
気軽
に挑戦！

大会に出場！
仲間と楽しむ！

　市では、「スポーツで人とまちが一つにな
る」姿を将来像に掲げ、「する人」「観る人」
「支える人」の３つの視点でさまざまな事業
に取り組んでいます。スポーツを通じて地
域のつながりが生まれ、ご自身も仲間も一
緒に元気になることを応援しています。
　今回は、「スポーツをする」をテーマに、ま
ずは気軽に挑戦！し、次に仲間と楽しむ！、
さらにその先に大会に出場！、の３ステップ
に分けてクローズアップします。あなたも
この秋から、する人としてスポーツを満喫
しませんか。

問スポーツ振興課☎724・4036

講習会や
イベント

に参加し
よう！

各施設の
ホームペ

ージでさ
まざまな

イベント
を

紹介して
います（

2面参照
）。

みんなと楽しく汗をかこう！
仲間とスポーツをすれば、楽しさ倍増！

みんなで集まって体と心を解放しましょう。

目標に向かって生き生きと！頂点を目指して練習の成果を発揮します。9月・10月は市民体育祭が各地で開催されます（2面参照）。

「プール
deカヌ

ー」は、カ
ヌースラ

ローム

日本代表
の吉田拓

氏による
カヌーの

体験イベ
ントです

（市立室
内プール

）。

※次回は
12月に

開催予定
。

仲間が集まると練習にも熱が入ります（市立総合体育館）。

各スポーツ施設では、施設予約や、開放時間を利用して、

たくさんのグループが活動しています。

「アーチェリー競技」の様子（野津田陸上競技場）。毎年市内で
開催される各種目の大会では、多くの市民が真剣勝負に挑みます。練習の成果を腕試ししませんか。

スポーツを始めませんか？
この秋

この秋おすすめする市内のスポーツ情報は、
町田市ホームページでご覧いただけます。
市HP この秋スポーツ 検索
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人口と世帯（外国人含む） ２０１7年8月1日現在人口 ： 429,284人（ 男：210,625人・女：218,659人）（前月より8人減） ／ 世帯 ： 193,904世帯（前月より70世帯増）
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町田市には、どんなスポーツサークルが
あるかな？ 町田で仲間を探してみましょう！
HPまちだ施設案内予約システム⇒団体・サークル紹介
HP町田市体育協会⇒加盟団体一覧
※リンク集の各加盟団体ホームページもご覧下さい。
　町田市体育協会加盟団体のサークル情報に
ついては、体育協会事務局にEメール（遍
info@machida-taikyo.com）でもお問い
合わせいただけます。
　８月のまちテレ「スポーツを楽しもう」で
は、町田市内のスポーツ施設を利用する方
を紹介しています。

9月・10月に開催される市民体育祭をご案内します。
　大会を観覧したり、参加する機会もあります。下表に、「受付中」
と記載のあるものは、現在参加受付中です。
　大会要項をご確認のうえ、申込期限までにエントリーして下さい。

※各大会の日時や開催場
所、大会要項等の詳細は、
町田市体育協会ホームペー
ジで確認いただくか、電話
でお問い合わせ下さい。

町田市体育協会
☎724・3443

【トライアスロン連合の自転車こぎ体験】
「水泳・自転車・長距離走」の３種目順番
に連続して行う耐久競技です。競技用自
転車と普通の自転車との違いを体験して
みませんか？

【グラウンド・ゴルフ協会主催の
マレットゴルフ体験】
スティックとボールを使用して、でき
るだけ少ない打数でカップインを競
うスポーツです。ゴルフ初心者の方で
も気軽に楽しむことができます！

【なぎなた体験】
決められた部位を、確実に早
く打突することを競います。
競技だけでなく、武道特有の
行儀や作法を体験できます！

　「すぽーつ祭まちだ」は、今年度で６回目を迎えるイベントで、子ども
から高齢の方まで、普段スポーツをしない方や苦手な方でも各種のス
ポーツを体験することができます。毎年2000人を超える方が訪れ、
「楽しい、もっとやりたい！」「これからスポーツを始めてみたい」といっ
た声をいただきます。その他、新体操や空手、トランポリン等のデモ
ンストレーションや、スタンプラリー等の楽しいプログラムがたく

さんあります。
問町田市体育協会☎724・3443

11月12日(日)は市立総合体育館
「すぽーつ祭まちだ2017」に行こう！

①卓球公開指導～初心者・初級者が対象の講座です。室内シューズ・
ラケット・ボールを持参して下さい。
日毎週木曜日午前9時30分～11時30分
場【A】市立総合体育館、【B】町田中央公園（サン町田旭体育館）
②アンチエイジング体操～筋力やバランストレーニングで、普段あま
り使わない筋肉を意識的に動かします。
日毎週金曜日午後1時30分～2時30分
場【A】市立総合体育館
③すいすいフィンスイム～足ひれを付けて泳ぎ、スピードを体感でき
ます。
日毎週月曜日（除外日有り、要問い合わせ）午後1時10分～2時
場【C】市立室内プール
※①～③はいずれも施設利用料大人300円、６５歳以上100円がか
かります（①②は別途公開指導料100円も必要）。
※除外日もありますので、①②は【A】【B】のホームページに掲載して
いる「当月予定表」をご覧下さい。③は【C】へお問い合わせ下さい。
※その他の公開指導や教室、イベント情報は各施設のホームページ
をご覧下さい。

この秋あなたにおすすめ
大人向け講習会(直接会場へ)

【A】市立総合体育館
☎724・3440

野津田公園
☎73６・3131

【B】町田中央公園
（サン町田旭体育館）
☎720・0６11

小野路公園
☎737・3420

相原中央公園
☎772・1449

【C】市立室内プール
☎792・77６1

成瀬クリーン
センターテニスコート
☎727・13５0

に挑戦！気 軽

と楽しむ！仲 間 に出場！大 会

空手（デモンストレーション） 

新体操（デモンストレーション） 

トライアスロン（体験） 

マレットゴルフ（体験） 

なぎなた（体験） 

競技名 日　程
レクリエーション 9月13日
なぎなた 9月23日
剣道 1０月1日
柔道 1０月1日（受付中）
バレーボール 1０月8日・9日（受付中）
水泳 1０月8日
女子サッカー 1０月8日（受付中）
バドミントン 1０月14日（受付中）
卓球 1０月21日（受付中）まちテレ 検索
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お知らせお知らせ
アクティブシニアの地域活躍を応援
します～悠々いきいき
介護職員初任者研修
　住み慣れた地域の介護事業所で働
きませんか。介護資格（介護職員初任
者研修〔旧ホームヘルパー２級〕）の
取得と、キャリアコンサルティング
などの就労支援を行います。
対市内在住のおおむね５０歳以上で、
原則全回参加でき、介護施設での就
労を希望する方
日９月２９日㈮～１１月１０日㈮、週４
日、全２６回
場鶴川インペリアルビル（能ヶ谷）、
特別養護老人ホーム悠々園（能ヶ谷）
定２０人（選考）
費５４００円（テキスト代）
申履歴書と所定の申込書に記入し、
９月２６日まで（必着）に郵送またはＦ
ＡＸで（社福）悠々会（☎７３７・７２８８
返７３７・７２８９、受付時間＝祝休日を
除く月～金曜日の午前９時～午後５
時）へ。
※申込書は悠々会（能ヶ谷４－３０－
１）で配布しています。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６

農業体験・交流事業補助金
　農業者が行う、農産物の収穫等の
農業体験を通して市民との交流を図
る事業に対し、補助を行います。
対市内で農業を営む３人以上で構成

する団体で、参加者を公募する農業
体験・交流事業で今年度に実施する
もの
交付額経費の２分の１（補助額の上限
は１０万円）
※１団体につき２事業を限度としま
す。
申１０月１５日までに電話で農業振興
課（☎７２４・２１６６）へ。
在日外国人高齢者・障がい者の方に
福祉給付金を支給します
　公的年金の受給要件を制度上満た
すことのできない方に福祉給付金を
支給します。
対１９８６年３月３１日以前に日本に移
住した在日外国人（特別永住者等）の
方で、次のいずれかに該当する方　
①１９２６年４月１日以前に生まれた②
１９６２年１月１日以前に生まれた障が
いのある方で、１９８２年１月１日以前
に重度または中度の障がいであった
③１９４７年１月１日以前に生まれた障
がいのある方で、１９８２年１月１日～
１９８６年３月３１日に重度もしくは中
度の障がいになった
※生活保護を受けている場合、養護
老人ホーム・特別養護老人ホームに
入所している場合、町田市以外の自
治体から同様の趣旨で支給される手
当等を受けている場合、町田市に住
民登録をして１年を経過していない
場合は対象外です。
※前年の所得が一定額を超えるとき
は、支給されない場合があります。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

提出されました
決 算 審 査 意 見 書 等
　平成２８年度町田市決算審査意見
書が、監査委員から市長に提出され
ました。また、平成２８年度町田市健
全化判断比率審査意見書と平成２８
年度町田市各公営企業会計資金不足
比率審査意見書も提出されました。
※町田市ホームページと各市立図書
館で意見書をご覧いただけます。
問監査事務局☎７２４・２５４７
実施します
就 業 構 造 基 本 調 査
　１０月１日を基準日として、就業構
造基本調査を実施します。この調査
は、５年に１度行われる国の調査で、
調査結果は雇用政策や経済政策を立
案する際の基礎資料として利活用さ
れます。
　調査対象地区にお住まいの方に
は、９月中に調査員が訪問します。ご
理解ご協力をお願いします。
※調査員は写真付きの「統計調査員
証」を携帯しています。
問市政情報課☎７２４・２１０６
実施します
市 民 意 識 調 査
　市では、市民の皆さんが日常生活
の中で感じていることや、市政に対
する意見を伺うため、「町田市市民意
識調査」を実施しています。
　住民基本台帳から無作為で抽出し
た対象の方５０００人に郵送で調査票

をお送りします。ご協力をお願いし
ます。
対１５歳以上８０歳未満の方（２０１７年
４月１日現在）
回答期限９月２６日まで
調査方法郵送配布・回収
調査票自己記入式・無記名
問企画政策課☎７２４・２１０３
指定管理者を募集します
（仮称）緑ヶ丘グラウンド
対地域のスポーツ振興に寄与するこ
とを目的として設立し、地域のスポ
ーツニーズに応じたスポーツ活動の
活性化を図ることができる団体
対象施設（仮称）緑ヶ丘グラウンド
（本町田２３８０番地３外）
指定期間２０１８年１１月１日～２０２３
年３月３１日（４年５か月）
申申請書に必要事項を記入し、９月
１９日午前９時～２２日午後５時に直接
スポーツ振興課へ（郵送不可）。
※募集要項・業務基準書・申請書は、
９月１日午前９時から町田市ホームペ
ージでダウンロードできます。
【説明会を開催します】
日９月８日㈮午前１０時から
場市庁舎
申所定の用紙（町田市ホームページ
でダウンロード）に記入し、９月６日
午後５時までにＦＡＸまたはＥメール
でスポーツ振興課（返０５０・３１０１・
０４８８遍ｂｕｎｓｐｏ０２０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉ
ｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。

◇
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

９月議会が開会　補正予算などを審議町内会・自治会連合会会長、副会長退任者及び町内会・自治会代表退任者に
感謝状を贈呈しました

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

町田市教育委員会定例会 9月11日㈪
午前10時から

市 庁 舎10階
会 議 室 1 0 -
3~5

会議当日に教育総
務課（市庁舎10階、
☎724・2172）へ

町田市情報公開・個人情
報保護運営審議会

9月11日㈪
午前10時~正
午

市庁舎2階会
議室2-2

3人
（申し込み順）

事前に電話で市政
情報課（☎724・
8407）へ

町田市地域公共交通会議 9月15日㈮
午後2時から

市庁舎3階会
議室3-1

5人
（申し込み順）

事前に電話で交通
事 業 推 進 課（ ☎
724・4260）へ

町田市指定管理者管理運
営状況評価委員会（対象
施設=ふるさと農具館、
七国山ファーマーズセン
ター、デイサービス三輪
・榛名坂・あいはら、町田
市文化交流センター）

9月21日㈭
午後1時15分
から

市庁舎2階会
議室2-2

10人
（申し込み順）

事前に電話で総務
課（☎724・2108）
へ

町田市景観審議会専門部
会（屋外広告物ガイドラ
イン）

9月22日㈮
午後2時~4時

市 庁 舎10階
会議室10-2

5人
（申し込み順）

事前に電話で地区
街 づ く り 課（ ☎
724・4267）へ

上小山田地区資源ごみ処
理施設連絡会

9月25日㈪
午後6時30分
から

忠生市民セン
ターホール

5人程度
（先着順）

直接会場へ問循環
型 施 設 整 備 課 ☎
724・4384

　市では、多年にわたり町内会・自治会連合会会長、副会長や町内会・自治
会代表として、地域振興や地域社会の発展、社会奉仕活動にご尽力いただ
き、２０１６年度をもって退任された３１人の方々に、感謝状を贈呈しました。

問市民協働推進課☎７２４・４３５８
　平成２９年第３回市議会定例会が
８月２８日に開会されました。今議
会には平成２９年度一般会計補正
予算など２７議案が提出されまし
た。
　議案の内訳は予算５件、条例５
件、契約６件、損害賠償１件、道路２
件、指定管理４件、報告承認２件、認
定２件となっています。会期は９月
２９日までです。

予 算 案
　今回の補正予算は、一般会計が
４６億４９８２万７千円、特別会計で
は２０１６年度決算の確定に伴う繰
越金や清算に伴う返還金等を計上
し、１５億４２４０万４千円の補正を
行い、一般会計と特別会計の合計
は６１億９２２３万１千円となりま
す。
　主な内容は次のとおりです。
【賑わいのあるまちづくりのため
に】
○２０１８年から２０２０年までの地
域活動や市民活動を盛り上げるた
め、市民が考えるさまざまな夢や
アイデアの実現を目指す「まちだ
○
まる

ごと大作戦１８－２０事業」
○副次核である南町田駅周辺地区
の賑わいのあるまちづくりのため
に、２０１９年秋のまちびらき前の
完成を目指す「南町田駅南北自由
通路整備事業」
【子育て・教育環境のさらなる充実
を目指して】
○小・中学校入学準備金の単価の
増額を行うとともに、入学準備金

の小学校入学前支給を開始する
「小・中学校入学準備金支給事業」
○小学生の放課後の遊び場づくり
を推進するために開始した「まち
とも」の活動内容を充実させる「放
課後子ども教室『まちとも』充実事
業」

条 例 案
○行政手続きにおける特定の個人
を識別するための番号の利用等に
関する法律の一部改正に伴い、関
係する規定を整理するため、所要
の改正をする「町田市個人情報保
護条例の一部を改正する条例」
○地方税法等の改正に伴い、関係
する規定を整備するため、所要の
改正をする「町田市市税条例の一
部を改正する条例」
○消防団の団員確保を図ることを
目的として、団員の任用の要件を
改めるとともに、本部補佐を廃止
し、副団長を増員することに伴い、
関係する規定を整備するため、所
要の改正をする「町田市消防団に
関する条例の一部を改正する条
例」
○町田第三中学校区に木曽子ども
クラブを設置するため、所要の改
正をする「町田市子どもセンター
条例の一部を改正する条例」
○子育て世帯に対する支援を目的
として、使用者の資格要件を緩和
するため、所要の改正をする「町田
市営住宅条例の一部を改正する条
例」
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お知らせお知らせ
ご覧（縦覧）いただけます

都 市 計 画 案
【町田都市計画特別緑地保全地区の
変更（広袴神明特別緑地保全地区）、
町田都市計画緑地の変更（薬師池北
緑地）】
　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
縦覧期間９月１５日㈮までの午前８時
３０分～午後５時（土・日曜日を除く）
場都市政策課（市庁舎８階）
意見書の提出窓口縦覧後、９月１５日
まで（必着）に直接または、郵送で都
市政策課（〒１９４－８５２０、森野２－２
－２２）へ。
問都市政策課☎７２４・４２４７
２０１８年度から市立小学校で使用す
る
「特別の教科　道徳」の 
教科書が採択されました

　町田市教育委員会は、８月２１日に
開催された第２回臨時教育委員会に
おいて、２０１８年度から市立小学校で
使用する「特別の教科　道徳」の教科
書を次のとおり採択決定しました。
　今回採択された教科書は、２０１８
年度からの使用となります。
種目道徳
教科書名新しい道徳（発行者名＝東
京書籍）

問指導課☎７２４・２１５４
登録講習会のご案内

町田市木造住宅耐震診断士
対次のすべての要件を満たす方　①
１級建築士、２級建築士、木造建築士
の資格を有する②市内及び隣接する
市にある建築設計・監理を専業とす
る建築士事務所に所属している（所
属する建築士事務所の同意を得てい
ること）③「（２０１２年改訂版）木造住
宅の耐震診断と補強方法／（一財）日
本建築防災協会発行」に基づく精密
診断の実績（精密診断報告書の事前
審査有り）がある
※登録には、当講習会の受講が必要
です。
日１０月３日㈫午後１時３０分～４時３０
分
場市庁舎
内市の耐震化促進制度、木造住宅耐
震検査士との面談
講（特）顧問建築家機構等
※テキスト「（２０１２年改訂版）木造
住宅の耐震診断と補強方法／（一財）
日本建築防災協会発行」は各自で用
意して下さい。
定３０人（申し込み順）
申「２０１７年度町田市木造住宅耐震
診断士登録申込書」（住宅課〔市庁舎
８階〕で配布、町田市ホームページで
ダウンロードも可）に記入し、本人の
正面上半身写真２枚と必要書類を添
付し、９月１９日まで（必着）に直接ま
たは郵送で住宅課（〒１９４－８５２０、
森野２－２－２２）へ。
※登録済みの診断士の方も受講して
下さい。更新申込書（町田市ホームペ

ージでダウンロード）も添付して下
さい。
※登録証の交付は１１月です。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
問住宅課☎７２４・４２６９
戦没者等のご遺族の皆さんへ～請求
を受け付け中です

第 十 回 特 別 弔 慰 金
　「戦没者等の遺族に対する第十回
特別弔慰金」の請求期間は、２０１８年
４月２日までです。請求期間を過ぎる
と第十回特別弔慰金を受けることが
できなくなります。
※詳細は、福祉総務課へお問い合わ
せ下さい。
問福祉総務課☎７２４・２７８１
消費生活センター

特 別 相 談
　都と共催で、来所相談・電話相談を
実施します。来所相談を希望する方
は、直接会場へおいで下さい。

【多重債務１１０番】

日９月４日㈪、５日㈫、いずれも午前９
時～正午、午後１時～４時

【高齢者被害特別相談】
日９月１１日㈪～１３日㈬、いずれも午
前９時～正午、午後１時～４時

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場消費生活センター
相談専用番号☎７２２・０００１
問同センター☎７２５・８８０５
高齢者・障がい者のための

成 年 後 見 相 談 会
　成年後見制度、相続・遺言、悪質商
法被害、多重債務問題等について司
法書士が対応します。
日１０月７日㈯午前１０時～午後４時

（１人１時間まで）
場町田市民フォーラム
定１８人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、電話また
はＦＡＸで、（社福）町田市社会福祉協
議会福祉サポートまちだ（☎７２０・
９４６１返７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７

第７期町田市介護保険事業計画（素案）
市民説明会を行います

国民年金保険料の追納ができます

　市では、２０１８年度から２０２０年
度までの３年間を新たな期間とす
る、第７期町田市介護保険事業計
画を策定します。
　策定にあたり、１０月２日～３１日
にパブリックコメントを実施する
とともに、市民の方向けの説明会
を開催し、同計画の考え方や介護
保険制度のサービス、保険料等に

　国民年金保険料の全額免除・一
部免除（一部納付済）・納付猶予・学
生納付特例の承認を受けた期間
は、保険料の全額を納めた場合と
比べて、将来受け取る年金額が少
なくなります。
　免除等の承認を受けた期間は、
１０年以内（６５歳未満で老齢基礎
年金の受給を開始する前）であれ
ば、あとから保険料を納めること

（追納）で、年金額を増やすことが
できます。ただし、免除された年度
の翌々年度を越えて保険料を追納
する場合は、当時の保険料額に加
算金がつきます。
　保険料の追納を希望する場合
は、年金手帳をお持ちのうえ、保険
年金課国民年金係（市庁舎１階）で
手続きしていただくか、八王子年
金事務所へお問い合わせ下さい。
いずれの場合も後日、八王子年金

ついてお話しします。
日１０月７日㈯午前１０時３０分～正
午
場市庁舎３階会議室３－１
定５０人（申し込み順）
申９月８日正午～１０月４日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コー
ド１７０９０８Ｂ）へ。

事務所から納付書が届きますの
で、銀行・郵便局等の金融機関・コ
ンビニエンスストアで納めて下さ
い。

【今も将来も老後も、国民年金は生
涯の備えです】
　国民年金制度は、老齢になった
とき、病気やけがで重度の障がい
が残ったとき、家庭の生計を支え
る方が死亡したときの生活の維持
に備えるための制度です。保険料
未納期間があると、各種年金の受
給資格を満たさなくなる場合があ
ります。年金受給請求の際は、保険
年金課国民年金係へご相談下さ
い。
　なお、厚生年金や共済年金の加
入期間のある方や国民年金第３号
被保険者期間のある方は、八王子
年金事務所へご相談下さい。

２０１7年4月～6月の航空機騒音測定結果
問環境保全課☎724・2711

問企画政策課☎724・2103

２０１7年4月～6月の航空機騒音苦情受付件数

測定場所 測定月
騒音発生回数（回） 月間最高

音（ｄＢ）７０～７９
ｄＢ

８０～８９
ｄＢ

９０～９９
ｄＢ

１００ｄＢ
以上 合　計

本町田東小学校
4月 2９5 ９９ 36 5 435 １０2.７ 
5月 253 ７８ １4 6 35１ １０6.4 
6月 １2７ 5 １ ０ １33 ９5.2 

小山小学校
4月 325 46 １ １ 3７3 １００.９ 
5月 3１１ 4１ 2 ０ 354 ９７.９ 
6月 34８ １７ ０ ０ 365 ８８.6 

町田第五小学校
4月 3１3 １００ 3９ 4 456 １０5.０ 
5月 2７９ ７０ 2０ 2 3７１ １０3.１ 
6月 １８5 １９ １ ０ 2０5 ９７.９ 

忠生第三小学校
4月 １８０ １42 １９ ０ 34１ ９８.4 
5月 １８８ １2０ １９ ０ 32７ ９6.７ 
6月 65 6 ０ ０ ７１ ８８.4 

南中学校
4月 246 １63 5 ０ 4１4 ９3.９ 
5月 2１１ １2０ 2 ０ 333 ９4.2 
6月 45 2 ０ ０ 4７ ８6.6 

※ 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…騒々しい工場内、大声による独
唱、１００ｄＢ…電車通過時のガード下の最大値

　市では、具体的な被害状況を把握
するため、苦情をお受けする際に、お
住まいの町名、騒音の発生時間をお
聞きしています。４月～６月に頂いた
苦情の件数は右下表のとおりです。
　５月２日～１３日に米軍機の着陸訓
練が実施され、米空母ロナルドレー
ガンは、５月１６日に横須賀港から出
港しました。また、５月２０日～２２日
深夜に、厚木基地の空母艦載機によ
ると思われる騒音が発生しました。
これらの影響により、町田市上空で
も米軍機の飛行が多発したことか

ら、４月～５月は特に多くの苦情が市
に寄せられました。
　市では、騒音解消に向けて国・米軍
に対し要請活動を行っており、今後
も、粘り強く要請を行ってまいりま
す。なお、皆さんから頂いた苦情は、国
や米軍へ伝えるほか、要請の際の資料
として活用しています。苦情は企画政
策課・環境保全課で電話受付している
ほか、Eメール（遍mci
ty４７０@city.machi
da.tokyo.jp）でも受
け付けています。

月 件　数
4月 １７８件
5月 １７７件
6月 52件

市HP 航空機騒音測定結果  検索

市HP 航空機騒音苦情件数  検索

問保険年金課国民年金係☎724・2127、八王子年金事務所☎042・626・3511

問いきいき総務課☎724・2９16

国民年金の給付の種類と年金受給額
種　類 年金受給額（年額）

老齢基礎年金 ７７万９3００円（満額）

障害基礎年金 ９７万4１25円（１級）
７７万９3００円（2級）

遺族基礎年金 １００万36００円 　　　
（子が１人いる配偶者の場合）

寡婦年金
国民年金保険料を納めた期間に応
じた金額死亡一時金

外国人のための脱退一時金



52017．9．1対対象 日日時 場会場 内内容 講講師 定定員 費費用 申申し込み 問問い合わせ凡例 市HP町田市ホームページ

http://www.city.machida.tokyo.jp/　　パソコン版・スマートフォン版・モバイル版がありますURL町田市ホームページ

お知らせお知らせ
大地沢青少年センター～２０１８年３
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９月２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。
※３月６日、１３日、２０日、２２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３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９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）。
※３月１日、１３日、１４日は利用できま
せん。

家 計 相 談 支 援 事 業
　相談者とともに、家計の現状や課
題を把握し、家計改善につなげるお

手伝いをします。
※給与明細書、買い物レシート、医療
費の領収書など家計の収支が分かる
ものを持参して下さい。
対市内在住の生活に困窮している方
（生活保護世帯を除く）
日月～金曜日の午前８時３０分～午後
５時（祝休日を除く）
場生活・就労相談窓口（市庁舎１階）
問生活援護課☎７２４・４０１３

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（縦３３㎝、幅３７㎝、高さ３２㎝、
重さ約７㎏）をお持ち帰りいただけ
ます。
対市内在住の方
日９月２８日㈭午後２時３０分～４時
場市庁舎
定１５人（申し込み順）
申９月８日正午～２０日にイベントダ
イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コ ー ド
１７０９０８Ａ）へ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

市民健康づくり講演会
【乳がん・大腸がん～手遅れにしない
ために】
　講演前に、町田市医師会による「医
療情報の入手方法」のお話がありま

す。
※要約筆記があります。
日９月３０日㈯午後２時～４時３０分
場町田市民フォーラム
内①乳がんの早期発見と治療②もっ
と知ってほしい大腸がん
講①東京慈恵会医科大学乳腺・内分
泌外科診療医長　野木裕子医師②町
田病院外科部長・出口倫明医師
定１８０人（申し込み順）
申９月１日正午～２７日にイベントダ
イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コ ー ド
１７０９０１Ａ）へ。
問保健総務課☎７２２・６７２８
開催します
子ども用リユース品配布会
　７月に皆さんから提供していただ
いた子ども用品（大型用品を除く、
１２歳ぐらいまでの方向けの用品）の
配布会を、下記の子どもセンターで
開催します。
対市内在住の方
※販売・営利目的とみなされる方へ
の配布は行いません。
日・場９月１０日㈰＝ばあん、９月１６日
㈯＝まあち、９月１８日㈷＝つるっこ、
９月２３日㈷＝ただＯＮ、いずれも午
後１時～３時（無くなり次第終了）
※詳細は、町田市ホームページをご
覧下さい。

【無料回収を行います】
　下記対象品目の無料回収も配布会
と同時に実施します。
対象品目子ども服、子ども用バッグ
・帽子・くつ（１２歳ぐらいまでのも
の）、玩具（６歳以下のもの、電子機器
を除く）、子ども向けのＤＶＤ・本
※リユース品として取り扱うため、
「目立つ汚れがある」「がたつきなど
安全面に問題がある」「部品等に不足
がある」「動作に不具合がある」など
の場合は、対象品目であっても回収
できません。

◇
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
精神保健福祉講演会
アルコール依存症の理解と対
応～予防・早期介入を考える
対市内在住の方
日１０月１２日㈭午後２時３０分～４時
３０分
場健康福祉会館
講駒木野病院アルコール総合医療セ
ンター長・田亮介医師
定８０人（申し込み順）
申９月７日正午～１０月５日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０９０７Ｃ）へ。
問保健予防課☎７２２・７６３６

民生委員が高齢の方の　ご自宅を訪問します

送迎保育ステーション利用の募集を開始します

受け付けが始まります
２０１８年度� 市立小・中学校通学区域緩和制度

　市では、地域で見守り、支え合う
活動を推進しています。今年度も
９月から民生委員が、６月１日現在
７０歳以上のひとり暮らしの方、
７５歳以上の方がいる世帯を訪問

　１０月２日から、森野に送迎保育
ステーションを設置します。
　同ステーションは、朝と夕方、児
童が日中在籍する指定保育所等に
登園・降園するまでの間、一時的に
預かる保育施設です。専用車両で、
児童を送迎保育ステーションから
日中在籍する指定保育所等まで送
迎します。
対忠生地区・町田地区の認可保育
園等へ入園予定で、送迎保育ステ
ーションの利用を希望する方
設置場所森野１－８－２０　第６SK
ビル１階
送迎先の指定保育所等ひかりの子
保育園、ユニケ保育園、町田自然幼

　市立小・中学校は、通常、住所に
よって入学する学校が指定されて
いますが、入学に際して保護者や
お子さんが指定校以外の学校を希
望できる「町田市立小・中学校通学
区域緩和制度」があります。
対象学年市内在住の、２０１８年４月
に入学する新小学１年生・新中学１
年生
【希望できる学校の範囲】
○小学校　住所による指定校の隣
接校（希望校までの通学距離が１．
５㎞未満であれば隣接校でなくて
も希望可）
○中学校　市内全域
※小・中学校ともに、受入枠が設定
されています（施設等の関係で受

　下水道は、生活や都市活動によ
って発生する汚水をきれいにして
河川や海へ戻すとともに、降った
雨を速やかに河川に流すことで、
安心でより良い暮らしを支える、
生活に欠かせない施設です。
【まちだ下水道通信発行】
　下水道事業に対して理解と関心
を深めていただくために、「下水道
の日」に合わせて、下水道事業を紹
介する広報紙「まちだ下水道通信」
を発行します。下水道の仕組みや
正しい使い方についてクイズを交
えて紹介しています。９月８日の新
聞折り込みなどで配布します。

　９月３０日まで「町田の下

稚園、カナリヤ保育園、認定こども
園正和幼稚園、なごみ第二保育園、
本町田わかくさ保育園、草笛保育
園、もりの聖愛保育園、開進認定こ
ども園、カナリヤこども園、開進こ
ども保育園（順不同）
定２０人（選考、結果は９月下旬に通
知）
申保育利用の申し込みと併せて、
専用申込書（保育・幼稚園課〔市庁
舎２階〕、指定保育所等で配布、ま
ちだ子育てサイトでダウンロード
も可）に必要事項を記入し、９月６
日～１５日に直接、保育・幼稚園課、
または送迎先の指定保育所等へ。

入枠が設けられない学校も有り）。
受入枠を超える申請があった場合
は、公開抽選を行います。
※詳細は、８月下旬に対象者へお
送りした案内書（申請書も同封）を
ご覧下さい。
申申請書を１０月１６日まで（消印
有効）に、直接または郵送で学務課
（市庁舎１０階、〒１９４－８５２０、森
野２－２－２２）へ。
※郵送が心配な方は、特定記録郵
便等をご利用下さい。
※申請結果は、１１月上旬に送付す
る予定です。また、締切日時点の申
請状況は、町田市ホームページに
掲載します。

水道」を放送しています。今回の見
どころは、ナビゲーターが市の下
水道の仕組みや、家庭から出る汚
水の処理工程を中心に紹介しま
す。まちテレは、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。
【イベント開催】
日９月４日㈪～８日㈮、いずれも午
前８時３０分～午後５時
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
内マンホールのふた・マンホール
トイレ・公共汚水ます等の実物展
示、雨ます・浄化槽の模型展示、各
種パネル・トリックアートの展示
等

します。
※お住まいの地区により訪問の時
期は異なります。
※訪問時には、緊急連絡用カード
のほか、交通安全や防犯のチラシ
をお配りします。
長寿祝金を贈呈します
　民生委員の訪問時に、対象の方
がいる場合は、長寿祝金を贈呈し
ます（申し込みは不要）。
対９月１日現在、市内に引き続き１
年以上居住している１００歳の方
※１００歳＝大正５年９月２日～大正
６年９月１日生まれの方
贈呈金額１万円

問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

９月１０日は　「下水道の日」
問下水道総務課☎７２４・４２８７

問保育・幼稚園課☎７２４・２１３７

問学務課☎７２４・２１７６
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催し・講座催し・講座
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１０月１０日㈫、１７日㈫、２５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９月２６日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申９月６日正午～１２日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０９０６
Ｂ）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
はじめよう
シニア健康づくり講座

【かんたん！ロコモ予防コース】
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
６５歳以上の方
日①１０月１２日、１９日、２６日、１１月２
日、いずれも木曜日午前１０時～１１
時３０分②１０月１９日、２６日、１１月２
日、９日、いずれも木曜日午後１時３０
分～３時、各全４回
場①市立総合体育館②市立室内プー
ル
※②は１階会議室で行います。
内ロコモ予防に効果的な筋力・バラ
ンス能力を鍛える講座、介護予防に
関するミニ講座
定①３０人②２０人（いずれも抽選、結

果は９月２６日ごろ発送）
費４００円（資料代）
申９月６日正午～１２日にイベントダ
イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コード①
１７０９０６Ｃ②１７０９０６Ｄ）へ（両会場
への申し込みは不可）。
※会場については、①市立総合体育
館（☎７２４・３４４０）②市立室内プー
ル（☎７９２・７７６１）へお問い合わせ
下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
ロコモ予防！
歩 く 力 測 定 会
対運動に支障のない６５歳以上の方
で、次の地域にお住まいの方　①能
ヶ谷、三輪町、三輪緑山、広袴町、広
袴、真光寺町、真光寺、鶴川②下小山
田町、忠生、小山田桜台、矢部町、常盤
町、根岸町、根岸、図師町③玉川学園、
東玉川学園、南大谷
日①９月１４日㈭午後２時～４時②９月
２２日㈮午前９時～正午③９月２９日㈮
午後１時４５分～４時
場①鶴川市民センター②忠生市民セ
ンター③特別養護老人ホームレガメ
町田
内立つ・歩く等の移動に必要なバラ
ンス能力や筋力を測定し、測定結果
を今後の生活や運動習慣につなげる
講①健康運動指導士・柴田智氏②健
康運動指導士・久野秀隆氏③介護予
防運動指導士・橋井健太郎氏
定①２５人②４０人③３０人（いずれも
申し込み順）
申①９月１日午前９時～８日午後５時
に電話で鶴川第２高齢者支援センタ
ー（☎７３７・７２９２）へ②９月１日午前
１０時～１５日午後５時に電話で忠生
第１高齢者支援センター（☎７９７・
８０３２）へ③９月１日午前９時～２７日
午後４時に電話で町田第３高齢者支
援センター（☎７１０・３３７８）へ。

※当日の詳細については、各高齢者
支援センターへお問い合わせ下さ
い。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
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①１０月１３日、２０日、２７日、いずれ
も金曜日午後１時３０分～２時３０分②
１０月１７日、２４日、３１日、いずれも火曜
日午後１時３０分～２時３０分、各全３回
場①ふれあい桜館②ふれあいもっこ
く館
定①３０人②２０人（いずれもふれあ
い館の利用登録がない方を優先のう
え、抽選）
申９月６日正午～１２日にイベントダ
イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コード①
１７０９０６Ｅ②１７０９０６Ｆ）へ（両会場
への申し込みは不可）。
※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、①ふれあい桜館

（☎７９７・２９７１）②ふれあいもっこ
く館（☎７２４・５０７６）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①９月１０日㈰午前１０時～正午②９
月２２日㈮午後１時３０分～３時
場①特別養護老人ホーム美郷（小山
ヶ丘）②サンシルバー町田（相原）
内①初期認知症、認知症の方との同
居②心の健康管理と生活環境の見直
し
定①４０人②１５人（いずれも申し込
み順）
申電話で①堺第２高齢者支援センタ
ー（☎７９７・０２００）へ②堺第１高齢者
支援センター（☎７７０・２５５８）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

シルバー親善ゲートボール大会
対市内在住の８０歳以上（昭和１２年
以前生まれ）の方
※チーム戦のため、申し込み後に主
催者がチーム分け（無作為）をしま
す。
日１０月５日㈭午前９時～午後４時（予
備日は６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、９月１２日午後
３時までに直接同協会（せりがや会
館内、☎７２２・２２５３、月・土・日曜日
は除く）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

あなたの優しさをあなたのまちに

まちっこベンチを設置しました
問公園緑地課☎7２４・４３９7

交付しています

原動機付自転車　オリジナルナンバープレート
問市民税課☎7２４・２１１３

　市では、原動機付自転車（総排気量５０㏄以下・９０㏄以下・１２５㏄以下）
に町田市オリジナルデザインのナンバープレートを交付しています。
　今回、下表のとおり番号を追加します。
　通常のナンバープレートとの選択制ですが、オリジナルナンバープレ
ートは、先着順で在庫の中から希望の番号を選ぶことができます。また、
現在お持ちの通常のナンバープレートとの交換も可能です。新規登録時、
通常のナンバープレートとの交換時、いずれの場合も無料で交付してい
ます。
交付場所市民税課（市庁舎２階）
※通常のナンバープレートは、忠生・鶴川の各市民センターでも交付して
いますが、オリジナルナンバープレートは、市民税課のみでの交付です。
※現在お持ちのオリジナルナンバープレートを、新しいオリジナルナン
バープレートに変更することはでき
ません。
※今回追加分のオリジナルナンバー
プレートの交付は、新規登録・交換と
もに、９月４日㈪からです（先着順）。
※詳細はお問い合わせ下さい。
市HP オリジナルナンバー  検索

オリジナルナンバー追加分
総排気量による種別
※（　）内はプレートの色 文　字 追加ナンバー

５０㏄以下（白） ま ５６１７～５８２６

１２５㏄以下（桃） ま ２８９５～３４７４
※末尾が「０４・０９・４２・４４・４９」の交付はありません。
※総排気量９０㏄以下（黄）は、ナンバーの追加はなく、在庫分のみです。

　口座振替にしていただくと、各納期に金融機関等に出向く手間が省け
るうえ、指定口座から自動的に引き落とされるので、納め忘れがありませ
ん。一度登録していただくと、次年度以降も更新手続きは不要です。
　利用できる税目は、市・都民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽
自動車税、国民健康保険税です。なお、固定資産税・都市計画税は１１月１日
まで、市・都民税は１２月１日までに申し込みいただくと、いずれも第４期
から口座振替が可能です。
※その他の税目については、お問い合わせ下さい。
申市庁舎、各市民センター、市内金融機関等の窓口に設置の「町田市税口
座振替申込書」に必要事項を記入・押印のうえ、申し込み。
※約１か月で登録できます。
※通帳印を使わずに、キャッシュカードのみで申し込みができる「ペイジ
ー口座振替受付サービス」も市庁舎で利用できます。詳細はお問い合わせ
下さい。

　５月から募集を始めた「まちっこ
ベンチ制度」に基づき、町田薬師池公
園四季彩の杜薬師池に３基、つくし
野宮まえ児童公園に１基を新たに設
置しました（８月１５日現在）。
　今後も随時募集していますので、
詳細はお問い合わせ下さい。
【まちっこベンチ制度とは】
　記念プレートを付けたベンチを寄附していただく制度です。ベンチは
５種類の中から選べ、ご自身で設置する公園を選ぶことができます。ま
た、記念プレートには希望するメッセージを入れることができます。
○記念プレートのメッセージ例
・おかげさまで夫婦で還暦を迎えることができました。これからも健康
でありますように。
申申込書（公園緑地課〔市庁舎８階〕に有り、町田市ホームページでダウン
ロードも可）に必要事項を記入し、直接公園緑地課へ。
※詳細は町田市ホームページでご覧いただけます。

▲総排気量５０㏄以下用

市税の納付は　安心・便利な口座振替を！
問納税課☎7２４・２１２０
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催し・講座催し・講座
認知症サポーター
ステップアップ講座
対認知症サポーター養成講座を受講
した方
日１０月１１日㈬午後１時３０分～４時
３０分
場健康福祉会館
内認知症の基礎知識の復習、認知症
の方とのコミュニケーションの取り
方について実践的な事例を学ぶ
定４５人（申し込み順）
申９月７日正午～１０月４日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０９０７Ｂ）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

高齢運転者安全運転講習会
　町田ドライヴィングスクールの教
官による実車指導のほか、シミュレ
ーターによる講習も行います。
※運転免許証の更新時に受講する講
習とは異なります。
※同スクールの送迎バスをご利用い
ただけます。送迎バスのルート、時間
等の詳細は同スクールホームページ
をご覧下さい。
対市内在住の車を運転する６５歳以
上の方
日①９月２７日②１０月１８日、いずれ
も水曜日午前９時１０分～午後０時３０
分
場同スクール（南大谷１−５５）
内交通安全講話、運転適性検査、運転
実習等
定各２４人（申し込み順）
申９月５日正午から①９月１４日まで
②１０月５日までに、イベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６コード①１７０９０５
Ｃ②１７０９０５Ｄ）へ。
問市民生活安全課☎７２４・４００３
３水スマイルラウンジ～自由民権資
料館２０１７年度特別展
民権家の創作と精神世界
　自由民権資料館学芸担当が、政治
運動や経済活動の傍ら、漢詩や和歌
などに親しんだ自由民権家の創作を
紹介し、作品に表れる思考、物事の感
じ方に迫ります。
※鶴川地区協議会との共催です。
対市内在住、在勤、在学の方
日９月２０日㈬、午前１０時～１１時、午
後１時～２時（各回とも同一内容）
場和光大学ポプリホール鶴川１階交
流スペース
定各１５人（先着順）
問生涯学習センター☎７２８・００７１
消費生活センター
学 習 会

【本当に料金は安くなるの？～自由
化された電気・ガスの選び方】
対市内在住、在勤、在学の方
日９月２７日㈬午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
内電気・ガスが自由化となった背景
や消費者にとってのメリット・デメ
リットを学び、電気・ガスをどう選ん
だらよいかを考える
講エネチェンジ（株）顧問消費生活ア
ドバイザー・巻口守男氏
定４０人（申し込み順）
申９月５日正午～２４日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０９０５

Ｂ）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
まちだ市民大学ＨＡＴＳ
公 開 講 座

【環境学～グローバルシチズンのエ
シカルＥＣＯライフ　楽々節約術と
パリ協定】
　一人ひとりの環境に配慮した消費
活動が、気候変動など地球規模の環
境問題を解決するカギになるかもし
れません。誰にでもできる具体的な
方法をお話しいただきます。
日９月２２日㈮午後７時～９時
場生涯学習センター
講環境ジャーナリスト・村田佳壽子
氏
定２０人（申し込み順）
申９月１日午前９時から電話で同セン
ター（受付時間＝午前９時～午後５
時）へ。
【くらしに活きる法律～高齢者の財
産管理・生活　成年後見制度を中心
に】
日１０月５日㈭午後７時～９時
場町田市民フォーラム
内成年後見制度の現状を学ぶ
講中央大学法学部教授・新井誠氏
定１３８人（申し込み順）
申９月７日正午～１０月２日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０９０７Ａ）へ。

◇
問生涯学習センター☎７２８・００７１
子どもから大人まで楽しめる
ファミリーコンサート
日１１月２６日㈰午後２時３０分開演

場小山市民センター
出演手島梓（ボーカル）、真崎佳代子
（マリンバ）、ａｂｂｅｙ（ドラム・作曲）
曲目虹の向こうに（おかあさんとい
っしょ）、輝く未来（ラプンツェル）　
他（予定）
定３００人（申し込み順）
入場料５００円（全席自由）
申９月８日正午からイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６コード１７０９０８Ｃ）
へ。
※０歳から入場できます。
問町田市民ホール☎７２８・４３００、小

山市民センター☎７９８・１９２７

東京２０２０応援プログラムに認証されました
東日本復興支援　とどけよう町田の力　第３１回フェスタまちだ２０１７
問フェスタまちだ２０１７実行委員会☎７２６・８８５２、町田市産業観光課☎７２４・３２９６

１０月からの「資源とごみの収集カレンダー」
を配布します

問３Ｒ推進課☎７９７・７１１１

堺市民センター工事期間
中の窓口業務のご案内
　２０１８年３月３１日まで（予定）
は、設備更新工事のため施設貸出
を休止していますが、住民票発行
等の行政窓口は業務を継続して行
っています。
※第１駐車場は利用できませんの
で、第２駐車場をご利用下さい。
問同センター☎７７４・０００３

　お住まいの地区の資源とごみの収
集日がひと目でわかる「資源とごみ
の収集カレンダー（１０月～２０１８年
９月版）」を、市内全戸に順次配布し
ます。郵便受けに投函しますので、他
のチラシ類と見間違って廃棄や紛失
しないようご注意下さい。
　カレンダーは地区別です。表紙右
上に記載の町名・団地名をご確認下
さい。
　なお、配布に関して、カレンダーの

地区名が「特別指定団体」と記載して
ある地域は、町内会・自治会・管理組
合が配布します。
配布期間９月２９日㈮まで
※収集カレンダーが届かない場合の
お問い合わせは、９月２５日以降に市
役所代表（☎７２２・３１１１）へ。
※「特別指定団体」地区は、各町内会
・自治会・管理組合へお問い合わせ
下さい。

　「フェスタまちだ」が、今年もＪＲ横浜線町田駅前の原町田大通りをメイン会場とし
て、盛大に開催されます。
　今年は、本場沖縄市から「知花青年会」が参加し、地元町田や各地域から集まるエイサ
ー団体等を含め、総勢２６団体がダイナミックで熱い演舞を披露します。
　この他、東日本復興支援のための東北物産展、模擬店、ミュージックライブなど、盛り
だくさんのイベントが行われます。
日９月９日㈯正午～午後５時３０分、１０日㈰
午前１１時～午後６時（小雨実施）

各会場プログラム案内
日　程 会　場 開催時間 内　容

９日㈯
ぽっぽ町田 午前１１時～午後５時 東北支援ブース（模擬店）
町田ターミナルプラザ市民広場 午後１時～３時 エイサー演舞
会場全域 午後３時～５時 道ジュネー（エイサー練り歩き）

１０日㈰

原町田大通り 午前１１時～午後６時 開会式、エイサー演舞、東北支援ブース、模擬店
カリヨン広場 午前１１時３０分～午後５時 エイサー演舞

町田ターミナルプラザ市民広場 正午～午後１時、午後３時～４時 エイサー演舞
午後１時～３時 琉球舞踊

ぽっぽ町田 正午～午後５時 沖縄ミュージックライブ等

容器包装プラスチック分別収集対象
地区以外の地域用

容器包装プラスチック分別収集対象
地区用

小
田
急
町
田
駅

ＪＲ町田駅

至新宿↑

至相模大野↓

←
至古淵

→
至成瀬

北口 南口南口

西口

町田市民
フォーラム

民間交番
「サルビア」

町田市文化
交流センター

ターミナル
プラザ

町田シバヒロ

中央
図書館

マルイ

小田急
百貨店

ルミネ

町田東急ツインズ

109

町田街道

フェスタまちだ会場案内図

カリヨン
広場

浄運寺
会場

109会場

東急会場

町田ターミナル
プラザ

ぽっぽ
町田

原町田
大通り

交通規制が行われます。
10日㈰は、　　の原町田大通りは午前10時～午後7時の間、
交通規制により車両の通行ができません。
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催し・講座催し・講座
生涯学習センター～市民提案型
「 ま ち チ ャ レ 」講 座
【健康寿命を伸ばして！生涯現役】
　いつまでも自分らしく充実した日
々を過ごすために、歌、マジック、ヨ
ガ、吹き矢、ダンスを体験し、楽しみな
がら元気になろうという講座です。
対市内在住、在勤の原則全回参加で
きる５０歳以上の方
日①１０月３日②１１月７日③１２月５日
④２０１８年１月１６日⑤２０１８年２月６
日、いずれも火曜日午前１０時～１１
時３０分、全５回
場成瀬コミュニティセンター
内①歌って元気、とことん懐メロ②
マジックを実際に体験してみません
か③心と体の微妙な関係～ヨガ体験
④健康吹き矢で生活習慣病の予防を
しよう⑤アメリカ生まれのスクエア
ダンスに挑戦
講①アダージョ代表・高橋由香子氏
②（公社）日本奇術協会公認マジック
講師・伊能登志子氏③桜美林大学健
康福祉学群助教・久米喜代美氏④新
磯吹矢クラブ・野頭重一氏⑤スクエ
アコスモス代表・早坂潔氏
定２５人（申し込み順）
申９月１日午前９時から電話で生涯学
習センター（☎７２８・００７１、受付時
間＝午前９時～午後５時）へ。
生涯学習センター～乳幼児の保護者
向け講座
か き く け 子 育 て Ⅱ

　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１０月２５日㈬、３０日㈪、１１月１５日
㈬、２２日㈬、２９日㈬、１２月６日㈬、１３
日㈬、いずれも午前１０時～正午、全７
回
場生涯学習センター
内「観察！子どもの気持ち」「体力向
上メソッド」「ワイワイしながら振り
返り」「応急救護の実技学習」「絵本を
探そう」等
定２５人（抽選）
費４００円（保育不要な方は５０円）
申ハガキに講座名・住所・氏名（ふり
がな）・電話番号・子どもの年齢・保育
希望者（１０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、子どもの名前（ふりがな）・生年月
日を明記し、９月２６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
犬と楽しく暮らすための
基 礎 講 座

　犬のしつけや飼育マナーなどを学
びます。
対市内在住の犬を初めて飼育する方
日９月２０日㈬午後２時～４時
場町田市保健所（中町庁舎）
講町田市獣医師会、スマイルドッグ
クラブ
定４０人（申し込み順）
申９月５日正午～１２日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０９０５

Ｆ）へ。
問生活衛生課☎７２２・６７２７

食品衛生実務講習会
　食品衛生責任者手帳、講習会受講
カードをお持ちの方はご持参下さ
い。
対食品衛生責任者及び食品関係営業
者
日９月２７日㈬午後２時～４時（受け付
けは午後１時４０分から）
場町田市民ホール
内食中毒予防と食品衛生に関する最
新情報
問生活衛生課☎７２２・７２５４
福祉サポートまちだ
成年後見制度学習会

【成年後見制度の仕事～税理士さん
から学ぼう】
日９月２１日㈭午後１時３０分～４時
場町田市民フォーラム
内後見業務の基礎知識や注意点、財
産管理等に必要な税知識
講税理士・大貫利一氏
定４５人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、電話また
はＦＡＸで、（社福）町田市社会福祉協
議会福祉サポートまちだ（☎７２０・
９４６１返７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７
実施します～ＦＣ町田ゼルビアホー
ムゲームで
マイボトルキャンペーン

　ＦＣ町田ゼルビアのホームゲーム
（Ｊ２リーグ第３３節ＦＣ町田ゼルビア
対モンテディオ山形戦）でマイボト
ルキャンペーンを実施します。
　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（マイボトル１本につき１
枚、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、繰り返し使えて環境に優
しいマイボトルの活用を推進してい
ます。
日９月１６日㈯午後３時～６時
場市立陸上競技場イベント広場（ゼ
ルビーランド）
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
もっと図書館を知ろう！
図 書 館 入 門 講 座
対市内在住、在勤、在学の高校生以上
の方
日９月２５日㈪午後１時～３時
場中央図書館
内貸出方法から資料の並び方、検索
パソコンの使い方、普段公開してい
ない書庫や選定室等の館内見学
定１０人（申し込み順）
申９月６日午前１０時から直接または
電話で同館４階メインカウンター

（☎７２８・８２２０）へ（２人まで申し込
み可）。
文学館でたのしむ
おとなのためのおはなし会

　保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日９月２１日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分
場町田市民文学館２階大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「増田み
ず子」／おはなし＝「白いゾウ」（イン
ドの昔話）、「おろか村」（中国地方の
民話）、「町かどのジム」（エリノア・フ
ァージョン作）
語り手（特）まちだ語り手の会
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は、９月１日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。
町田市民文学館
正岡子規・夏目漱石生誕
１ ５ ０周 年 記 念 講 座

【俳句がむすぶ二人の友情】
対全回出席できる方
日１０月９日㈷、午前１０時～正午、午
後１時～３時、全２回
場同館
内正岡子規と夏目漱石の俳句につい
ての講義
講神奈川大学名誉教授・復本一郎氏
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、９月２１日まで（必着）に町
田市民文学館「俳句講座係」（〒１９４
－００１３、原町田４－１６－１７）へ。
問同館☎７３９・３４２０
文学館まつり～参加者募集
文学フリーマーケット町田

　自宅に眠る古本や本に関わる雑貨
を販売してみませんか。
対高校生以上の方（専門業者の参加
は不可）
日１０月２２日㈰午前１０時～午後３時
※出店決定者には、１０月７日㈯に説
明会を行う予定です。
場町田市民文学館前歩道等
定１５組（申し込み順）
※１人での参加もできます。
申９月１日午前９時～２１日午後５時に
電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。

自転車・二輪車の安全運転を学ぼう！

町田市民交通安全フェスティバル
問市民生活安全課☎７２４・４００３、町田警察署交通課安全教育係☎７２２・
０１１０、町田ドライヴィングスクール☎７２３・２４８０

　９月２１日から始まる秋の全国
交通安全運動に合わせて、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、町田市
民交通安全フェスティバルを開
催します。
開催日９月２４日㈰
場同スクール（南大谷１－５５）
※駐車場はありません。
【各種交通安全体験ブース】
　自転車・自動車シミュレーター、飲酒ゴーグル、エアバッグプロテクタ
ーの体験等ができます。
※直接会場へおいで下さい。
時間午前９時～午後３時１０分（雨天実施）
【自転車安全運転スタンプラリー】
　大人の方も参加できます。なお、自転車に１人で乗れない方は、保護者
の補助があれば参加できます。
時間午前９時～１１時３０分（受け付けは午前８時３０分～９時）
※自転車とヘルメットを持参のうえ、直接会場へおいで下さい。
※雨天時は、スタンプラリーは中止し、室内用の講習を行います。
内交通安全講話、コース走行等
【白バイ隊員による二輪車実技教室】
　安全のため長袖・長ズボンを着用し、胸部プロテクターを持参して下さ
い。
※整備不良車での参加はできません。
時間午後１時～３時１０分（雨天中止）
内乗車姿勢の指導、コース走行等
定３０人（市内在住の方を優先のうえ、抽選）
申９月５日正午～１４日にイベントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０９０５Ｅ）へ。
市HP 交通安全フェスティバル  検索

昨年度の自転車安全運転スタンプラリー

市立図書館９月、１０月の催し
絵本・紙芝居・語りなどで、楽しい時間を過ごしましょう！

催　し 日　程 時　間 会　場

①ちいさい子向けおはな
し会
②おおきい子向けおはな
し会
③乳幼児向けおはなし会
④こどもえいが会

①②９月１３日、２０日、２７
日、１０月１１日、１８日、２５
日
③９月８日、２２日、１０月１３
日、２７日
④９月６日、１０月４日

①午後２時から
②午後３時から
③午前１０時３０分
から、１１時から
④午後３時から

中央図書館
☎７２８・８２２０

※その他、各市立図書館でも催しを行っています。詳細は各市立図書館へお問い合わせ下
さい。
問さるびあ図書館☎７２２･３７６８、鶴川図書館☎７３５･５６９１、鶴川駅前図書館☎７３７・
０２６３、金森図書館☎７１０･１７１７、木曽山崎図書館☎７９３･６７６７、忠生図書館☎７９２・
３４５０、堺図書館☎７７４･２１３１
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防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 ! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス  検索町田市メール配信サービス

催し・講座催し・講座

情報コーナー

参加希望回（第○回、全４回等）を明
記し、ハガキ、ＦＡＸまたはＥメール
で、各開催日の１週間前まで（必着）
に、和光大学企画室企画係（〒１９５－
８５８５、金井町２１６０、☎０４４・９８８・
１４３３返０４４・９８８・１５９４遍ｏｐｅｎ＠
ｗａｋｏ．ａｃ．ｊｐ）へ。
問文化振興課☎７２４・２１８４

まちいきヘルパー養成研修
　４月から、要支援認定を受けてい
る方への訪問型サービスに、新しい
サービスが加わりました。このサー
ビスは、高齢者のご自宅を訪問し、移
乗介助等のお体に触れる介護ではな
く、掃除・洗濯・調理等のお手伝いを
します。
　ヘルパー（訪問介護員）の資格がな
くても、研修を修了することで市の
ヘルパー（まちいきヘルパー）として
働くことができます。
対全回出席できる１８歳以上の方で、
市内の訪問介護事業所でまちいきヘ
ルパーとして働く意志のある方
日１１月２日、９日、１６日、３０日、いず
れも木曜日午前９時３０分～午後４時
３０分、全４回
※研修最終日には、訪問介護事業所
による就職説明会を開催します。
場ぽっぽ町田　
内講義や演習で、まちいきヘルパー
として必要な知識や技能を習得（計
２０時間程度）
定４０人（抽選）
費１０００円（テキスト代）

申研修受講申込書（町田市介護人材
開発センターで配布、同センターホ
ームページまたは町田市ホームペー
ジでダウンロードも可）に必要事項
を記入し、１０月１３日まで（消印有
効）に直接、郵送またはＥメールで同
センター（〒１９５－００７４、山崎町

２０５５－２、Ｃ－１１１、遍ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉ
ｄａ-ｋｊｋｃ．ｊｐ）へ。
※研修受講申込書を郵送希望の方及
び研修内容、当日の詳細については、
同センター（☎８５１・９５７８）へお問
い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

町田市民文学館
連 句 入 門 講 座

【ゼロから学ぶ「ことば」の曼
まん

荼
だ

羅
ら

】
対全回出席できる方（初受講者優先）
日１０月１０日、１７日、２４日、３１日、いず
れも火曜日午前１０時～正午、全４回
場同館
内連句の入門的な講義と実作
講和光大学教授・深沢眞二氏
定２０人（申し込み順）
申９月１日午前９時から電話で同館
（☎７３９・３４２０）へ。
和光大学ポプリホール鶴川
和光大学連続市民講座

【日本の中のアジア再発見】
日①１０月３日②１０月１０日③１０月
１７日④１０月２４日、いずれも火曜日
午後６時３０分～８時３０分
場和光大学ポプリホール鶴川
内①テュルクと日本の意外なつなが
り②七福神の故郷を訪ねて③獅子、
トラ、チャルメラ－民俗文化の国際
性④日本古来の自然は国際的
講①和光大学教授・坂井弘紀氏②同
大学教授・澁谷利雄氏③同大学准教
授・長尾洋子氏④同大学教授・堂前雅
史氏
定各５０人（申し込み順）
費５００円（学生無料）
申住所・氏名（ふりがな）・電話番号・

　自殺は個人的な問題と思われが
ちですが、その背景には、失業・多
重債務等の経済・生活問題、健康問
題、家庭問題など、さまざまな悩み
が絡み合っています。
　市では、その「悩み」を解決する
糸口を一緒に探すため、精神保健
福祉士・弁護士や、ハローワーク相
談員・社会福祉士・保健師の行政職
員等が無料で相談に応じる総合相
談会を開催します。
　相談のほか、申請や手続きの助
言、関係機関・行政の担当窓口など
のご案内をします。
※匿名での相談、家族・友人の相談
もできます。
※混雑状況により、お待ちいただ
く場合や相談件数により受付終了
時刻が早まる場合があります。
対市内在住、在勤、在学の方
日９月１４日㈭午前１１時～午後４時

（受付時間＝午前１０時４５分～午
後３時１５分）
場生涯学習センター視聴覚室・学
習室
【「いのち」支える！町田キャンペ
ーン】
　自殺予防・防止を呼び掛けるキ
ャンペーンを実施します。ホーム
タウンチーム（ＦＣ町田ゼルビア、
ＡＳＶペスカドーラ町田）などと連
携し、自殺予防・防止に関する普及
啓発グッズの配布を行います。
日９月７日㈭午後２時～４時（グッ
ズが無くなり次第終了）
場町田東急ツインズイースト館パ
ークアベニュー側空地、ＪＲ横浜線
町田駅中央改札付近、小田急線町
田駅西口改札付近等

◇
市HP 仕事とこころ 検索

９月は自殺対策強化月間、９月１０日～１６日は自殺予防週間です
仕事とこころ「いのち」支える！総合相談会

●東京都住宅供給公社～公営住宅入
居者募集
【市営住宅（一般世帯３人以上向＝３
戸、単身者向シルバーピア＝１戸、若
年ファミリー向＝４戸）、都営住宅地
元割当分（単身者向シルバーピア＝
５戸、２人世帯向シルバーピア＝２
戸）】
　いずれも詳細は募集案内を参照／
募集案内は９月１１日まで、市庁舎１
階総合案内、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、東京都住宅供給公社町田窓口
センターで配布（各施設で開所日時
が異なる）、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申
郵送で９月１３日まで（必着）問同公社
都営住宅募集センター☎７１３・
５０９４
●東京都～白熱電球とＬＥＤ電球の交
換を実施します
　都では、家庭での省エネを進める
ため、地域の家電店（参加協力店）に
て、家庭で使用中の白熱電球２個以
上（３６Ｗ以上で１つは口金サイズが
Ｅ２６）と、ＬＥＤ電球１個を交換すると
ともに、省エネアドバイスを行う事
業を展開しています。交換できる店
の一覧や詳細は、クール・ネット東京
ホームページを参照、またはコール
センターへお問い合わせを対都内在
住の１８歳以上の方（１人１回まで）／
交換には運転免許証等の本人確認書
類が必要問コールセンター☎０５７０
・０６６・７００（携帯電話の方は☎０３・
６７０４・４２９９）

☎８５０・９３１１（受付時間＝午前１０時
～午後７時）
●町田商工会議所～講習会のお知ら
せ
【更なる成長を目指す、新事業展開の
着眼点と取り組みのポイント】
日９月７日午後３時～５時内取り巻く
事業環境の変化、成長戦略の在り方、
新事業展開の事例紹介・ポイント
【安定経営の会社とそうじゃない会
社は何が違うのか？】
日９月１３日午後２時～４時
【発見！口コミ集客の方程式と７つの
しかけ】
日９月２５日午後２時～５時

◇
対経営者・従業員場同会議所申電話
で同会議所（☎７２２・５９５７）へ
●八王子都税事務所～都税における
納税証明書の申請について
　納税証明書は、すべての都税事務
所・都税支所・支庁で申請できます／
申告・納付後１～２週間以内に納税証
明書を申請する場合は①領収印のあ
る領収書の原本②受付印のある申告
書の控え（申告税目のみ）を持参し、
直接同事務所（☎０４２・６４４・１１２２）
または町田都税支所（☎７２８・
５１１１）へ
●日本年金機構～「ねんきんネット」
への加入案内　
　「ねんきんネット」は、将来受け取
る年金の見込額をさまざまな条件に
応じて試算でき、国民年金や厚生年
金などの加入記録が確認できます。
また、国民年金保険料の免除や猶予
の承認を受けた期間について、納付
可能な月数や金額も確認できます／
「ねんきんネット」は、パソコン・スマ
ートフォンで日本年金機構のホーム

●町田市観光コンベンション協会か
らのお知らせ
【①町田南部の史跡と旧大山道ガイ
ドウォーク】
日９月２９日午前９時～午後３時ごろ、
集合はＪＲ横浜線成瀬駅改札前、解散
はＪＲ横浜線長津田駅（小雨実施）コ
ース堂之坂公苑～なすな原遺跡～東
工大すずかけ台キャンパス（昼食）～
福泉寺～大林梵鐘（約１０㎞）費１２００
円（保険料、ガイド料、資料代等）
【②近藤・土方たちが通った道を辿

たど

る
「小島資料館と布田道」ガイドウォー
ク】
日１０月４日午前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、解散は小田急多摩線黒川駅（小
雨実施）コース小野神社～小島資料
館～小野路宿里山交流館（昼食）～関
屋の切通し～別所の薬師堂（約７㎞）
／小野神社までの路線バス代は自己
負担です費２０００円（入館料、保険
料、資料代等）
【③小山内裏公園＆長池公園ガイド
ウォークツアー】
日１０月１４日午前９時～午後３時３０
分ごろ、集合は京王相模原線多摩境
駅改札前、解散は京王堀之内駅（小雨
実施）コース小山内裏公園～アレサ
ふれあいまつりｉｎまちだテクノパー
ク会場（昼食）～長池公園（約７㎞）費
１２００円（保険料、資料代等）

◇
申ガイドウォーク名・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、①９月２７日まで②１０
月２日まで③１０月１２日までにＦＡＸ
で町田ツーリストギャラリー（返
８５０・９３１２）へ（同協会ホームペー
ジで申し込みも可）問同ギャラリー

ページをご覧下さい問ねんきん定期
便・ねんきんネット等専用ダイヤル
☎０５７０・０５８・５５５
●東京法務局からのお知らせ
【全国一斉！法務局休日相談所】
　土地・建物の相続や贈与等の登記、
土地の境界、戸籍や国籍、人権に関す
ること等の相談をお受けします／講
演会も有り日・内１０月１日、相談＝午
前１０時～午後４時、講演①公証人に
よる「遺言と相続について」＝午前
１０時３０分～１１時３０分、講演②同局
職員、司法書士、土地家屋調査士によ
る「未来につなぐ相続登記」＝午後１
時３０分～３時場九段第３合同庁舎
（千代田区）申電話で同局民事行政調
査官室（☎０３・５２１３・１３１９）へ
【公証週間～遺言や大切な契約を公
正証書が守ります】
　１０月１日～７日は「公証週間」で
す。東京公証人会では、期間中、特設
電話を設置して電話相談を実施しま
す日１０月１日～７日、午前９時３０分
～正午、午後１時～４時３０分特設電
話番号☎０３・３５０２・８２３９問町田公
証役場☎７２２・４６９５、東京公証人会
☎０３・３５０２・８０５０
●町田市老人クラブ連合会～健康講
座「高齢者の栄養と食事」
対市内在住の６０歳以上の方日９月
２０日午後１時３０分～３時場鶴川市民
センター内食生活で、認知症・誤

ご

嚥
えん

性
肺炎を予防する調理のポイント等を
学ぶ申往復ハガキに講座名・住所・氏
名（ふりがな）・電話番号・年齢を明記
し、９月１２日まで（必着）に町田市老
人クラブ連合会（〒１９４－００２２、森
野１－１－１５、わくわくプラザ町田３
階）へ問同連合会☎７２５・４６１３

問健康推進課☎７２４・４２３６
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生涯学習センター
親と子のまなびのひろば

【きしゃポッポ】
　お母さん同士で子育ての情報を共
有して育児の工夫を学び合い、赤ち
ゃんとの遊びを見つけられるひろば
です。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の月末まで）とその保護者、妊婦
の方
日９月～１１月の第１～３火曜日、いず
れも午後２時～４時（月２回まで参加
可）
【パパと一緒にきしゃポッポ】
　育児に参加したいお父さんのため
のひろばです。赤ちゃんと遊んだり、
簡単なおもちゃを手作りします。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の月末まで）とその父親
日９月２４日、１０月２９日、１１月２６日、
いずれも日曜日午後２時～４時

◇
場同センター６階保育室
問同センター☎７２８・００７１
創業・起業を支援します！
女 性 創 業 ス ク ー ル
　創業に関する基礎知識からマーケ
ティングや商品開発、理想のライフ
スタイルとの両立、女性起業家の体
験談等、女性特有の学習ポイントを
カリキュラムに盛り込み、より実践
的なビジネスプランを作成します。
【キックオフセミナー】
　市を拠点に活動する女性起業家の
講演と本講座のガイダンスです。
対創業予定の女性
日９月１４日㈭午前１０時～正午
定５０人（申し込み順）
【本講座】
対原則全回参加できる創業予定の女
性
日１０月５日㈭、１２日㈭、１９日㈭、２６
日㈭、３１日㈫、１１月２日㈭、９日㈭、
１６日㈭、いずれも午前９時３０分～午
後０時３０分、全８回

内創業に関する基礎知識講習、ビジ
ネスプランの作成・練り上げと発表
講（株）ウィルパートナーズ代表取締
役・辺見香織氏、税理士、中小企業診
断士、司法書士等
定３０人（申し込み順）
費１万８００円

◇
場町田新産業創造センター
申同センターホームページで申し込
み。
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業観光課☎７２４・２１２９

大地沢青少年センター
【①青空アトリエ】

　毎月第２日曜日に、電動糸のこや、
のこぎりなどを使い、木やまゆ等で
椅子やクラフトを作ります。９月の
特別プログラムは宝箱を予定してい
ます（開催時間内であれば、何時から
でも参加可）。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日９月１０日㈰午前１０時～午後３時
（雨天実施）
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）
【②ピザ窯・薫製箱利用講習会】
　石窯とドラム缶窯でピザを焼き、
薫製箱で基本的な薫製をして、その
利用について学びます。講座受講後
は、ピザ窯・薫製箱の個人利用ができ
ます。
対高校生以上の方
日９月２４日㈰午前１０時～午後３時
定２０人（申し込み順）

費４００円
申９月１日午前９時から電話で同セン
ターへ。

◇
場同センター①研修棟②野外炊事場
問同センター☎７８２・３８００
参加者・参加団体募集　
障がい者スポーツ大会
対障がいのある方とその家族、市内
障がい者施設の利用者（団体での申
し込みも可）
日１１月３日㈷午前１０時～午後３時
※昼食は各自で用意して下さい。
場市立総合体育館
内パン取り競走や玉入れ、鈴割り、卓
球、バドミントン等
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
申９月１５日までに電話またはＦＡＸ
で障がい福祉課（☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３）へ（申し込み状
況によっては抽選の場合も有り）。

町田産新鮮野菜の販売

　市内の認定農業者が作
った新鮮野菜の販売で
す。いずれも売り切れ次
第終了です。
【９月の日曜朝市】
日９月３日㈰午前７時～８時
場教育センター校庭
【市役所まち☆ベジ市】
日９月１９日㈫午前１１時～午後１時
場市庁舎前　

◇
問農業振興課☎７２４・２１６６

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。

●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９月２７日～１０月２５日の水曜
日、午前９時１５分～１０時１５分、午前
１０時３０分～１１時３０分、各全５回定
各５０人（抽選）費１７００円
【ちびっこ体操教室】
対市内在住、在園の４～５歳児日９月
２６日～１１月２８日の火曜日、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（１人１枚）に、必要事項
を明記し、９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）問同館☎７２４・３４４０
●サン町田旭体育館
【町田ゼルビアタッチラグ
ビー教室】
対①２０１１年４月２日～２０１２年４月１
日生まれの幼児②小学生日１０月２４
日～１１月２１日の火曜日、①午後３時
４５分～４時３０分②午後４時４０分～５
時５０分、各全５回定各２０人（抽選）費
①３０００円②３５００円／体験参加は
６００円（１人１回まで）申往復ハガキ
に必要事項を明記し、９月３０日まで

（消印有効）に同館へ問同館☎７２０・
０６１１
●市立室内プール～プール
夏祭り２０１７
　ご家族そろっておいで下
さい。当日は、施設を無料で利用でき
ます（トレーニング室を含む）／駐車
場は有料日９月３日㈰午前９時～午後
９時内プールでのミニゲーム、飲料
の無料配布、工作、小さなお子さん向
けの絵本や紙芝居の読み聞かせ、食
品売店で当日限定商品の販売、市内
の授産施設による展示即売会等問同
プール☎７９２・７７６１
●野津田公園
【簡単トレーニングを身に
着けて健康アップ～アクテ
ィブ運動教室】
対２０歳以上の方日９月２２日～１２月
８日の金曜日（１１月３日、１２月１日を
除く）、午前１０時３０分～正午、全１０
回定２０人（申し込み順）費５０００円申
電話で同公園管理事務所へ
【自然観察教室～植物編】
対小学生以上の方（保護者同伴の場
合は未就学児も可、大人１人での参
加も歓迎）日９月２３日㈷午前９時～
正午場同公園講（有）植生技術代表・
三瀬章裕氏定２０人（申し込み順）費

大人５００円、小学４～６年生３００円
（保険料、材料費込み）／小学４年生
未満は１人まで無料です申９月１日午
前９時から電話で同公園管理事務所
へ
【フリーマーケット開催】
　市立陸上競技場周囲の園路や広場
で開催します／キッチンカーの出店
もあります日９月２３日㈷、２４日㈰、
いずれも午前１０時～午後４時場同公
園陸上競技場周辺

◇
問同公園管理事務所☎７３６・３１３１
（受付時間＝午前９時～午後５時、土
・日曜日、祝日も可）
●忠生公園～定例自然観察会「草む
らの昆虫と秋の草花」
日９月３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）内バッタ
やコオロギ、秋の草花等を観察問同
公園☎７９２・１３２６
●かしの木山自然公園～自然観察会
「草むらの昆虫と秋の草花」
日９月１７日㈰午前９時３０分～１１時
（雨天中止）場同公園／駐車場はあり
ません問同公園☎７２４・１６６０
●町田市自然休暇村～秋のトレッキ
ングツアー

　１日目は足慣らしのハイキングコ
ースとして山梨県で「ますとみ民話
ラリー」を行い、２日目はガイドと一
緒に梓久保登山道から両門ノ頭（中
級）までトレッキングをします／添
乗員は同行しません。現地係員が対
応します対市内在住、在勤、在学の方
とその同行者日１０月２２日㈰午前８
時～２３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）場町田市自然休暇村（長
野県南佐久郡川上村）定４０人（申し
込み順）／最少催行人数は３５人です
費大人１万７８００円（交通費、宿泊費、
１日目昼食～２日目昼食〔４食分〕、ガ
イド料、保険料含む）／旅行条件書、
振込先は申込者に別紙でご連絡しま
す旅行企画・実施ＪＷＴジャパンウイ
ンズツアー（株）長野県知事登録第２
－３９９号、全国旅行協会会員・長野県
旅行業協会会員（長野県佐久市今井
５３３－１、☎０２６７・６６・１２６８〔代〕）、
利用バス会社＝信濃バス（長野県南
佐久郡川上村樋沢２３４）申９月１日午
前９時から電話で自然休暇村（錆
０１２０・５５・２８３８）へ（１０月１２日以
降の取り消しはキャンセル料が必
要）

相模線沿線ハイキングとなりの
まちから
相模原市 日１０月２１日㈯、午前

９時３０分～１０時３０
分に入谷小学校（座間市）に集合
※ロングコースは所要時間４時間
程度、ショートコースは３時間程
度です。
※荒天中止。
コースロングコース＝入谷小学校
～座間市公民館～座間公園～スカ
イアリーナ座間～新戸トンネル
（市道新戸相武台）～史跡勝坂遺跡
公園～相模の大凧センター～ノジ
マフットボールパーク（約１０．３
㎞）、ショートコース＝入谷小学校
～座間市公民館～座間公園～史跡
勝坂遺跡公園～相模の大凧センタ
ー～ノジマフットボールパーク

（約７．７㎞）
定８００人（申し込み順）
申「相模線沿線ハイキング」と書
き、代表者住所・氏名（ふりがな）・
電話番号・参加人数・希望コースを
明示し、１０月２０日までに直接、電
話、ＦＡＸまたはＥメールで、相模原
市交通政策課（相模原市中央区中
央２－１１－１５、☎７６９・８２４９返
７５７・６８５９遍ｔｏｓｈｉｋｏｕｔｓｕ＠ｃｉｔｙ．
ｓａｇａｍｉｈａｒａ．ｋａｎａｇａｗａ．ｊｐ）へ
（寒川町ホームページで申し込み
も可）。
※当日雨天時のお問い合わせは、
相模原市コールセンター（☎７７０
・７７７７）へ。

催し・講座催し・講座
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●町田市民文学館～ことばであそぼ
う！３・４歳児あつまれ！
日９月９日㈯午前１０時３０分～１１時
４０分場同館２階大会議室内絵本、紙
芝居、わらべうた、ことば遊び、童謡
等上演桃の木工房問同館☎７３９・
３４２０
●生涯学習センター～手づくりしよ
う　くるくるロケット
　折り紙を使ったロゼット（たんぽ
ぽのような花形装飾）をお子さんと
一緒に作ります対市内在住の１歳６
か月以上の未就学児とその保護者日
９月２６日㈫午前１０時３０分～１１時
３０分場同センター定２０組（申し込
み順）申９月１日午前９時から電話で
同センター（☎７２８・００７１）へ
●ひなた村
【①げんきっず】
対乳幼児とその保護者日９月７日か
ら原則木曜日午前１０時３０分～１１時
１５分場ひなた村カリヨンホール内
親子体操、手遊び、体遊び、お話等

順）
【⑤ひなた村デイキャンプ】
対市内在住、在学の小学生とその家
族日１０月７日㈯午前９時～午後３時
内野外炊事、森で外遊び定４０人（申
し込み順）費１人３００円
【⑥親子陶芸教室】
対市内在住、在学の全回参加できる
小・中学生とその保護者日・内１０月
１５日㈰午前１０時～午後３時＝形作
り、１０月２９日㈰午前１０時～正午＝

※開催日等の詳細はお問い合わせ下
さい。
【②ひなた村シアター】
日９月２４日㈰午前１０時３０分～１１時
３０分場ひなた村第１レクルーム内

「がんばれスイミー」「あらいぐまラ
スカル」
【③糸のこ教室】
　初心者も歓迎です対市内在住、在
学の小学２年生～１８歳の方（小学２
年生は保護者同伴）日９月２３日㈷午
後２時～４時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１０人（申し込み順）
費３００円（糸のこ１台につき）
【④キンボールスポーツ教室】　
　直径１２０ｃｍの大きなボール（キン
ボール）を使ったスポーツで、ゲーム
を楽しみましょう対市内在住、在勤、
在学の全回参加できる小学４年生以
上の方日１０月１１日～１２月６日の水
曜日（１１月２９日を除く）、午後３時
３０分～５時、全８回定１５人（申し込み

釉
ゆう

薬
やく

がけ、１１月５日㈰午前１０時～
１１時＝講評、受け取り講陶芸教室

「徳」主宰・小口徳子氏定２０人（申し
込み順）費大人７００円、子ども３００円

◇
申①②直接会場へ③～⑥９月１日午
前１０時から電話でひなた村（☎７２２
・５７３６）へ／③のみ９月１６日以降定
員に空きがあれば１９歳以上の方も
受け付けます

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。

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）⑨八王子少年センター（☎
０４２・６７９・１０８２）へ対市内在住の方（②、⑫を除く）

名　称 日　程 予約方法／相談時間
①法律相談 月～金曜日 前週の金曜日から電話で予約

②交通事故相談 １３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） １日、８日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 ５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 １２日㈫
⑥登記相談 ７日㈭
⑦行政手続相談 １４日㈭
⑧年金・社会保険・労
務相談 ６日㈬

⑨少年相談 １２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

⑩国の行政相談 ５日㈫ 直接市民相談室（市庁舎１階）へ/午後１時３０分～４
時⑪建築・耐震相談 ６日㈬

⑫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

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。

問子育て推進課☎724・4468 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）

市HP 暮らしに関する相談 検索

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時～
午後5時）、10日＝ほづみ耳鼻いんこう
科・小児科医院（☎728・0275、 南大谷
1426-138）

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
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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 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１
２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

３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 甲斐内科クリニック ☎７９６・８７１１ 成瀬が丘２-２４-２
内科 もとはしクリニック ☎７２７・９９３０ 中町２-１４-１０
内科、
小児科 たかはしクリニック ☎７９８・７７５５ 常盤町３２００-１

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

４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
５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
６日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
７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
８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
９日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

１０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 かどわきクリニック ☎７９９・２２０２ つくし野４-９-８

内科 なるせクリニック ☎７２１・６６８６ 西成瀬１-５７-１７
内科 こじま内科 ☎７７０・２５１３ 小山町３２４５-１

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
あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３
町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７

１１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
１２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
１３日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
１４日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
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広　　告

　小学１年生から４年生ま
での約３年半、市立町田第
五小学校に通い、その後モ
スクワ国立アカデミー舞踊
学校で学んでいた千野円

まる

句
く

さんが、６月にモスクワで
開催された、第１３回モスク
ワ国際バレエコンクール・
ジュニア男子ソロ部門で金
賞を受賞しました。８月８日
には、その報告のため祖母
の谷口登美子さん（谷口バ
レエ研究所主宰）とともに
市役所を訪れました。
　報告では受賞の喜びを語るとともに、今後につい
て「ロシア国立ボリショイ・バレエ団に入団予定で
す。将来は日本で凱旋公演し、プロのダンサーとし
て踊る姿を見てもらいたいです」と話されました。
　同コンクールはモスクワで４年に１度開催され
ており、ジュニア部門での日本人の金賞受賞は
２００１年以来の快挙となります。

　創業支援施設「町田新産業創造セン
ター」に入居する株式会社Ｔｏｋｙｏ Ｎｅｗ 
Ｃｉｎｅｍａ（映画企画・制作・配給業）の制
作映画「四月の永い夢」が、「第３９回モ
スクワ国際映画祭」で国際映画批評家
連盟賞、ロシア映画批評連盟特別表彰
の２つの賞を受賞しました。
　同映画祭は、カンヌ・ベルリン・ベネ
チアに並ぶ世界四大映画祭の１つで、
今年は６月２２日～２９日にロシア・モスクワにて開催されました。
　８月２３日には、代表取締役・木ノ内輝氏（写真中央）、監督・中川龍
太郎氏（写真左）、プロデューサー・藤村駿氏（写真右）の３氏が受賞
の報告のため市役所を訪れました。中川監督は「いつか町田を舞台
にした作品を撮りたいです」と話されました。
　市では公開に先立ち、先行試写会を実施します。世界に認められ
た町田市の起業家発の作品を、ぜひご鑑賞下さい。
　なお、日本国内
での公開は２０１８
年春を予定してい
ます。

受賞記念先行試写会 
　当日は、監督・プロデューサー等による舞台挨拶があります。
○日時　９月１２日㈫午後７時～９時
○会場　町田市民フォーラム
○定員　１５０人（申し込み順）

○申し込み　９月１０日午後５時ま
でに、町田新産業創造センターホー
ムページで申し込み。

受賞映画「四月の永い夢」
（英題：ＳＵＭＭＥＲ　ＢＬＯＯＭＳ）　
２７歳の元教師の女性が、３年
前に亡くなった恋人の書き遺
した手紙をきっかけに、自分
自身と向き合い始める…。

　市では、元気なものづくり産業で市内経済の活性化を図るため「町田市トラ
イアル発注認定制度」を制定しています。この制度は、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、一定の基準を満たした
商品及び開発事業者を認定するもので２０１３年度から毎年実施しています。
　２０１７年度は、書類審査及び専門家による意見聴取の結果、５商品（５事業
者）を認定しました。今回の認定商品を含めて、これまでに２０事業者２４商
品が認定を受けています。
　なお、認定期間中は認定商品カタログの作成や配布、町田市ホームページ

での紹介、各種イベントブースでのＰＲ等を通し販路拡大のための支援を行
います。また、「町田市名産品」や「まち☆ベジ」と併せて「まちだイチオシ」商
品として、市内外にも広くＰＲを実施します。
○認定期間　８月１日～２０２０年３月３１日
○認定要件　販売を開始した日から５年以内で次のすべての要件を満たす
商品　①既存商品とは著しく異なり、優れた使用価値を有する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③生産・販売の方
法や資金調達の方法などが適切である

２０１７年度町田市トライアル発注認定商品が決定 問産業観光課
☎７２４・２１２９

祖母の谷口さん（中央）
とともに報告に来られ
た千野さん（右）

町田新産業創造センター入居企業「株式会社Ｔｏｋｙｏ Ｎｅｗ　Ｃｉｎｅｍａ」制作作品

「モスクワ国際映画祭」で受賞！
問町田新産業創造センター☎８５０・８５２５、町田市産業観光課☎７２４・２１２９

千野円句さんが「モスクワ国際
バレエコンクール」のジュニア
男子ソロ部門で金賞を受賞！

問文化振興課☎７２４・２１８４

認 定 商 品 の 紹 介
ＬＥＤオゾン濃度測定装置（有限会社光電鍍工業所）

　世界初となる、水銀ラン
プ式に代わるＬＥＤ式のオゾ
ン濃度測定装置です。
　オゾン濃度の計測（自動
車排ガスによるオキシダン

ト測定）、オゾン発生器を使用した水処理等（浄水場、下
水処理場、プール、湖、沼）の大気中へ排出される残留オ
ゾン濃度の計測、オゾン発生器を使用した殺菌・脱臭等
の大気オゾン濃度計測等、さまざまな用途での使用が
可能です。

システムデバッグ支援周辺モデル「ＳｙＤＡＰ ｍｏｄｅｌ」 
（株式会社インターバディ）

　システムデバッグ（※）を支援
する仮想検証向けのマイコン周
辺モジュールのＳｙｓｔｅｍＣモデ
ル群です。実際のハードがない
状態で、ソフトウェア検証を可

能にする仮想検証は、早期デバッグやハードで行うこと
が難しい検証を網羅できることから注目を集めています。
　電子製品・車載製品の短期で確実な検証が可能となり、
安全安心な社会的インフラストラクチャ－の構築へとつ
ながります。
※コンピュータプログラムに潜む欠陥を探し取り除くこと。

Ｗｉ－Ｆｉ　街だ君（株式会社イズミ）
　通常時は観光情報
を発信し、災害時は
防災拠点として、灯
り・情報通信手段を
確保し、被害状況の
発信や避難の誘導に
有効活用できる街路
灯です。災害時、停電
となってもバッテリ
ーによる電源供給
で、灯り・情報を確保
することができます。

ＳＨＩＺＵＫＡ Ｓｔｉｌｌｎｅｓｓ Ｐａｎｅｌ（株式会社静科）
　特許技術を活用した複数の素材からなる独自の構造を
持ち、音楽スタジオ、ライブハウス、映画館、自宅などの音
響空間をつくるのに最適な音響調音パネルです。４００Ｈｚ以
上の音域において約９０％以上の一定の吸音率を保ち、厚
みを変えることで難しい低音域の吸音も可能となります。
　技術の応用で「騒音問題」や音環境改善による「高齢者の心理的ケアや
安全な環境づくり」にも活用できます。

元気なものづくり産業を応援
！

透き通る漆シート（株式会社Ｄｕｃｏ）
　塩ビフィルムに漆と箔

はく

を塗布して開発したシートで、建
築、インテリア、家具、アクセサリーなど、さまざまな用途で
利用できる商品です。これまでのインテリアシートと比較
して、天然漆を手塗りしており、環境に配慮した素材であ
り、デザイン性・加飾性に優れた独自性がある商品です。
　東京オリンピック・パラリンピックに向けて、日本の伝統工芸を生かした

「和」の表現を実現することができます。
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