
望する方

　事業の開始にあたり、利用対象で希望する
方に、利用条件やルール等に関する説明会を
開催します。
　直接会場へおいで下さい。
○日時　８月１９日㈯午後１時から、２２日㈫午
前１０時から、いずれも１時間程度
○会場　市庁舎２階会議室２－２
○定員　各回５０人（先着順）

事業説明会を実施します


	17-0801-01面
	17-0801-02面
	17-0801-03面
	17-0801-04面
	17-0801-05面
	17-0801-06面
	17-0801-07面
	17-0801-08面

