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対市内の店舗で、お客さんが持参す
日１１月３日㈷午前１０時～午後４時
（電話で都市政策課へお問い合わせ
るマイボトルなどに、お店で販売す （雨天時は５日に延期）
も可）。
る飲み物、お水やお湯など飲料水の
場相原中央公園芝生広場
場鶴間公園水道道路・さわやか広場
提供ができる事業者
（提供サービス
内相原の竹を使ったワークショッ
内同がっこう参加者による、食・スポ
町田市民病院は急性期医療機関です
の有料・無料は不問）
プ、相原クイズ、相原地域の物産販売
ーツ・音楽・遊び・学びをテーマとす
かかりつけ医はお持ちですか
申
「マイボトル等推進協力店申請書」 等
るイベント（普段できないたき火で
問産業観光課☎７２４・２１２８
の調理、自然素材を使った木工や楽
町田市民病院は、入院・手術・精密 （町田市ホームページでダウンロー
ド）に必要事項を記入のうえ、営業許
器づくり、音楽会、公園を巡るスタン
検査などを行う医療機関です。高度
文 学 館 ま つ り
可書の写しを添えて、郵送またはＦＡ
プラリー、体操やダンス、紙芝居等）
で専門的な医療や、２４時間体制の救
Ｘで３Ｒ推進課「マイボトルＯＫ店」係
問都市政策課☎７２４・４２４８
急診療を行うため、地域医療機関と
町田市民文学館と文学館まつり実
（〒１９４－０２０２、下小山田町３１６０、 行委員会の共催です。会場に直接お
連携して診療を行っています。
自由民権資料館まつり２０１７
返７９７・５３７４）へ。
体調が悪くなったときやケガをし
越し下さい。
※11月30日まで（必着）に申請いた
たときは、
まずお近くの診療所（かか
なお、当日は文学館通りが歩行者
自由民権資料館と町田の歴史に親
りつけ医）
で受診し、必要に応じて、 だいた事業者は、市内の各施設（32
天国になって時代行列が通ります。
しめる楽しい催しをたくさんご用意
か所）やマイボトル等推進協力店で
紹介状を持って町田市民病院で受診
日１０月２２日㈰午前１０時～午後４時
しています。
配布する、
「2018年度マイボトルＯ
して下さい。
紹介状には、患者さんの
場町田市民文学館
日１１月３日㈷午前１０時～午後４時
Ｋ店ガイドブック」に掲載されます。
症状や診療目的などがまとめて記載
内オープニング（和太鼓演奏）、展示
場同館
詳細はお問い合わせ下さい。
されており、かかりつけ医から町田
・上演会等（パネル展、
「谷田昌平と
内昔の遊び体験、紙芝居、展示解説・
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
市民病院の医師に受診目的が明確に
第三の新人たち」展、たのしいいけば
収蔵史料の紹介、探検！民権の森、模
伝わります。
また、
検査の重複を避け
な発表会、紙芝居上演会、語りよみ、 擬店、古本市等
コミュニティ助成事業
ることもできます。
参加型ワークショップ（笠着連句、俳
問同館☎７３４・４５０８
問 町 田 市 民 病 院 医 事 課 ☎７２２・
句コンテスト、折り紙サロン、絵手紙
（一財）自治総合センターの２０１７
常設型冒険遊び場オープン！
サロン）、ハロウィンフェイスペイン
２２３０
年度コミュニティ助成事業による宝
谷戸池公園冒険あそび場
ト、ヨーヨー釣り、占い、文学フリー
くじの助成金を受け、町田市町内会
町田国際交流センター～外国人のた
マーケット町田、模擬店、野菜販売
・自治会連合会が、各町内会等で開
１０月１日に市内３か所目となる常
めの
問同館☎７３９・３４２０
催する地域の活性化のイベントや研
設型冒険遊び場「谷戸池公園冒険あ
専 門 家 無 料 相 談 会
修会で使用するために、発電機やト
そび場」が小山田桜台にオープンし
南町田拠点創出まちづくりプロジェ
ました。
弁護士・行政書士などの専門家が、 ランシーバー等を購入しました。
クト～鶴間公園に集まれ！！
この事業は、コミュニティ活動の
冒険遊び場は、子どもが「やってみ
ビザ・在留資格など、日常生活の中で
鶴
間
公
園
の
が
っ
こ
う
祭
促進と健全な発展を図るとともに、
たい」と思うことを実現できる場所
困っていることの相談を受けます。
です。子どもが自分のやり方やペー
※通訳言語は、
英語、中国語、韓国語、 宝くじの社会貢献広報を目的として
鶴間公園のがっこうで企画した
「鶴
います。
スで創意工夫しながら、遊びの中で
スペイン語、フランス語、ベトナム
間公園のがっこう祭」
を開催します。
問市民協働推進課☎７２４・４３５８
起きる冒険や挑戦、失敗といったさ
語、
フィリピン語です。
※詳細は、南町田拠点創出まちづく
まざまな体験を通し、成長すること
日１１月５日㈰午後１時３０分～３時３０
りプロジェクトホームページをご覧
ができます。
分
下さい。
活動日時毎週火・水・土・日曜日、いず
場町田国際交流センター
※同日に開催する「公園の木を活か
れも午前１０時～午後４時３０分
申電話、ＦＡＸまたはＥメールで同セ
すワークショップ」については、本紙
つくし野コミュニティ
場谷戸池公園（小山田桜台１－１９－
ンター
（☎７２２・４２６０返７２２・５３３０
１０月１日号をご覧下さい。
セ ン タ ー ま つ り
１）
日１１月４日㈯午前１１時～午後４時
遍info@machida-kokusai.jp）へ。
運営団体谷戸池公園冒険あそび場運
※外国人のための専門家無料相談会
日１１月４日㈯午前１０時～午後５時、 （雨天時は５日に順延）
営委員会
※雨天順延の場合は、当日午前８時
に関することは同センターへお問い
５日㈰午前９時３０分～午後３時３０分
問児童青少年課☎７２４・４０９７
に南町田拠点創出まちづくりプロジ
合わせ下さい。
場同センター、駅前広場
ェクトホームページに掲載します
問文化振興課☎７２４・２１８４
※車での来場はご遠慮下さい。
内発表（吹奏楽、ダンス、楽器演奏、コ
募集します
ーラス、民謡、和太鼓、絵画、写真、書
１０月２２日㈰は
マイボトル等推進協力店
道等）、模擬店、野菜販売
マイナンバーカードの手続きができません
問同センター☎７９６・１９５５
市では、
マイボトル・マイカップな
問マイナポータルについて＝マイナンバー総合フリーダイヤル錆０１２０
どの活用を通じて、使い捨て容器の
・９５・０１７８、個人番号カードの申請・受け取りについて＝町田市市民課
あいはら“ワクワク”竹学校
利用を減らすライフスタイルの提案
☎７２４・２１２３
をしています。
相原地域を市の重要な観光拠点と
持参したマイボトルなどに飲み物
考え、大学生が地域の支援を受けな
マイナンバーカード（個人番号カ やり取り履歴の確認等ができます。
を入れてもらえるお店を「町田市マ
がら、相原地域の魅力を向上させる
ード）は、市民課（市庁舎１階）で月～ 今後は、行政からのお知らせの受領、
イボトル等推進協力店（愛称＝マイ
ことを目的としたイベントを開催し
金曜日（祝休日を除く）と第２・４日曜 税金の決済など、さらに多様なサー
ボトルＯＫ店）
」として認定し、広く
ます。子どもから大人まで楽しんで
ビスが提供される予定です。
日に交付しています。
周知するため、町田市ホームページ
いただけるプログラムとなっていま
１０月２２日㈰は、全国システムが ※マイナポータルを利用するために
やごみナクナーレ、ｅｃｏまちだなど
す。
メンテナンスにより休止するため、 は、個人番号カード・ＩＣカードリー
で各店舗を紹介します。今回、その協
※詳細は、町田市ホームページをご
同カードの交付を行うことができま ダライタ・パソコンが必要です。
力店を募集します。
覧下さい。
せん。また、住所異動に伴う同カード ○個人番号カードをまだ申請してい
に関する手続き（継続利用・券面事項 ない方
個人番号カードを取得すると、マ
の変更等）、電子証明書に関する手続
となりの
イナポータルや、
住民票、印鑑登録証
きも行うことができません。ご理解
まちから
相模原市
明書などの証明書をコンビニで取得
ご協力をお願いします。
※コンビニエンスストアでの証明書 できるサービスを利用できます。
現在は、申請後１か月～１か月半で
自動交付サービスは、通常どおりご
カードを受領できます。
利用いただけます。
【マイナンバーカード（個人番号カー ※2015年１０月５日以降に氏名や住
「はやぶさの故郷」相模原市を全
分）
ド）は申請しましたか？～まもなく 所が変更となった方は、お手元の申
国にＰＲするシンボルイベントで
内さがみはらぁ麺グランプリ、宇
マイナポータルのサービスが開始さ 請書が使用できませんので、市民課
す。
プロボクシング世界チャンピオ
宙に関わる展示、銀河連邦共和国
へお問い合わせ下さい。
れます】
ン・井上尚弥さんと、第35代東洋
の物産店等
現在、国で「マイナポータル」のサ ○個人番号カードを申請済みで、ま
太平洋チャンピオン・井上拓真さ
※詳細は、潤水都市さがみはらフ
ービス開始に向けたシステム整備が だ受け取っていない方
ん兄弟もステージに登場します。
ェスタ公式ホームページをご覧下
個人番号カードを申請後、まだカ
進められており、今秋から本格的に
日１１月４日㈯、５日㈰、いずれも午
さい。
ードを受領していない方は、お早め
運用開始となる予定です。
前１０時～午後５時
問相模原市コールセンター☎７７０
マイナポータルでは、自己の個人 に受け取りをお願いします。
場相模総合補給廠 一部返還地（ＪＲ
・７７７７（受付時間＝午前８時～午
マイナンバーカード総合サイト 検索
情報の確認や行政間での個人情報の
後９時）
横浜線相模原駅北口から徒歩約５

催し・講座

い

ふる さと

しょう

医療費の還付金に関する不審電話にご注意下さい

問 保険年金課☎724・2125

