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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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町田市
ホームページ
QRコード

時間 午前11時～午後4時（町田シバヒロは午前10時～午後4時）
会場 
●原町田大通り会場☞マルシェ･まちだの市、農商工連携商品（※）販売、
町田夢舞生ッスイ祭　※2面のコラムを読んでね。
●町田シバヒロ会場☞農業祭農産物品評会･即売会、まち☆ベジグルメ店
出店、各種パフォーマンス（11日のみ）、町田夢舞生ッスイ祭（12日のみ）
●小田急カリヨン広場会場☞町田夢舞生ッスイ祭
●原町田三丁目商店会通り会場☞町田夢舞生ッスイ祭　
問 市役所代表☎722・3111、産業観光課
☎724・3296、農業振興課☎724・2166
詳しくは 市HP キラリまちだ 検索

　第12回 

総合健康づくりフェア

11月12日（日）　

体幹トレーニング
体験会

ASVペスカドーラ町田チームトレーナーが
指導！

キラリ☆まちだ祭
11月11日（土）、12日（日）

市内で作られた農産物や商品・
サービスなど、町田の魅力と
活力を発信する農業祭＆産業
フェスティバルです。

肌年齢測定
子ども薬剤師体験

体脂肪率測定

おくすり相談

木の実のストラップ
　＆バスボムづくり

inぽっぽ町田

体験・測定・相談ブース、
スタンプラリーなど、子ど

もから高齢者まで健康づくりを
楽しみながら体験できます。健
康づくりのヒントも見つけるこ
とができます。
時間 午前10時～午後3時　
問 健康推進課☎724・4236
詳しくは
市HP 健康づくりフェア 検索
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健康力を高める
きっかけをあなたに。

町 田 駅 周 辺食べて、学んで、
思い出つくる日

その他、
盛りだくさん！

第4回 食育フェア
11月12日（日）

プロクライマーの食事
方法を学ぶ　　　　　

尾川とも子氏・講演会
（要申し込み）

in町田市民フォーラム3階

町田産野菜を使った　

「いいことふくらむ
まちだすいとん」提供
午前10時から整理券配布!

「食育」をテーマに、普段の食生
活に役立つ知識などを体験しな

がら身に着けることができます。講演
会や体験・試食・販売ブースなど、家
族みんなで楽しめます。
時間 午前10時～午後3時
問 保健予防課☎722・7996
詳しくは 市HP 食育フェア 検索
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11月12日は、キラリ☆まちだ祭
まつり

、食育フェア、総合健
康づくりフェアが同時に開催されます。町田駅周辺を
ぐるっと巡って、端から端まで楽しみ尽くそう。

農産物品評会出品物、野菜宝
舟・神

み こ し

輿、花でできたまち☆
ベジマークを展示！ 恒例のよさこい祭りも開催！

同時開催

地産地消をテーマに生産され
た商品、飲食物、農産物を販売！

■マルシェ・まちだの市

市内事業者や飲食店と生産者
が一緒に開発した商品を販売！

■農商工連携によるオリジナ
ル商品の販売

■農業祭農産物品評会・即売会

■町田夢舞生ッスイ祭

キラリ☆まちだ
祭ＨＰ
ＱＲコード

※11日（土）は町田シバヒロ会場のみ開催

JR 町田駅

急
田
小

駅
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町

町田
シバヒロ

ぽっぽ町田

12

45 原町田
大通り

原町田三丁目
商店会通り

小田急
カリヨン広場

6
町田市民
フォーラム
3階
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2 2017．10．15 広報まちだは1日・15日の月2回発行です

交通規制の時間が昨年と変わります
12日（日）は、 の道路は午前9時
30分〜午後7時の間、 の道路は
午前10時〜午後4時の間、交通規制
により車両の通行ができません。

会場案内図
バス停の移設・休止について
原町田大通りの交通規制中（11月12日午前9
時30分〜午後7時）、神奈川中央交通の原町田
大通り8・9番のバス停は、ペデストリアンデ
ッキ下の臨時バス停へ、「三塚」のバス停は「天
満宮前（まちっこバス）」のバス停へ移設しま
す。また、「原町田三丁目」「原町田四丁目」のバ
ス停留所は休止します。
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前11時～午後7時
の間、通常の交通
規制により車両の
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カラダもココロも健康に
食べ歩きコース

ネームプレートをつくる
「こどもの遊び場☆町田の
木で遊ぼう‼」ぽっぽ町田

10:00

10:15

12:00

13:00

14:00

ストラップをつくる
「木の実のストラップ＆バス
ボムづくり」ぽっぽ町田

町田の花にふれる
「花の寄せ植え体験」町田シバヒロ

オクラ・れんこんなどの断面の食材ス
タンプでしおりづくり　
「THE食育☆秋の実り盛りだくさん！ 」
町田市民フォーラム3階

部品と工具を使ってもの
づくり
「工業部会deものづくり
体験」
原町田大通り

食・健康、ものづくり、写真といった目的別の3つのコースを紹介します。時間、コースは目安です。

JR町田駅スタート！！9:45

体脂肪率、骨量、血管年齢、呼気一酸化炭素濃度を
測る「簡単健康チェック！」ぽっぽ町田

9:30

健康マスコットキャラを
撮影「総合健康づくりフ
ェア開会式」ぽっぽ町田

9:45

プロクライマーの食事方法を学ぶ　講演会「世界
に誇る女性クライマーに聞く！～スポーツ選手
の食事とメンタルケア」町田市民フォーラム3階

11:00

時間 午前11時～正午
講 尾川とも子氏　定 180人（申し込み順）　
申 10月17日正午～31日にイベントダイヤル

（☎724・5656 コード 171017B）

フットサル選手流のトレーニ
ングで準備運動
「体幹トレーニング体験会ASV
ペスカドーラ町田」ぽっぽ町田

「いいことふくらむ　まちだ
すいとん」整理券をもらう
町田市民フォーラム3階

10:15

10:00

握力や口の機能を測る「握力で認知症のリスクを
知ろう」「かむかむガムテスト」

町田市民フォーラム3階

お土産に町田産の新鮮野菜まち☆ベジを
購入「農産物即売会」町田シバヒロ

15:00

町田産TOKYO X豚の串焼きを食べた後は、
町田産ゆずを使ったまちだサイダーで乾杯
「マルシェ･まちだの市
（農商工連携ブース）」
原町田大通り

14:00

野菜てんこ盛りの野菜宝舟
を撮影「農産物品評会」
町田シバヒロ

11:00

チョコやラムネを使った
調剤体験で白衣姿を撮影
「子ども薬剤師体験」
ぽっぽ町田

食育推進キャラクター
「まちだ食育クインズ」と一緒
に撮影

14:00

よさこい踊りを撮影
「町田夢舞生ッスイ祭」
原町田大通り

12:00

街中を撮影
（ぽっぽ町田周辺）

10:30

僕、「ダメ。ゼッタイ君」。他にも
ケンコウデスカマン、シールぼ
うや、モモ妹が来るよ

撮影専用のボードが
あります

色鮮やかな衣装と迫力
の舞を撮影できます

時間 ①午前11時15分～11時30分②午後0時15
分～0時45分③午後1時30分～1時45分
定 ①③各50人②100人（午前10時から整理券
配布、無くなり次第終了）

すいとんでおなかを満たす
「いいことふくらむ　まちだ
すいとん」
町田市民フォーラム3階

新鮮な町田産野菜
を天然だしで煮込
み、やさしい味に
仕上げました

他にも都知事賞の野菜・植木、野菜神
輿、まち☆ベジ花マークがあります

健
康
な
カ
ラ
ダ
に

一
歩
前
進

親子でつくって
遊んでコース

SNS映えする
おすすめ撮影スポットコース

カメラ片手にGO！

自分だけの
作品をつくろう

手作りのお土産
がいっぱい

JR町田駅スタート！！
JR町田駅スタート！！

その他の主なイベント
⃝こむぎここねこねまちだのこ　⃝「もったいない！」からはじめよう　
⃝学校給食･子どもたちの未来のために　⃝口

くち
ジャンケンで顔の筋ト

レ＆筋トレ　⃝食品の見えない“あぶら”をはかってみよう！　⃝ヤクルトミニシアターをのぞい
てみよう！　⃝食育ボランティア・地域の大学生による食育体験　⃝まちだ名産品の店　心和

第4回食育フェア

⃝みんなでチャレンジ☆スポーツ輪投げ！　⃝おく
すり相談　⃝鶴見川源流を歩こう　⃝がん細胞を見

てみよう！　⃝やっているつもりはもうやめよう！感染症予防☆　⃝街頭害虫相談～害虫
クイズにチャレンジ　⃝投票＆表明！あなたの私のマイプラン

第12回総合健康づくりフェア

初の農商工連携商品って？

　鶴間で植木を生産する横田園。生産者の横田さんは、
大量に実る小ぶりで可愛らしい「花ゆず」を活用できな
いかと考えていました。そんな時、成瀬の老舗酒店「さか
や栗原」を営む栗原さんの提案がきっかけとなり、「花ゆ
ずのお酒」が誕生しました。今年もキラリ☆まちだ祭で、
さまざまな連携商品（絹の道まちだ布巻ハム、トマトド
レッシング、ゆずポン酢等）の試食・販売を行います。

町田市民の野菜摂取量は？

　市民の1日の野菜摂取量は約250
ｇと、目標値の350ｇより100ｇ少な
くなっています。野菜は、ビタミン
やミネラル・食物繊維を含み、多く
の研究で野菜を1日350ｇ食べると
生活習慣病にかかる確率を低下さ
せるという結果が出ています。

コ
ラ
ム

まちだでしか
できないョ

※SNS＝ソーシャル・ネッ

トワーキング・サービス

11日、町田シバヒロのステージに出演
まちだガールズクワイアの皆さん

2016年農産物品評会最優秀賞
受賞　広瀬さん親子

町田商工会議所
工業部会キャラクター

2017キラリ☆まち
だ祭副実行委員長
清水さん
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1町田市民フォーラム3階
他にもおいしい商品がたくさん



32017．10．15市役所代表　辺０４２・７２２・３１１１　返０４２・７２４・５６００　番号間違いにご注意下さい

日10月16日㈪午前11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市役所まち☆ベジ市

健康案内健康案内
高齢者インフルエンザ

予防接種費用助成制度
　接種してから効果が表れるまで２
週間程度かかります。１２月中旬まで
に接種を終えることが望ましいとさ
れています。接種回数は１回です。
対市内在住の６５歳以上の方
※６０歳以上６５歳未満で、心臓、じん
臓または呼吸器の機能に日常生活が
極度に制限される程度の障がいのあ
る方、及びヒト免疫不全ウイルスに
より免疫機能に日常生活がほとんど
不可能な程度の障がいのある方も対
象です。
日２０１８年１月３１日㈬まで
※今年度は、全国的にワクチンの生
産・出荷が遅れています。１０月中は
流通量が少ないため、希望日に接種
を受けられない場合がありますが、
１１月以降は、流通量が増える見込み
です。
場町田・八王子・日野・多摩・稲城市の
契約医療機関
※町田市ホームページ等をご覧いた
だくか、お問い合わせ下さい。
自己負担額２５００円
※生活保護受給者、中国残留邦人等
の支援受給者は無料です。接種の際
は、必ず「生活保護受給証明書」「中国
残留邦人等の支援給付受給証明書」
をお持ち下さい。
※非課税世帯は有料です。

【指定介護老人福祉施設等に入所し
ている町田市民の方の接種費用を助
成します】
　特定の施設に入所し、町田・八王子
・日野・多摩・稲城市の契約医療機関
以外の医師による接種を受ける場合、
全額または費用の一部を１人１回助
成します（接種の前に申請が必要）。
　詳細は、町田市ホームページをご

覧いただくか、お問い合わせ下さい。
対同予防接種対象の方で、市内・市外
の指定介護老人福祉施設、介護老人
保健施設、指定介護療養型医療施設
のいずれかに入所している方
助成限度額２５００円
※生活保護受給者、中国残留邦人等
の支援受給者は５１００円です。
問保健予防課☎７２４・４２３９

市 民 公 開 講 座
【帰ってきた糖尿病劇場】
　医師が糖尿病について分かりやす
く講演を行います。
日１１月１８日㈯午前１０時～１１時３０分
場町田市民病院
講町田市民病院糖尿病・内分泌内科
部長　伊藤聡医師
定１５０人（申し込み順）
申１０月１８日正午～１１月１２日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６コー
ド１７１０１８Ｃ）へ。
問町田市民病院医事課☎７２２・
２２３０（内線７１３８）

糖 尿 病 予 防 講 習 会
　糖尿病を基礎から学べる講習会で
す。希望者は血管年齢測定ができます。
対市内在住の両日参加できる１８～
６４歳の方
日①１１月８日㈬午後１時１５分～４時
３０分②１１月１３日㈪午前９時４５分～
午後３時、全２回
場健康福祉会館
内①保健師・栄養士・歯科衛生士の講
話、グループワーク、血管年齢測定②
調理実習、健康運動指導士の講話・運
動実技
講健康運動指導士・天川淑宏氏
定１８人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申１０月１８日正午～２９日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１０１８Ｂ）へ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

健康教育講座
お 口 の 健 康 と 全 身 の 
健 康 と の 関 係
対市内在住の方
日１１月２日㈭午後１時３０分～３時
場健康福祉会館
内歯科医師による講話、歯科衛生士
による実習等
講町田市歯科医師会会員歯科医師・
山田潔歯科医師
定５０人（申し込み順）
申１０月１８日正午～３１日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１０１８Ａ）へ。
問保健総務課☎７２２・６７２８

募　集募　集
認 可 保 育 園 職 員
　詳細は保育園へお問い合わせ下さ
い。
対有資格者
○多摩境敬愛保育園（☎７７５・１４７０）
＝保育士（非常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８

お知らせお知らせ
ひとり親家庭等への

医 療 費 助 成 制 度
　ひとり親家庭またはそれに準ずる
家庭に対して、医療費を助成します。

【該当する方は申請を】

対１８歳に達する日の年度末までの
間にある児童（一定の障がいがある
場合は２０歳未満）を現に扶養してい
る、次のいずれかに該当する方　①
ひとり親家庭の父または母②父また
は母が配偶者からの暴力（ＤＶ）で裁
判所からの保護命令が出された家庭
③父または母に一定の障がいがある
家庭④父または母が１年以上拘禁さ
れている、または児童の養育義務を
放棄している家庭⑤両親がいない児
童を養育している養育者
助成の範囲医療機関で支払う保険診
療の自己負担分を助成（住民税が課
税されている世帯は一部負担金有り）
※申請者及びその扶養義務者（同居
の父・母等）の所得制限があります。
所得限度額や申請に必要な書類な
ど、詳細はお問い合わせ下さい。

【現況届の提出について】
　「児童扶養手当証書」をお持ちの方
（平成２９年度は緑色の証書）は、ひと
り親家庭等医療費助成制度の現況届
を省略できます。
※公的年金受給等の理由で児童扶養
手当を受給していない方には、１０月末
に現況届の用紙を送付します。１１月
１４日までに提出して下さい（郵送可）。

【申請事項が変わった際は】
　住所・お使いの健康保険証・同居の
方等、子ども総務課に届け出した内
容に変更があった場合は、必ず変更
届の提出をお願いします。
※各市民センター等では受け付けで
きません。
問子ども総務課☎７２４・２１４３

11月1日㈬緊急地震速報訓練の実施
問防災課☎７２４・３２１８

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
町田市自殺対策推進
協議会

10月18日㈬午後
1時30分~3時

市庁舎2階会
議室2-1

5人
（先着順）

直接会場へ問健康推進課
☎724・4236

町田市公共施設再編
計画策定検討委員会

10月26日㈭午後
1時から

市庁舎2階会
議室2-5

5人
（申し込み順）

事前に電話で企画政策課
（☎724・2103）へ

熱回収施設等の周辺
施設整備のあり方検
討委員会

11月9日㈭午後6
時~8時

市庁舎2階市
民協働おうえ
んルーム

10人
（申し込み順）

11月8日午後5時までに
電 話 で 環 境 政 策 課（ ☎
724・4386）へ

町田市地域密着型サ
ービス運営委員会

11月10日㈮午後
6時30分~8時

市庁舎5階会
議室5-3

4人
（申し込み順）

事前に電話でいきいき総
務課（☎724・3291）へ

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１３０

　朝夕の気温が下がって、すっかり
秋色になってきました。柿、栗、モズ
の高鳴き、コオロギの声、高い空。夏
の暑さが消えたせいか、我が家の犬
も、このところ元気よく朝の散歩に
飛び出していきます。
　先日、ざくろの実をたくさん収穫
しました。中身を取り出し絞ってジ
ュースにして、楽しんでいます。
　野鳥のほうは、秋の渡りの季節で
す。ツバメもすでに南に渡っていま
す。ノビタキやエゾビタキなどのヒ
タキ類、また、その他の多くの夏鳥も
旅立っています。市内では、あまり見
ることはありませんが、ワシタカの
仲間のサシバも今月半ばまでに渡り
をしていきました。
　代わって、北からジョウビタキが、
これもヒタキ類ですが、冬鳥のトッ
プを切って渡ってきています。冬鳥
の多くは１１月に入ってやってきま
す。特にカモ類は早めにやってきま
すので池や川をチェックしてみてく
ださい。これは、季節の変化を最初に
見つけるという楽しみでもあります。
　さて、今月はじめに、市内３番目の
「常設の冒険遊び場」が小山田桜台に
ある、谷戸池公園にオープンしまし
た。冒険遊び場は、いつも子どもたち
がやってみたいと思っていてもでき
ないこと、たとえば、のこぎりを使う
こと、釘を打つこと、急な崖を登る、
大きな木に登る、などなど。そんなこ

とができる遊び場です。
　いつもは保護者などから止められ
ていることが、自由にできる、人気の
ある場所です。ただし、冒険遊び場で
は「ケガと弁当は自分もち」、すなわ
ち、自己責任の原則があります。
　もちろん、遊び場の整備をはじめ、
自発性を尊重しながら「遊び」を教え
ること、遊びの道具立てをするなど
は、プレーリーダーと呼ばれる大人
が見守りながら運営をしています。
ここ、谷戸池公園冒険あそび場は、そ
うしたプレーリーダーの活動を小山
田桜台まちづくり協議会や青少年健
全育成小山田地区委員会、小山田南
小学校保護者と教職員の会の方々に
支えられています。自然の中での自
由な遊びの機会が減っている昨今、
「遊び」の選択肢を増やし、子どもの
居場所の選択肢を増やすことは大切
なことと考えています。今後もさら
にこうした冒険遊び場を増設してい
く予定です。地域の皆さんの一層の
支援をお願いいたします。

国民保護関係
情報

武力攻撃事態における警
報（ゲリラ等による攻撃）
武力攻撃予測事態におけ
る警報（航空攻撃）
弾道ミサイルに係る警報
緊急対処事態における警
報（大規模テロ）

緊急地震速報 推定震度5弱以上のとき
気象警報 大雨特別警報など
火山噴火警報 噴 火 警 戒 レ ベ ル4以 上

（避難準備）など
※Jアラート以外にも市庁舎に設置して
いる計測震度計での計測震度が震度4以
上の場合、自動で同無線屋外スピーカー
及び戸別受信機から放送されます。

自然の中で元気いっぱい

　総務省消防庁から発信されるＪアラ
ート（全国瞬時警報システム）を使用し
た緊急地震速報訓練を実施します。こ
の訓練は、地震が発生した際にＪアラー
トが情報を受け取り、自動で町田市防
災行政無線屋外スピーカー及び戸別受
信機から市内全域に放送されることを
確認するものです。詳細は町田市ホー
ムページをご覧下さい。
※町田市メール配信サービスの防災情
報に登録している方には、事前にお知
らせします。
日１１月１日㈬午前１０時ごろから
※気象・地震活動の状況により、予告な
く中止となる場合があります。

※Ｊアラートから配信され、自動で
同無線屋外スピーカー及び戸別受
信機から放送する情報は下表のと
おりです。



4 2017．10．15 電話（☎042・724・5656）やインターネットのイベント申込システム（ イベシスで検索）
で申し込みができます。コード＝インターネットで24時間申し込みができます。イベント申込システム 町田市イベントダイヤル

10月は、「市・都民税」の納付月です納付はお済みですか？ 問納税課　724・2121☎☎

お知らせお知らせ
届かない方はご連絡を

就学時健康診断通知書
　来年４月に小学校に入学する児童
（２０１１年４月２日～２０１２年４月１日
生まれのお子さん）の健康診断を、
１１月中に市内各小学校で行います。
　対象の方には、通知書を１０月１０
日頃に届くようお送りしました。数
日経っても通知書が届かない方や、
私立小学校に入学を予定している方
は、ご連絡下さい。
問保健給食課☎７２４・２１７７
不用となった子ども用品を

無 料 回 収 し ま す
　ご家庭で使わなくなった子ども用
品を無料回収するリユースイベント
です。
日・場１０月２７日㈮＝子どもセンタ
ーぱお、１０月２８日㈯＝相原中央公
園、いずれも午前１１時～午後３時
※相原中央公園はリサイクル広場と
同時開催です。
対象品目大型備品（ベビーベッド、ベ
ビーカー、チャイルドシート、歩行
器、乳幼児用ハイチェア、乳幼児用移
動防止柵、乳幼児用いす）、その他（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。

【配布会について】
　回収した子ども用品は、希望者へ
配布します。回収会と同一の会場で、
１１月に開催する予定です。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。

問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
駅前放置自転車クリーンキャンペー
ン

放置ゼロ　キレイな街で　
お も て な し
　東京都と近隣３県（埼玉県・千葉県
・神奈川県）及び５政令指定都市（千
葉市・さいたま市・横浜市・川崎市・相
模原市）で実施する「駅前放置自転車
クリーンキャンペーン」を、市では
１０月２２日㈰～３１日㈫に行います。

【放置自転車の現状】
　町田駅周辺に放置された自転車は
年々減少していますが、土・日曜日を
中心に放置されています。
　昨年度の放置自転車及び放置バイ
クの撤去台数は、自転車４４５４台、バ
イク２５５台の合計４７０９台に上って
います。

【歩行者のための歩道です】
　「少しの時間だから」等の軽い気持
ちが放置自転車・バイクがあふれる
状況を作り出し、通行の妨げや環境
悪化の原因となっています。また、災
害時等に緊急車両の通行や避難・救
助活動の妨げとなり、大きな事故に
つながる要因になります。

【指導・撤去を強化します】
　キャンペーン期間中は、放置自転
車問題を周知するため、放置自転車
・バイクの撤去を強化します。
　広報車によるＰＲ、駅周辺の放置場
所での指導・チラシの配布により、放
置の自粛と駐輪場の利用を呼び掛け
ます。
問道路管理課☎７２４・３２５７

不動産公売のお知らせ
公売方法入札
入札日時１１月１５日㈬午後１時～２時
※開札は、入札終了後に行います。
場千代田都税事務所７階会議室（千
代田区）
※公売財産内容や公売案内について
は、納税課に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。

問納税課☎７２４・２１２２
多摩都市計画道路３・１・６号南多摩
尾根幹線（多摩市聖ヶ丘五丁目～南
野三丁目間）建設事業に関する

都市計画変更素案及び 
特例環境配慮書の説明会
日①１０月２９日㈰午後２時～４時②
１０月３０日㈪午後７時～９時③１０月
３１日㈫午後７時～９時④１１月１日㈬
午後７時～９時（いずれも同一内容）
場①多摩市立鶴牧中学校②多摩市立
豊ヶ丘小学校③多摩市立諏訪小学校
④多摩市立落合中学校
※駐車場はありません。

【オープンハウス】
　説明会の内容について、質問等を
個別に受け付けます。
日①１１月１０日㈮午後４時～８時②
１１月１１日㈯午前１０時～午後２時
※担当者が対応できるまで時間をい
ただく場合があります。
場多摩市立豊ヶ丘地区市民ホール
※駐車場はありません。
※説明会・オープンハウスについて
は、東京都都市整備局都市基盤部街
路計画課（☎０３・５３８８・３３２８）、東京
都建設局道路建設部計画課（☎０３・
５３２０・５３１８）、町田市都市政策課（☎
７２４・４２４８）へお問い合わせ下さい。

【特例環境配慮書の縦覧・閲覧】
日１０月１６日㈪～１１月１４日㈫、いず
れも午前９時３０分～午後４時３０分
（土・日曜日・祝日を除く）
場環境保全課（市庁舎７階）、市政情
報課（市庁舎１階）、多摩市環境部環
境政策課、稲城市市民部環境課

【意見書の提出】
提出方法事業名・氏名・住所（法人そ
の他の団体は、名称、代表者の氏名及
び東京都の区域内に存する事務所ま
たは事業所の所在地）・環境保全の見
地からの意見を明記し、１０月１６日～
１１月２９日（消印有効）に直接または郵

送で東京都環境局総務部環境政策課
（〒１６３－８００１、新宿区西新宿２－８
－１、☎０３・５３８８・３４０６）へ。
問環境保全課☎７２４・２７１１
開催します～町田都市計画道路３・
３・５０号小山宮下線の

都 市 計 画 素 案 説 明 会
　南多摩尾根幹線と相模原市を結ぶ
新たな都市計画道路である町田３・３
・５０号小山宮下線（町田市小山町地
内〔町田街道～都県境〕）の都市計画
素案について説明会を開催します。
日１１月１７日㈮午後７時～８時３０分、
１８日㈯午後２時～３時３０分（各日と
も同一内容）
場小山市民センター１階ホール
※駐車場には限りがあります。
問東京都都市整備局都市基盤部街路
計画課☎０３・５３８８・３２９３、町田市
都市政策課☎７２４・４２４８
ご覧（縦覧）いただけます

都 市 計 画 案
【小山片所関連～町田都市計画地区
計画の決定（小山片所地区地区計
画）、地区計画の変更（まちだテクノ
パーク地区地区計画）、用途地域の変
更、高度地区の変更、防火地域及び準
防火地域の変更、都市計画公園の変
更、都市計画緑地の変更】
　都市計画法第１７条に基づく縦覧
で、期間中、住民及び利害関係人は、
都市計画の案について、意見書を提
出することができます。
対住民及び利害関係人
縦覧期間１０月１７日㈫～３１日㈫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１０月３１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

町田市認可保育園・認定こども園（１～２歳児）・小規模保育園・家庭的保育者（保育ママ）

２０１８年度の園児募集
問保育・幼稚園課☎724・2１３7

新たに委嘱されました　民生委員・児童委員
問福祉総務課☎724・25３7

青年海外協力隊とシニア海外ボランティアに
派遣されました
　市内にお住まいの髙増宏一さんが、
（独）国際協力機構（ＪＩＣＡ）の青年海外
協力隊として、鮫島麻里さんがシニア
海外ボランティアとして派遣が決定
し、その報告のため９月１５日に市庁舎
を訪れ、意気込みを語られました。派遣
期間は２年間です。
　現地でのご活躍を期待しています。

　１０月１日に、新たに３人の方が民生委員・児童委員に委嘱されました。
担当地区は下表のとおりです。
※その他の担当は、福祉総務課へお問い合わせ下さい。

派遣者（敬称略） 派遣国 職　種
髙増宏一 ガーナ 自動車整備
鮫島麻里 アルゼンチン 観光業

民生委員・児童委員　（10月異動）
地　区 地　域 担当委員

氏名・電話

町田第二 玉川学園 7丁目 1~4、27~32
（新）嶋村京子☎722・89828丁目 11~17

東玉川学園 4丁目 全

南第二 成瀬 都営成瀬7~9号棟
（新）多田美由紀☎726・70938丁目 1~9、12~17

西成瀬 1丁目 48、49
忠生第二 町田木曽住宅 イ 15~29号 （新）山田修☎792・3915

　２０１８年４月１日入園の申し込み
は、下表の日程・会場のみで受け付け
ます。
　なお、２０１７年度に認可保育園等に
申し込み中の方で（転園申請含む）、引
き続き２０１８年度も入園（転園）を希望
する方は改めて申し込みが必要です。
対保護者が就労、疾病、出産、看（介）
護、就学などの状況にあるため、保育
を必要とする家庭の乳幼児
※入園のしおり・申込書は１０月１６日
㈪から、市内各認可保育園、各認定こ
ども園、各小規模保育園、各家庭的保

育者（保育ママ）、保育・幼稚園課（市
庁舎２階）で配布します（まちだ子育
てサイトでダウンロードも可）。
※郵送での申し込みを希望の方は、
１０月１６日～１１月１０日に保育・幼稚
園課窓口で説明を受けて下さい。
※認定こども園（３～５歳児）を第１希
望で申し込む方は、１１月１日㈬から
各園で受け付けます。申し込みの詳
細は、入園のしおりをご確認下さい。
※保育を必要とする保護者の状況が
分かる書類が揃っていない場合は、
受け付けできません。

申込受付日程表
会　場 日　程 受付時間

保育・幼稚園課（市庁舎2
階）窓口 11月25日㈯

午前9時~11時、
午後1時~3時30分

市庁舎2階会議室2-1 11月28日㈫、30日㈭、12月4日㈪、
6日㈬、10日㈰、14日㈭、15日㈮

忠生市民センター 11月27日㈪
鶴川市民センター 11月29日㈬、12月12日㈫
小山市民センター 12月1日㈮
南市民センター 12月5日㈫
なるせ駅前市民センター 12月7日㈭、13日㈬
木曽山崎コミュニティセ
ンター 12月8日㈮

子どもセンターぱお 12月11日㈪ 午前10時~11時30分、
午後1時~3時30分

※各会場の詳細は入園のしおりの折り込みをご確認下さい。
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医療費の還付金に関する不審電話にご注意下さい 　　保険年金課☎724・2125問

お知らせお知らせ
町田市民病院は急性期医療機関です

かかりつけ医はお持ちですか
　町田市民病院は、入院・手術・精密
検査などを行う医療機関です。高度
で専門的な医療や、２４時間体制の救
急診療を行うため、地域医療機関と
連携して診療を行っています。
　体調が悪くなったときやケガをし
たときは、まずお近くの診療所（かか
りつけ医）で受診し、必要に応じて、
紹介状を持って町田市民病院で受診
して下さい。紹介状には、患者さんの
症状や診療目的などがまとめて記載
されており、かかりつけ医から町田
市民病院の医師に受診目的が明確に
伝わります。また、検査の重複を避け
ることもできます。
問町田市民病院医事課☎７２２・
２２３０
町田国際交流センター～外国人のた
めの

専 門 家 無 料 相 談 会
　弁護士・行政書士などの専門家が、
ビザ・在留資格など、日常生活の中で
困っていることの相談を受けます。
※通訳言語は、英語、中国語、韓国語、
スペイン語、フランス語、ベトナム
語、フィリピン語です。
日１１月５日㈰午後１時３０分～３時３０
分
場町田国際交流センター
申電話、ＦＡＸまたはＥメールで同セ
ンター（☎７２２・４２６０返７２２・５３３０
遍info@machida-kokusai.jp）へ。
※外国人のための専門家無料相談会
に関することは同センターへお問い
合わせ下さい。
問文化振興課☎７２４・２１８４
募集します

マイボトル等推進協力店
　市では、マイボトル・マイカップな
どの活用を通じて、使い捨て容器の
利用を減らすライフスタイルの提案
をしています。
　持参したマイボトルなどに飲み物
を入れてもらえるお店を「町田市マ
イボトル等推進協力店（愛称＝マイ
ボトルＯＫ店）」として認定し、広く
周知するため、町田市ホームページ
やごみナクナーレ、ｅcoまちだなど
で各店舗を紹介します。今回、その協
力店を募集します。

対市内の店舗で、お客さんが持参す
るマイボトルなどに、お店で販売す
る飲み物、お水やお湯など飲料水の
提供ができる事業者（提供サービス
の有料・無料は不問）
申「マイボトル等推進協力店申請書」
（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
可書の写しを添えて、郵送またはＦＡ
Ｘで３Ｒ推進課「マイボトルＯＫ店」係
（〒１９４－０２０２、下小山田町３１６０、
返７９７・５３７４）へ。
※１１月３０日まで（必着）に申請いた
だいた事業者は、市内の各施設（３２
か所）やマイボトル等推進協力店で
配布する、「２０１８年度マイボトルＯ
Ｋ店ガイドブック」に掲載されます。
詳細はお問い合わせ下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

コミュニティ助成事業
　（一財）自治総合センターの２０１７
年度コミュニティ助成事業による宝
くじの助成金を受け、町田市町内会
・自治会連合会が、各町内会等で開
催する地域の活性化のイベントや研
修会で使用するために、発電機やト
ランシーバー等を購入しました。
　この事業は、コミュニティ活動の
促進と健全な発展を図るとともに、
宝くじの社会貢献広報を目的として
います。
問市民協働推進課☎７２４・４３５８

催し・講座催し・講座
つくし野コミュニティ 
セ ン タ ー ま つ り
日１１月４日㈯午前１０時～午後５時、
５日㈰午前９時３０分～午後３時３０分
場同センター、駅前広場
※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
ーラス、民謡、和太鼓、絵画、写真、書
道等）、模擬店、野菜販売
問同センター☎７９６・１９５５

あいはら“ワクワク”竹学校
　相原地域を市の重要な観光拠点と
考え、大学生が地域の支援を受けな
がら、相原地域の魅力を向上させる
ことを目的としたイベントを開催し
ます。子どもから大人まで楽しんで
いただけるプログラムとなっていま
す。
※詳細は、町田市ホームページをご
覧下さい。

日１１月３日㈷午前１０時～午後４時
（雨天時は５日に延期）
場相原中央公園芝生広場
内相原の竹を使ったワークショッ
プ、相原クイズ、相原地域の物産販売
等
問産業観光課☎７２４・２１２８

文 学 館 ま つ り
　町田市民文学館と文学館まつり実
行委員会の共催です。会場に直接お
越し下さい。
　なお、当日は文学館通りが歩行者
天国になって時代行列が通ります。
日１０月２２日㈰午前１０時～午後４時
場町田市民文学館
内オープニング（和太鼓演奏）、展示
・上演会等（パネル展、「谷田昌平と
第三の新人たち」展、たのしいいけば
な発表会、紙芝居上演会、語りよみ、
参加型ワークショップ（笠着連句、俳
句コンテスト、折り紙サロン、絵手紙
サロン）、ハロウィンフェイスペイン
ト、ヨーヨー釣り、占い、文学フリー
マーケット町田、模擬店、野菜販売
問同館☎７３９・３４２０
南町田拠点創出まちづくりプロジェ
クト～鶴間公園に集まれ！！

鶴間公園のがっこう祭
　鶴間公園のがっこうで企画した「鶴
間公園のがっこう祭」を開催します。
※詳細は、南町田拠点創出まちづく
りプロジェクトホームページをご覧
下さい。
※同日に開催する「公園の木を活

い

か
すワークショップ」については、本紙
１０月１日号をご覧下さい。
日１１月４日㈯午前１１時～午後４時
（雨天時は５日に順延）
※雨天順延の場合は、当日午前８時
に南町田拠点創出まちづくりプロジ
ェクトホームページに掲載します

（電話で都市政策課へお問い合わせ
も可）。
場鶴間公園水道道路・さわやか広場
内同がっこう参加者による、食・スポ
ーツ・音楽・遊び・学びをテーマとす
るイベント（普段できないたき火で
の調理、自然素材を使った木工や楽
器づくり、音楽会、公園を巡るスタン
プラリー、体操やダンス、紙芝居等）
問都市政策課☎７２４・４２４８

自由民権資料館まつり２０１７
　自由民権資料館と町田の歴史に親
しめる楽しい催しをたくさんご用意
しています。
日１１月３日㈷午前１０時～午後４時
場同館
内昔の遊び体験、紙芝居、展示解説・
収蔵史料の紹介、探検！民権の森、模
擬店、古本市等
問同館☎７３４・４５０８
常設型冒険遊び場オープン！

谷戸池公園冒険あそび場
　１０月１日に市内３か所目となる常
設型冒険遊び場「谷戸池公園冒険あ
そび場」が小山田桜台にオープンし
ました。
　冒険遊び場は、子どもが「やってみ
たい」と思うことを実現できる場所
です。子どもが自分のやり方やペー
スで創意工夫しながら、遊びの中で
起きる冒険や挑戦、失敗といったさ
まざまな体験を通し、成長すること
ができます。
活動日時毎週火・水・土・日曜日、いず
れも午前１０時～午後４時３０分
場谷戸池公園（小山田桜台１－１９－
１）
運営団体谷戸池公園冒険あそび場運
営委員会
問児童青少年課☎７２４・４０９７

　「はやぶさの故
ふる

郷
さと

」相模原市を全
国にＰＲするシンボルイベントで
す。プロボクシング世界チャンピオ
ン・井上尚弥さんと、第３５代東洋
太平洋チャンピオン・井上拓真さ
ん兄弟もステージに登場します。
日１１月４日㈯、５日㈰、いずれも午
前１０時～午後５時
場相模総合補給廠

しょう

一部返還地（ＪＲ
横浜線相模原駅北口から徒歩約５

　マイナンバーカード（個人番号カ
ード）は、市民課（市庁舎１階）で月～
金曜日（祝休日を除く）と第２・４日曜
日に交付しています。
　１０月２２日㈰は、全国システムが
メンテナンスにより休止するため、
同カードの交付を行うことができま
せん。また、住所異動に伴う同カード
に関する手続き（継続利用・券面事項
の変更等）、電子証明書に関する手続
きも行うことができません。ご理解
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
自動交付サービスは、通常どおりご
利用いただけます。

【マイナンバーカード（個人番号カー
ド）は申請しましたか？～まもなく
マイナポータルのサービスが開始さ
れます】
　現在、国で「マイナポータル」のサ
ービス開始に向けたシステム整備が
進められており、今秋から本格的に
運用開始となる予定です。
　マイナポータルでは、自己の個人
情報の確認や行政間での個人情報の

分）
内さがみはらぁ麺グランプリ、宇
宙に関わる展示、銀河連邦共和国
の物産店等
※詳細は、潤水都市さがみはらフ
ェスタ公式ホームページをご覧下
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）

やり取り履歴の確認等ができます。
今後は、行政からのお知らせの受領、
税金の決済など、さらに多様なサー
ビスが提供される予定です。
※マイナポータルを利用するために
は、個人番号カード・ＩＣカードリー
ダライタ・パソコンが必要です。
○個人番号カードをまだ申請してい
ない方
　個人番号カードを取得すると、マ
イナポータルや、住民票、印鑑登録証
明書などの証明書をコンビニで取得
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
カードを受領できます。
※２０１５年１０月５日以降に氏名や住
所が変更となった方は、お手元の申
請書が使用できませんので、市民課
へお問い合わせ下さい。
○個人番号カードを申請済みで、ま
だ受け取っていない方
　個人番号カードを申請後、まだカ
ードを受領していない方は、お早め
に受け取りをお願いします。
マイナンバーカード総合サイト 検索

となりの
まちから
相模原市

１０月２２日㈰は

マイナンバーカードの手続きができません
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
・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
☎７２４・２１２３
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衆議院議員選挙の概要 住所を変更した方、変更する予定の方

選挙公報を全戸配布します

投票所の変更

国民審査の期日前投票開始日が変わりました

投票は３種類です

「投票所入場券」を順次お送りします

町田市で投票できる方

投票日 10月22日（日） 投票時間 午前7時～午後8時

　原則として、次のすべてを満たす方が、町田市で投票できます。
①�平成１１年１０月２３日までに生まれていること
②�町田市の選挙人名簿に登録されていること
※�町田市で住民票を作成した日（転入の届出をした日）から平成２９年１０
月９日現在までに３か月以上引き続き住民登録がある日本国民。

選挙公報未着の場合の問い合わせ先
ＹＣ鶴川� ☎7３5・２０３8 ＡＳＡ鶴川南部� ☎7３5・5１6３
ＹＣ藤の台� ☎7３6・１5００ ＡＳＡ桜美林学園� ☎7９１・０5２０
ＹＣ町田北部� ☎7９３・２１84 ＡＳＡ町田東部� ☎7２３・３4９4
ＹＣ町田西部� ☎7２２・３744 ＡＳＡ玉川学園� ☎7２5・8567
ＹＣ町田木曽� ☎7２２・３877 ＹＣ南町田� ☎7９5・２845

※�選挙公報は、期日前投票所、市庁舎、各市民センター、市内各郵便局、市内各駅等に備え
置きます。

※東京都選挙管理委員会のホームページからもご覧いただけます。

　候補者の政見等を掲載した選挙公報を、１０月２０日（金）までに新聞とは
別に新聞販売店がすべての世帯に配布します。１０月２１日（土）になっても
届かない場合は、最寄りの新聞販売店（下記参照）にご連絡下さい。

　公職選挙法の改正に伴い、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票開始
日は、これまで投票日の7日前からでしたが、今回から公示日の翌日からに
変更となりました。

選挙の詳しい情報は、市のホームページからもご覧になれます。　※投票・開票の状況及び開票結果についても随時お知らせします。

　第57投票区投票所の「堺市民セ
ンター」が整備更新工事のため、
「堺中学校」へ変更となります。
住所：相原町７５２番地
（下地図参照）

　第6０投票区投票所が、「成瀬が丘
ふれあい会館」から「小川高等学校」
へ変更となります。
住所：小川２丁目１００２番地１
（下地図参照）

候
補
者
名

小
選
挙
区
選
出

政
党
・
政
治

団
体
の
名
称

ま
た
は
略
称

比
例
代
表
選
出

「×

」印
ま
た
は

無
記
入

国
民
審
査

①��衆議院（小選挙区選
出）議員選挙
　ピンク色の投票用紙
に候補者名を記載して
投票します。

②��衆議院（比例代表選
出）議員選挙
　あさぎ色の投票用紙
に政党・政治団体の名
称または略称を記載し
て投票します。

③��最高裁判所裁判官
　国民審査
　うぐいす色の投票用
紙に辞めさせた方がよ
いと思う裁判官につい
ては「×」印を記載して
投票します。

　投票用紙への記載は、必ず交付を受けた本人が行い、ご自身で投票しまし
ょう。本人以外による記載はできません。
※代理投票を除きます。

　１０月１２日（木）から、「投票所入場券」を世帯ごとに封書で順次郵送して
います。
　投票所においでの際は、氏名と投票所を確認のうえ、ご自身の投票所入場
券をお持ち下さい。紛失した場合や、届いていない場合でも、選挙人名簿で
確認できれば投票できますので、投票所（または期日前投票所）で係員にお
申し出下さい。

　新しい住所地あるいは住所変更の届出をした時期によって、町田市で投
票できない場合や、投票できる場所が異なる場合があります。詳しくは下表
をご覧下さい。
住所を移した方

他市から町田市
に転入

平成２９年7月９日までに町田市に転入の届
出をして引き続き町田市に住んでいる方 町田市で投票できる

平成２９年7月１０日以降に町田市に転入の
届出をして引き続き町田市に住んでいる方

町田市で投票できない
※

町田市内転居

平成２９年９月２９日までに町田市内で転居の
届出をした方 新住所で投票

平成２９年９月３０日以降に町田市内で転居の
届出をした方 旧住所で投票

※�旧住所の選挙人名簿に登録されていれば、旧住所で当日投票・期日前投票・不在者投票
のいずれかの方法により投票できます。

堺中学校堺中学校

コンビニ
堺市民
センター前

相原駅
入口

スーパー

至八王子

堺市民センター
郵便局

町田街道

交番
相
原
駅
Ｊ
Ｒ
横
浜
線

踏切
小川高等学校小川高等学校

至町
田駅

JR横浜線

薬局

幼稚園 小川高校入口

小川小学校

南四小

成瀬駅

【選挙期日の公示】� １０月１０日（火）
【選挙すべき人数等】� �小選挙区選出議員　�１人�（東京都第２３区〔町田市・�

�多摩市の一部〕）
� 比例代表選出議員　１７人（東京都ブロック）

【選挙人名簿の登録者数】　９月１日現在

男17万3541人　女18万3147人　 計35万6688人

　今回の衆議院議員選挙は小選挙区選出議員２８９人、比例代表選出議員
１７６人を選出します。

衆議院議員選挙
最高裁判所裁判官国民審査
問�市役所代表�☎�722・3111　町田市選挙管理委員会事務局��☎�724・2168��返�724・1195
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期日前投票 不在者投票（町田市外で投票するには）

投票所への車での来所はご遠慮下さい

投票状況や開票速報はホームページでご覧いただけます

Ｔｗｉｔｔｅｒで選挙情報を発信します。　町田市明るい選挙推進協議会アカウント：＠machｉmｅｉsuｉ

　選挙（投票日）当日に仕事や旅行等の理由で投票できない方は、お住まい
の地域に関わらず、下表の期日前投票所で期日前投票ができます。

　この方法は郵便によるため、日数がかかります。お早めにご請求下さい。
なお、不在者投票ができる場所は滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせ
下さい。

身体の不自由な方などが利用できる投票
【代理投票】
　疾病等によりご自身で投票用紙に書くことができない方は、お申し出に
より投票所係員が代筆します（ご家族の方が代筆することはできません）。
なお、投票の秘密は固く守られます。
【点字投票】
　目が不自由な方は、点字で投票ができます。点字器が投票所にありますの
で係員にお申し出下さい。
【身体の不自由な方へ】
　車いす、拡大鏡、老眼鏡やコミュニケーションボード（イラストを指し示
すことで自分の意思を伝えることができるボード）を用意していますので、
投票所係員にお申し出下さい。
【病院や老人ホーム等で不在者投票をする場合】
　病院や老人ホーム等の施設に入院・入所していて投票所に出かけること
が困難な方は、都道府県選挙管理委員会が投票場所として指定している施
設であれば、施設内で投票することができます。
　指定施設であるかの確認や、投票用紙の請求、投票方法等は、病院や施設
の事務室にお早めに問い合わせ下さい。
【障がいがある方等の郵便等による不在者投票】
　身体に重度の障がい等があり、投票所に行くことが困難な方は、郵便等に
よりご自宅等で投票できます。
※郵便等による不在者投票をするには、「郵便等投票証明書」が必要です。
●対象者
　ご自身で字を書くことができ、下表に該当する方（ご自身で字を書くこ
とが困難な方でも、代理記載制度に該当すれば対象）。

　身体が不自由な方を除いて、車やバイクでの来所はご遠慮下さい。なお、
下記の期日前・当日投票所には駐車場がありません。

● 駐車場のない 期日前投票所
なるせ駅前市民センター、玉川学園コミュニティセンター、南町田駅前連
絡所（南町田リエゾン）、和光大学ポプリホール鶴川

● 駐車場のない10月22日の投票所
南第一小学校、つくし野中学校、つくし野小学校、小川小学校、南第三小学
校、町田市民文学館ことばらんど、町田第一小学校、東京都住宅供給公社
本町田住宅集会所、玉川学園こすもす会館、鶴川第四小学校、本町田小学
校、和光大学ポプリホール鶴川

● 町田市選挙管理委員会 
　http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/senkyo/

※�投票日当日は町田市ホームページのトップページからリンクしています。
　投票状況・・・投票日当日の午前10時30分ごろから公開
　開票速報（町田市開票区）・・・午後10時ごろから公開

開票は10月２２日（日）午後9時から、市立総合体育館（南成瀬5-1２）で行います。

＜堺市民センターについて＞
　整備更新工事期間中のため期日前投票所を閉鎖しています。

【手続き】
●�ご本人が、投票所入場券（届いている場合）をご持参下さい。
●�投票所入場券を紛失した場合や、届いていない場合でも、期日前投票所
にて、選挙人名簿で確認できれば投票できます。
●�投票所入場券の裏面に印刷されている期日前投票宣誓書にあらかじめ
必要事項を記入のうえ、期日前投票所へご持参下さい（各期日前投票所
にも期日前投票宣誓書を用意しています）。
●�期日前投票所によって投票期間と時間が異なりますので、あらかじめご
確認下さい。

期日前投票所の一覧
期　間 期日前投票所

10月11日（水）～21日（土）
午前８時３0分～午後８時

市庁舎３階会議室
（森野2－2－22）

10月17日（火）～20日（金）
午前８時３0分～午後８時

10月21日（土）
午前８時３0分～午後5時

小山市民センター
（小山町2507－1）
忠生市民センター
（忠生３－1４－2）
木曽山崎コミュニティセンター
（山崎町21６0－４）
鶴川市民センター
（大蔵町1９８1－４）
和光大学ポプリホール鶴川
（能ヶ谷1－2－1）
玉川学園コミュニティセンター
（玉川学園2－1９－12）
なるせ駅前市民センター
（南成瀬1－2－5）
南市民センター
（金森４－5－６）
南町田駅前連絡所（南町田リエゾン）
（鶴間３－10－2）　

【手続き】

投票用紙を請求するための「不在者投票宣誓書兼請求書」を下記のいず
れかの方法で入手し、必要事項を記入
町田市ホームページでダウンロード
トップページ➡市政情報➡選挙➡２017年10月２２日執行衆議院議員
選挙・最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ➡期日前・不在者投票に
ついて
電話で請求
市役所代表�☎7２２・3111　
町田市選挙管理委員会事務局�☎7２4・２168（直通）

「不在者投票宣誓書兼請求書」を町田市選挙管理委員会に速やかに郵送
または持参（ＦＡＸ、Ｅメールは不可）
提出先　町田市選挙管理委員会（市庁舎9階）
　　　　〒194-85２0　町田市森野２-２-２２　

⬇

●手続き
　希望する方に証明書の交付を請求する「申請書」を郵送しますので、選
挙管理委員会へお申し込み下さい。申請書の受け付け後、該当する方に
「郵便等投票証明書」を交付します。
※�「郵便等投票証明書」を既にお持ちで郵便等投票を希望する方は、投票
日の4日前【１０月１８日（水）】（必着）までに、投票用紙を選挙管理委員会
に請求して下さい。

手帳等の種類 内　容 等級など
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

身体障害者手帳

両下肢、体幹、移動機能 1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸 1級・３級

免疫、肝臓 1級～３級

戦傷病者手帳
両下肢、体幹 特別項症～第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症～第３項症

投票日に投票に行けない方は
期日前投票・不在者投票をご利用下さい
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10月1日～31日「町田市トライアル発注認定」５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索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

催し・講座催し・講座
開催します

観光まちづくりワークショップ
　５月に策定した町田市観光まちづ
くり基本方針に基づく具体的な取り
組みについて、皆さんと共に考えて
いくためのワークショップを開催し
ます。
日１１月１日㈬午後６時３０分～８時３０分
場市庁舎
申１０月１８日正午～３０日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コード
１７１０１８Ｆ）へ。
問産業観光課☎７２４・２１２８
町田生きもの共生フォーラム

里山を楽しく生かす活動報告会
　２０１６年度「生物多様性アクショ
ン大賞」に入賞した、里山の木を活用
する活動を紹介します。園内ガイド
ツアー、交流タイムもあります。
日１１月２３日㈷午後０時３０分～３時
３０分
場相原中央公園
講ｋｏｅｄａ ｐｌｕｓ ｐｒｏｊｅｃｔ
定３０人（市内在住の方、市内で活動
している方を優先のうえ、抽選）
申住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
年齢・団体名（市内で活動している団
体に所属する場合）を明記し、ハガキ
またはＦＡＸで１１月１０日まで（必着）
に、環境・自然共生課（〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２返０５０・３１６０
・５２２０）へ。

【パネル出展者募集】
　自然や生き物に関する活動紹介の

パネルを報告会会場で展示します。
出展の詳細は、町田市ホームページ
をご覧下さい。

【子ども向け～小枝のえんぴつ作り】
対小学生以下の子ども（小学２年生
以下は保護者同伴）
日１１月２３日㈷午後１時～２時
場相原中央公園
内木の枝をナイフで加工して、世界
に１本のオリジナルえんぴつ作り
定２０人（申し込み順）
申１０月２４日正午～１１月１６日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６コー
ド１７１０２４Ｂ）へ。
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１
普及啓発講座

ゆ る ゆ る ヨ ガ 体 験 会
　いつまでも若々しく、肩こり・腰痛
予防にもなるヨガを体験してみませ
んか。
※運動のできる服装でおいで下さ
い。
対市内在住のおおむね６５歳以上の
方
日１０月１７日㈫午前１０時～１１時３０分
場南大谷さくら会館
講ヨガ講師・尾川尚子氏
定１０人（先着順）
持ち物飲み物、バスタオル（敷物とし
て使用）、五本指靴下（素足でも可）
※当日及び講座に関することは、町
田第３高齢者支援センター（☎７１０・
３３７８）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
　悪徳詐欺商法の現状と最新の手口
について、有効な予防対策と被害に

遭った際の対応を市内での事例を交
えて紹介します。
対市内在宅高齢者の家族介護者
日１１月８日㈬午後２時～３時３０分
場玉川学園高齢者在宅サービスセン
ター〔（特）桜実会〕
定３０人（申し込み順）
申電話で町田第３高齢者支援センタ
ー（☎７１０・３３７８）へ。
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１１月２９日㈬午後２時～３時３０分
場町田市民フォーラム
定１２０人（申し込み順）
申１０月１７日正午～１１月２６日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６コー
ド１７１０１７Ｄ）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
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１１月１５日㈬午後１時３０分～５時
場ぽっぽ町田
定２０人（申し込み順）

【フォローアップ研修】
　「自分らしく、いきいきと働くため
に」をテーマに、加齢と上手に付き合
う健康管理、感染症予防について学
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１１月２８日㈫午後２時～４時３０分
場町田市文化交流センター
講（社福）賛育会第二清風園副施設長
・小林利紀子氏
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
町田ファミリー・サポート・センター

子 育 て の お 手 伝 い を 
し て み ま せ ん か

【保育サポート講習会】
　受講後、同センターの援助会員と
して登録し、活動していただきます。
対市内在住の保育サポートができる
満２０歳以上の方
※妊婦の方は、安全のため受講をご
遠慮下さい。
日・内１１月１４日㈫、午前１０時～正午
＝入会説明会、午後１時～３時＝子ど
もの発達と遊び、１１月１６日㈭、午前
１０時～正午＝子どもの食事、午後１
時～３時＝心・体の発育と病気、１１月
１７日㈮、午前１０時～正午＝保育の
心、午後１時～４時＝普通救命講習
※初日に会員証に貼付する写真（縦
３㎝×横２．５㎝、裏面にボールペンで
記名、６か月以内撮影）をお持ち下さ
い。
場町田市民フォーラム
定保育サポート講習会＝３５人、普通
救命講習＝３０人（いずれも申し込み
順）
費１４００円（普通救命講習のみ、教材
費）
申１１月６日までに電話またはＦＡＸ
で同センター（☎返７２４・０９０１）へ。
※保育希望者（３歳以上の未就学児、
各回４人〔入会説明会は除く〕、全回
出席者優先）は併せて申し込みを。
問子育て推進課☎７２４・４４６８
秋のゲートボール

初 心 者 教 室
　用具の持ち方からゲームの基本的
な進め方まで体験できます。無理の
ない運動で頭と体を動かしましょう。
※用具貸し出しは無料です。
※運動のできる服装でおいで下さ
い。
対市内在住の両日参加できるゲート
ボール初心者
日１１月８日㈬、９日㈭、いずれも午前
９時３０分～午後３時３０分（予備日は
１０日）、全２回
場芹ヶ谷公園
申所定の用紙（町田市ゲートボール
協会に有り）に記入し、１１月７日午後
３時までに直接同協会（せりがや会
館内、☎７２２・２２５３）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

市への遺贈・相続財産の寄附をお考えの方へ
問財政課☎７２４・２１４９

事業所で給与支払事務を担当している方対象
平成２9年分　年末調整等説明会開催のお知らせ

　昨今、「自分が亡くなった後に残った財産を、お世話になった町田市へ寄
附して将来の町田に役立てたい」、「故人が町田市にお世話になったので、そ
の遺産を市のために役立ててほしい」というご相談をいただくことが多くな
り、市への遺贈・相続財産の寄附が増えています。
　市では、このような申し出にお応えするため、遺
言による寄附（遺贈）と相続財産の寄附を承り、市
政運営へ活用させていただいています。

【リーフレットを作成しました】
　市への寄附をお考えの方のために、遺言書の作
成や相談先等をまとめたリーフレットを作成しま
した。
※詳細は、市庁舎等で配布しているリーフレット
をご覧下さい。町田市ホームページでもご覧いた
だけます。

日　時 会　場 対象地域等
１１月１０日㈮
午後１時３０分～３時３０分

忠生市民
センター

相原町・小山ヶ丘・小山田桜台・小山町・上小山田町・下小山田
町・図師町・忠生・常盤町・根岸・根岸町・矢部町・山崎・山崎町

１１月１４日㈫
午後１時３０分～３時３０分

鶴川市民
センター

大蔵町・小野路町・金井・金井町・真光寺・真光寺町・鶴川・能ヶ
谷・野津田町・広袴・広袴町・三輪町・三輪緑山・薬師台

１１月１６日㈭
午後１時３０分～３時３０分

南市民セ
ンター

小川・金森・金森東・つくし野・鶴間・成瀬・成瀬が丘・西成瀬・南
つくし野・南成瀬・南町田

１１月２１日㈫
午前１０時～正午 健康福祉

会館

高ヶ坂・中町・成瀬台・原町田・東玉川学園・南大谷・官公庁

１１月２１日㈫
午後２時～４時 旭町・木曽西・木曽東・木曽町・玉川学園・本町田・森野

　税務署及び市役所では、年末調整の方法並びに法定調書と給与支払報告書の作成・
提出方法等に関する説明会を開催します。なお、説明会では「年末調整のしかた」など
を用いて説明しますので、関係書類等を必ずお持ちのうえ、直接会場へおいで下さい。

※ 対象地域の説明会に出席できない場合には、他の地域の説明会に出席
できます。

※ 説明会場への車での来場はご遠慮下さい。
※ 説明会の開始３０分前から、会場の受付で年末調整関係用紙を配布しま

す。
※ 給与支払報告書の配布は、左記会場及び市民税課（市庁舎２階）、各市民

センター等で１１月１日から行います。なお、電算機用連続用紙は左記会
場及び市民税課のみの配布となります。

【問い合わせ】
○説明会、源泉所得税関係について
　町田税務署源泉所得税担当☎７２８・７２１１（内線２１５または２９０）
○用紙請求（税務署関係）、法定調書関係について
　町田税務署管理運営部門☎７２８・７２１１（内線５３１または５３３）
※ 自動音声案内で「２」番（税務署）を選択して下さい。なお、年末調整のし

かたなど国税に関する一般的な相談については「１」番を選択し、電話
相談センターをご利用下さい。

○ 用紙請求（市役所関係）、給与支払報告書及び住民税特別徴収について
　町田市市民税課☎７２４・２１１４、２１１５
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催し・講座催し・講座
開催します
まちエコ・フリーマーケット
　家庭で不用になった物をリユース
（繰り返し使う）するフリーマーケッ
トを開催します。
日１１月５日㈰午前９時～午後２時
場町田リサイクル文化センター隣接
地
※混雑時は、駐車できない場合もあ
ります。
※詳細は、（一財）まちだエコライフ
推進公社（☎７９７・９６１７）へお問い
合わせいただくか、同公社ホームペ
ージをご覧下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

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、動体視力
測定や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①１１月１５日②１２月２０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１０月１７日正午から①１１月５日ま
で②１２月７日までに、イベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６コード１７１０１７
Ｃ〔①②共通〕）へ。

問市民生活安全課☎７２４・４００３
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１１月１３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１０月１９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）。
まちだ市民大学ＨＡＴＳ
公 開 講 座

【市域の発展と町田の文学～ゆかり
作家が紡ぐ土地の記憶】
　東京の南西部に位置する町田市に
は、明治以降、多くの作家が居を求め
ました。彼らの作品に描かれている
町田の移り変わりについて、町田市
民文学館学芸員がお話しします。
日１１月２１日㈫午後６時１５分～８時
１５分
場町田市民文学館２階大会議室
定５８人（申し込み順）
申１０月１８日正午～１１月１６日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６コー
ド１７１０１８Ｄ）へ。
問生涯学習センター☎７２８・００７１
町田市民文学館～保育付き紙芝居上
演会
紙 芝 居・ 大 人 の 時 間
　大人のための紙芝居です。
※保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日１１月１０日㈮午前１０時３０分～１１
時３０分
場同館２階大会議室　

内「まつりのばん」（原作／宮沢賢治、
脚本／川崎大治、画／福田庄助）、「な
ぞなぞむこどん」（脚本／佐藤義則、
画／久米宏一）　他（予定）
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は、１０月１５日午
前９時から電話で同館へ。
問同館☎７３９・３４２０
さがまちカレッジ
講 座 参 加 者 募 集

【お酒の味わい～造り方でこんなに
変わる！味わい・香り・楽しみ方】
対２０歳以上の方
日１１月２８日㈫午前１０時３０分～正
午
場相模女子大学（相模原市）
講相模女子大学非常勤講師・中山　
仁氏
定３０人（抽選）
費１３００円
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
（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、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）に記入し、１１月１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（さが
まち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

鶴見川源流ウォークと芋ほり
　治水防災・自然再生拠点として整
備中の鶴見川源流保水の森を、ガイ
ドと共に探訪し（アップダウン有り、
約４㎞）、さつま芋ほりをします（雨
天時は内容を変更）。
※雨具をお持ちのうえ、汚れてもよ
い服装でおいで下さい。
対小学生以上の方（小学生は保護者
同伴）
日１１月５日㈰午前９時３０分～午後０
時３０分、集合は上小山田みつやせせ
らぎ公園丸池（小山田バス停から徒
歩１分）
定３０人（申し込み順）
費１０００円（小学生５００円）
申催し名・実施日・参加者全員の住所
・氏名・連絡先を明記し、１０月３１日
まで（必着）に、ハガキ、ＦＡＸまたはＥ
メールで（特）鶴見川源流ネットワー
ク事務局（〒１９４－０２０４、小山田桜
台２－４－１４－１０５、返８６０・０８３０
遍ｇｅｎｒｙｕｔｏｕｒ２０１７＠ｏｆｆｉｃｅ．ｅｍａｉｌ．
ｎｅ．ｊｐ）へ（鶴見川ネットワークホー
ムページで申し込みも可）。
問同事務局☎７９８・２６９３、町田市北
部丘陵整備課☎７２４・２１６４

文化財展示　縄文のデザイン　アートへの昇華

　土砂災害から生命・身体を守る
ために、２００１年４月に施行された
「土砂災害防止法」に基づく、土砂
災害警戒区域等の指定に関する説
明会を開催します。
対①金井、金井町、薬師台②旭町、
本町田③玉川学園にお住まいの方
日・場①１１月７日㈫、午後３時か
ら、午後７時から＝鶴川市民セン
ター②１１月９日㈭、午後３時から、

　文化の日を中心に、東京都全域で開催される「東
京文化財ウィーク２０１７」の関連企画として、文化
財展示を実施します。
　町田市からは、日本でも有数の質と量を誇る縄
文土器が発見されています。優れた造形美の土器
等を写真と実物で紹介します。
日１０月３０日㈪～１１月１０日㈮、いずれも午前８時
３０分～午後５時（土・日曜日、祝日を除く）
場イベントスタジオ（市庁舎１階）

午後７時から＝木曽山崎コミュニ
ティセンター③１１月１５日㈬、　午
後３時から、午後７時から＝玉川学
園コミュニティセンター、いずれ
も１時間程度（各回とも同一内容）
※駐車場に限りがあります。
※託児サービス希望者（６か月以
上の未就学児）は、東京都南多摩東
部建設事務所へお問い合わせ下さ
い。

開催します

土砂災害警戒区域等の指定に関する説明会
問東京都南多摩東部建設事務所工事課☎７２０・８６７１、（公財）東京都公園
協会立川事務所☎０４２・５２７・９７６１、町田市防災課☎７２４・３２１８

問生涯学習総務課☎７２４・２５５４

催し名/主催団体 公演日/会期 時間／費用等
民謡の集い/町田市民謡協会

10月29日㈰

午前10時～午後3時
わくわく秋のコンサート/町田楽友
協会 午後5時30分～7時15分

親子で親しむ茶会/町田茶道会
午前11時、午後2時費500円（小
学生以下無料）※要予約。往復ハガ
キまたはＥメールで申し込み。詳
細は同茶道会（☎745・9956）へ。

映画上映/映像文化研究会 午後1時30分～4時30分（午後1
時開場）

囲碁大会/町田市囲碁連盟 午前10時～午後7時

絵画・写真展/町田市美術協会 10月29日㈰～
31日㈫ 午前10時～午後5時（初日は午後

1時から、最終日は午後4時まで）俳句展/町田市俳句連盟 10月29日㈰～
11月2日㈭

ハンギングバスケットの展示/花の
町田サンタンカの会

10月29日㈰～
11月3日㈷

午前10時～午後5時（最終日は午
後4時まで）

吟詠大会/町田市吟詠連盟
10月30日㈪

午前10時～午後3時
町田市民文化祭40周年特別イベン
ト～桜美林大学【NO DANCＥ NO 
LIFＥ 2017】

午後7時～8時30分

人形美術展/町田市人形文化連盟

10月30日㈪～
11月3日㈷

午前10時～午後5時（初日は午後
1時から、最終日は午後4時まで）

パッチワークつるし飾り展/パッチ
ワークキルト研究会
陶芸展/紅土会
いけばな展/町田華道協会
ハワイ音楽のバンド演奏とフラの
集い/ハワイ音楽と舞踊研究会 10月31日㈫ 午前11時～午後2時20分

こと・三絃・尺八演奏会/町田市三曲
協会 11月1日㈬ 正午～午後2時30分

歌唱の集い/宮川哲夫研究会 午後4時30分～8時

書道展/町田市書道連盟 11月1日㈬～3
日㈷

午前10時～午後5時（最終日は午
後4時まで）

舞踊の集い/町田市舞踊連合会 11月2日㈭ 午前11時～午後3時
唄と踊りの集い/町田市民踊親和会 午後4時～7時

フラの集い/東京町田フラ協会

11月3日㈷

午前11時15分～午後3時（正午
～午後1時に記念式典有り）

シャンソンが流れる街・町田/町田
市シャンソン文化協会 午後5時30分～8時30分

リコーダー・アンサンブルをご一緒
に/町田楽友協会

午前10時～11時45分費300円
（教材費）※要予約。10月26日ま
でに同協会（☎748・5077）へ。

美しい日本の歌を楽しみましょう/
町田楽友協会

午後1時30分～3時費300円（教
材費）※要予約。10月26日までに
同協会（☎732・9378）へ。

茶会/町田茶道会 午前10時～午後4時費500円（小
学生以下無料）

場町田市民ホール

第４０回　町田市民文化祭　秋の催し
問町田市民ホール☎７２８・４３００、町田市文化振興課☎７２４・２１８４
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10月19日㈭には、違反建築の10月15日㈰～ 21日㈯は違反建築防止週間です。

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。

●市立総合体育館～ジュニ
アＨＩＰＨＯＰダンス教室
対市内在住、在学の小学１
～３年生日１１月２４日～１２月２２日の
金曜日、午後４時３０分～５時３０分、全
５回定３０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、１０月２２日まで（消印有効）に同
館へ（同館ホームページで申し込み
も可）問同館☎７２４・３４４０
●サン町田旭体育館～障が
い者卓球教室
対市内在住、在勤、在学の
１８歳以上で、体育館まで通える障が
いのある方日１１月１８日～１２月１６
日の土曜日、午後１時～２時３０分、全
５回定２０人（抽選）費７００円申往復ハ
ガキに必要事項を明記し、１０月３１
日まで（消印有効）に同館へ問同館☎
７２０・０６１１
●市立室内プール
【小学生スクール４期Ａ～Ｃ
（火・木コース）、Ａ（水コース）】
対小学生日①火コース＝１１月７日～
１２月１９日の火曜日②水コース＝１１
月８日～１２月２０日の水曜日③木コ
ース＝１１月９日～１２月２１日の木曜
日（１１月２３日を除く）①③午後４時
３５分～７時４５分、Ａ～Ｃ各１時間（要
問い合わせ）②午後５時４０分～６時
４０分、①②各全７回、③全６回定各６０
人（抽選）費①②各５６００円③４８００

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。

円申往復ハガキに必要事項を明記
し、１０月２６日まで（必着）に同プー
ルへ
〈室内プールのお知らせ〉
　インターナショナルスポーツネッ
トワーク杯のため、１１月１９日㈰は
プールの一般利用はできません（ト
レーニング室は通常どおり利用可）。
なお、大会前日は、５０ｍプールが高
水位（１．４ｍ～１．７ｍ）となり、水温
が１～２度ほど低くなりますのでご
注意下さい
【スタート専用コースとして開放】
　高水位時に、５０ｍプール採暖室側
の１コースをスタート専用の練習コ
ースとして開放します対２０歳以上
の方日１１月１８日㈯午後６時１０分～
８時４５分費施設利用料申直接スター
ト専用コース前で受け付け／プール
の満水状況により、開放時間が変更
となる場合があります。なお、飛び込
みには危険が伴いますので、誓約書
に署名をお願いします

◇
問同プール☎７９２・７７６１
●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１１月７日、１４日、
２１日、いずれも火曜日午前１０時１５
分～１１時４５分定１２人（申し込み順）
費１５００円申電話で同公園管理事務

所へ／１２月、１月も開催。詳細は同公
園ホームページをご覧下さい
【自然観察教室～秋の植物観察】
　大人１人での参加も歓迎です対小
学生以上の方（保護者同伴の場合は
未就学児の参加も可）日１１月４日㈯
午前９時～正午場同公園内植物の観
察とドングリ等を使った簡単なクラ
フト講（有）植生技術・石森佳子氏定
２０人（申し込み順）費大人５００円、小
学４～６年生３００円（保険料）／小学４
年生未満は１人まで無料申１０月１５
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】
　キッチンカーも出店します日１０
月２２日㈰午前１０時～午後４時場同
公園陸上競技場周辺の園路・広場

◇
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）
●相原中央公園～美大生の
スケッチ教室
対市内在住、在学の小学生
以上の方日１０月２９日㈰午前１０時～
午後３時場同公園芝生広場周辺（雨
天時は管理棟内）内公園内で花や風
景を描き、物の見方、発想、画材の使
い方を勉強する（画材は公園が用意）
講多摩美術大学生、東京造形大学生
定２０人（申し込み順）費３００円申１０

月２４日までに同公園管理事務所（☎
７７２・１４４９、受付時間＝午前９時～
午後８時）へ
●小野路宿里山交流館
【①歴史ガイドウォーク】
　まちだ観光案内人のガイドのも
と、新撰組とゆかりのある小野路を
歩いて歴史の片鱗に触れてみません
か日１１月８日㈬午前９時３０分～午後
３時（小雨実施）場同館、小野路エリ
ア定２０人（申し込み順）費１５００円
（ガイド料、保険料、昼食代）
【②うどん作り教室】
　小野路の郷土料理である「小野路
うどん」を作ります日１１月１５日㈬
午前１０時３０分～正午定８人（申し込
み順）費１０００円（材料代）

◇
申①１０月２５日正午から②１１月２日
正午からイベントダイヤル（☎７２４
・５６５６コード①１７１０２５Ａ②１７１１
０２Ｃ）へ問同館☎８６０・４８３５
●町田市美術工芸館～美工フェステ
ィバル
　仮装での来場も歓迎です日１０月
２８日㈯午前１０時～午後３時場同館
内各種模擬店、体験ブース（手作りキ
ャンドル、マグネット色付け）、子ど
も向けゲームコーナー、ハロウィン
製品の販売、大抽選会等問同館☎
７９３・２２２７

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
第４２回萌美展　油彩・水彩他 １０月１７日～２２日午前１０時～午後５時 国際版画美術館 無料 エビスヤ☎７３５・１４７０ 初回は午後１時から
東京写真表現塾　第１回作品展（第１期生写真展） １０月１８日～２３日午前９時３０分から 町田市フォトサロン 無料 松島義行☎７２４・０９３６ 塾生による自主的な写真展
自作ビデオ映像の発表会　笑いと感動のひと時を！ １０月２０日午後１時～４時２０分 町田市民フォーラム３階 無料 町田映像クラブ・鳥井☎７９２・２９８１ 手作りビデオ仲間　募集中
景信山でお餅をついてランチ　さわらび山の会 １０月２２日㊐午前７時 ＪＲ町田駅集合 ８００円 篠原☎０９０・１６１５・６５７８　要電話 高尾山～景信山パンフ有
語り読みの会　賢者の贈りもの　樋口一葉日記 １０月２２日㊐午後３時１５分～４時 町田市民文学館第６会議室 無料 衛藤☎８１４・３８３０ 文学館まつり３階にて開催
長唄合同演奏会　唄と三味線の発表会 １０月２３日㊊午前１１時～、午後１時３０分～ 町田市民フォーラム３階 無料 長唄を学ぶ会・岡部☎７３５・７０８８ 長唄は歌舞伎の伴奏音楽
第１０回パレット展（水彩画） １０月２４日～２９日午前１０時～午後５時 国際版画美術館 無料 村田☎７２２・０７０５ 初日午後１時～、２９日午後４時迄
「かたり」をたくさん聞いてみましょう～ １０月２６日㊍午後１時３０分～４時４５分 中央図書館６階ホール 無料 瓶子（へいし）☎０９０・３５２１・３６３６ 語りに興味のある方はぜひ
陶朋会「陶芸ミニ展示会」 １０月２７日～２９日午前１０時～午後４時 生涯学習セン

ターミニギャラリー 無料 金沢☎０９０・７２８４・５９１０ 初日は午後０時３０分から
町田母親大会～宮沢勝之コンサート（うたと語り） １０月２８日㊏午後１時３０分～４時 町田市民フォーラムホール ３００円 寺澤敏子☎７３５・３７００ 命の尊さをうたいましょう
時代小説読み語り・山本周五郎著「夜の辛夷」 １０月２９日㊐午後２時から 中央図書館６階ホール ５００円 池内正幸☎０７０・２８１６・６６７２ ご来場お待ちしております
「第４回鶴川朗読会」つるの会主催の朗読会です １０月３１日㊋午後１時３０分～３時３０分 和光大学ポプリホール鶴川 無料 橋本英子☎７３６・０４５５ お気軽においでください
第２２回水彩画サークル作品展 １０月３１日～１１月５日午前１０時～午後５時 国際版画美術館市民展示室 無料 森☎７２７・２２８１ 初日は正午から
町田友の会　家事家計講習会～家計簿つけてみよう １１月９日㊍午前１０時～正午 町田市民フォーラム和室 ４００円 長沼☎７２４・２９１８　要予約 託児有・他日程、場所も有
第６回陶成会展 １１月１０日～１２日午前９時～午後５時 町田市民ホール 無料 卯月功☎７９７・８３７６ 初日午後１時～、１２日午後４時迄
俳句や歌謡吟詠などの楽しい発表会です １１月１９日㊐午後１時～３時頃 成瀬コミュニティセンター 無料 吟照流町田吟誠会・宮﨑☎７２３・３７０１ 小学生～高齢者どなたでも
講演「こどもと空気」開成中学高校校長柳沢幸雄氏 １１月１９日㊐午前１０時～正午 町田市民フォーラム４階 ５００円 香害チーム☎０９０・３６８１・９９１８ あなたも香害の加害者！？
講演会「親なきあと」を「親あるあいだ」に考える １１月２０日㊊午後２時～４時 町田市民フォーラムホール 無料 富士すその会事務局☎７９１・７９５５ 『親心の記録』差上げます
はまなすダンスパーティー（創立２５周年記念） １１月２３日㊗午後１時～４時３０分 町田市文化交流センター １０００円 星山☎７２６・４９７３　要電話 プロのデモ・リボン等有り
お米づくりの収穫祭～おもちつき～親子も歓迎 １１月２３日㊗午前９時３０分から ひなた村野外炊事場 ５００円 草たんぼ☎０７０・５５６８・３３８６ １１月３日迄に連絡下さい
三輪の里山と地下６０ｍの防災施設見学ガイドツアー １１月２４日㊎午前９時～午後３時３０分 鶴川駅北口改札口集合 ５００円 ガイドボランティアの会☎７２７・４２４９ 約６㎞の散策です・要申込

催し・講座催し・講座
大地沢青少年センター
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1０月２８日㈯午前1０時～午後３時
場同センター
定２０人（申し込み順）
費４００円
申1０月15日午前９時から電話で同
センター（☎７８２・３８００）へ。

食 育 ツ ー リ ズ ム
【乳しぼり体験と創作ミルクうどん
を作ろう】
　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1２月９日㈯午前９時～午後３時、集
合・解散はＪＲ横浜線相原駅（雨天実
施）
※専用バスで移動します。
場北島牧場（相原町）、うどん屋開都

（相原町）、大地沢青少年センター
内牛の乳しぼり体験、製麺所の見学、
調理人を講師に招き創作ミルクうど

んの調理体験、バター作り
定２４人（申し込み順）
費２０００円（各体験費、食材費、バタ
ー手作りキット代、保険料）
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、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）、町田市
保健予防課☎７２２・７９９６
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●町田市民文学館～２歳児あつまれ！
おはなしと絵本のへや
対２歳児とその保護者日１０月２６日
㈭午前１０時３０分～１１時３０分場同
館３階第６会議室内絵本の読み聞か
せ、わらべうた遊び、見立て遊び、親
子で読書等問同館☎７３９・３４２０
●親子で里山散策とさつま芋掘り
　有機肥料・無農薬のさつま芋のお
土産付き対５歳～中学生とその保護
者日１１月５日㈰午前１０時～午後３時

（雨天時は１１月１２日に延期）場里山
保全活動事務所（下小山田町）定１５
家族（申し込み順）費１家族１０００円

（体験費用、保険等）申１０月１７日正
午～２３日にイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６コード１７１０１７Ａ）へ問

（特）まちだ結の里事務局☎０９０・
２２２５・５４４４、町田市北部丘陵整備
課☎７２４・２１６４
●ひなた村
【科学クラブ～フクロウのお食事を
のぞいてみよう　森の生き物のつな
がり】
対市内在住、在学の小・中学生日１１

月１２日㈰午前１０時～正午内フクロ
ウの生態の解説、ペリットから骨格
標本を作製等講町田わくわく！サイ
エンス・池田勇五氏定２０人（申し込
み順）費１００円
【ロープで作る秋の森のジャングル
ジム】
対市内在住、在学の小学３～６年生日
１１月２６日㈰午前１０時～午後３時内
森でロープを使いジャングルジムを
作る定１５人（申し込み順）費３００円

◇
申１０月１５日午前１０時から電話でひ
なた村（☎７２２・５７３６）へ
●スポーツにチャレンジ！
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（１～３年生は保護者同伴）日１１
月１８日㈯午後０時３０分～２時３０分
場サン町田旭体育館内トランポリン
を中心とした複合種目を実施講町田
市スポーツ推進委員定６０人（申し込
み順）費１人２００円（保護者も参加費
が必要）申１０月２０日正午～２６日に
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
へ問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

●総務省東京行政評価事務所～東京
1日合同行政相談所開設
　行政相談週間の関連事業として、
「１日合同行政相談所」を開設日１０月

１９日㈭午前１０時～午後４時場新宿
西口広場イベントコーナー内年金、
保険、国税、登記、道路等行政に関す
る苦情・要望等の相談（無料、秘密厳
守）／行政苦情１１０番（☎０５７０・
０９０１１０）でも相談を受け付けます

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

情報コーナー

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

（２３日～３１日
を除く）

前週の金曜日から電話で予約
※１０月２０日は予約受付を行いません。次回分
は１０月２７日に受け付けます。

②交通事故相談 １８日、２５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） ２０日、２７日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 １７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 ２４日㈫
⑥登記相談 １９日㈭
⑦行政手続相談 ２６日㈭

⑧少年相談 ２４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

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

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

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

１５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 成田クリニック ☎７９５・１２８１ 成瀬が丘２-２３-１６
内科 川口内科クリニック ☎７２５・６２０６ 中町１-３０-２４
内科 たまがわ医院 ☎７２０・３８８８ 玉川学園４-１６-４０

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
おか脳神経外科 ☎７９８・７３３７ 根岸町１００９-４
あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

１６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
１７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
１８日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
１９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
２０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
２１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

２２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 大村内科医院 ☎７２１・２００１ 成瀬台３-８-４
内科 メディカルクリニック悠々 ☎８６０・２０６１ 能ヶ谷３-２-１
内科 金子内科クリニック ☎７９２・３０１０ 根岸２-１-１４

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
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

２３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
２４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
２５日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
２６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
２７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
２８日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

２９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 南町田クリニック ☎７９６・１５５５ 鶴間３-２-２

内科 はやし内科クリニック ☎７３６・５５０１ 真光寺２-３７-１１
内科、
小児科 木曽診療所 ☎７９１・２０８８ 木曽東４-２１-３７

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
あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

３０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
３１日㈫ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前９時～
午後５時）、29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）
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広　　告

　木々が色付き薬師池の秋を飾るころ「紅葉まつり」を開催します。
菊花展や、園内ガイド、紅葉撮影会のほか、さまざまなイベントを実
施します。詳細は、町田市ホームページをご覧下さい。

　かつて町田市域で活躍
した鎌倉武士や農兵隊に
思いをはせる「町田時代
祭り２０１７」を開催しま
す。時代行列や砲術、
流
や ぶ さ め

鏑馬などの演武をお楽
しみ下さい。
※小雨実施、荒天の時は、
居合抜刀のみ午前１１時
から町田第二小学校体育
館で開催します。

【時代行列】
〇午前１１時から（コース＝町田商工会
議所～原町田中央通り～カリヨン広場
～文学館通り～芹ヶ谷公園）
【芹ヶ谷公園での催し】
開会式＝正午から
砲術＝午後０時４５分から
古武術演武＝午後１時１０分から
居合抜刀＝午後１時４０分から
流鏑馬＝午後２時２０分から
※ペットを連れての来場はできません。

問町田時代祭り実行委員会☎７２４・１９５１、町田市産業観光課☎７２４・２１２８

　東京都功労者表彰は、地域活動、ボランティ
ア、社会福祉や教育文化などの都政の各分野
において、積極的に公共活動等に携わり、顕著
な貢献をされた方を表彰しています。
　髙橋倫正氏は、金井町内会会長、町田市町内
会・自治会連合会会長として、長年にわたり、防
災・防犯活動や、地域の連携強化に取り組まれ、
東京都町会連合会の特別表彰も受賞されてい
ます。
　新井邦夫氏は、中町中央町内会の会長とし
て、防災・防犯・世代を超えた交流事業等さま
ざまな活動に取り組まれ、関東管区警察局長
賞も受賞されています。
　両氏のこれまでの功績等により、平成２９年
度東京都功労者表彰（地域活動功労）を受賞さ
れました。

　１０月２日には受賞報告のため両氏が市庁舎に
来庁されました。髙橋氏は「在任中は、大勢の方
にお世話になり、感謝しています。これからも、
自分にできることを取り組んでいきたい」、新井
氏は「私自身が、この地域に住んで良かったと感
じています。多くの方に、同じように感じてもら
えるよう、今後も地域に貢献していきます」と、
それぞれ受賞の喜びを話されました。

　花の香り漂う美しいまちづくりに寄与することを目的
に開催している花壇コンクールの今年度の秋の受賞団体
が決定しました。９月２１日の審査の結果、３２６団体の中か
ら、最優秀賞に、武蔵岡団地８号棟花壇同好会（相原町）、
優秀賞にめぶき公園花の友（図師町）、社会福祉法人賛育
会清風園（金井）、クラブつくし野ガーデニング（つくし
野）、南中学校（金森）の４団体が選ばれました。
　また、優良賞に２０団体、努力賞に２５団体が選ばれまし
た。受賞団体などコンクールの詳細は、町田市ホームペー
ジでご覧いただけます。
※掲載した写真と現在の開花状態は異なります。

＜審査結果＞
●最優秀賞：武蔵岡団地８号棟　花壇同好会（＝写真）
コメント  
　手入れが行き届いており、草丈の高低差や色合いの
組み合わせなどが上手に使われており、明るく、立体的
に見せるデザインになっている点が評価されました。

町田薬師池公園四季彩の杜　 薬師池 

紅葉まつり

交通小田急線町田駅北口ＰＯＰビル先２１番乗り
場から本町田経由「野津田車庫」行きまたは、「鶴
川駅」行きバスで「薬師池」か「薬師ヶ丘」下車。
※薬師池公園駐車場は混雑が予想されます。公共交
通機関をご利用下さい。
問公園緑地課☎７２４・４３９９

町田時代祭り２０１７ １０月２２日㈰午前１１時～午後４時

平成29年度東京都功労者表彰（地域活動功労）を受賞
問市民協働推進課☎７２４・４３５８
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月
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日
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め
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左
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　盆養、盆栽、懸がい、ダルマ、福助、切花などの
展示のほか、町田市菊花会による菊の苗など
の販売や、町田産野菜の販売、（一社）町田市緑
化協会による造園相談コーナー等もあります。
日１１月１日㈬～８日㈬、午前８時３０分～午後４
時（８日は午後２時３０分まで）
場同公園内芝生広場

＜菊花展一般出品を募集＞
対市内在住で、会場まで出品作品をご自身で
搬入・搬出できる方
※なお出品作品は、審査対象とはなりません。
申申込書（公園緑地課〔市庁舎８階〕に有り）に
必要事項を記入し、１０月２０日までに町田市菊
花展実行委員会（公園緑地課内）へ。
問公園緑地課☎７２４・４３９９

①菊花展
　「まちだ観光案内人」が紅葉の見どころをご案内します。
日１１月１８日㈯、１９日㈰、２３日㈷、２５日㈯、２６日㈰、１２
月２日㈯、３日㈰、いずれも午前１１時～正午、午後１時３０
分～２時３０分
場同公園内全域（集合は芝生広場）
定各１５人（先着順）
問町田ツーリストギャラリー☎８５０・９３１１

②まちだ観光案内人による園内ガイド

　講師と一緒に紅葉を撮影して作品展に出
品してみませんか。集合は町田市フォトサ
ロン横の円形広場です。
日１１月２５日㈯午前１０時～正午（小雨実施）
場同公園全域
問町田市フォトサロン☎７３６・８２８１

③秋の薬師池公園撮影会
　旧永井家住宅と旧荻野家住宅で、文化財解
説カードを設置・配布します。薬師池公園に隣
接する薬師堂では、天井絵を特別公開します。
日１０月２８日㈯～１１月５日㈰、午前９時～午後
４時
問生涯学習総務課☎７２４・２５５４

④同時開催「東京文化財ウィーク２０１７」

問公園緑地課☎７２４・４３９９

2017年度
「秋の花壇コンクール」「秋の花壇コンクール」

武蔵岡団地８号棟花壇同好会武蔵岡団地８号棟花壇同好会 最優秀賞最優秀賞が
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