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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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⃝町田市の児童虐待相談の相談者の内訳⃝

約16％
近隣・知人

約8％

約64％
約8％

家族その他
（学校・保育
所・幼稚園・
医療機関・児
童委員など）

児童相談所

警察等 約4％

「あの子、元気ないな。悩んでいるかも」と心配になったことはありませんか

「このままでは、子ども
にあたってしまうかも」
と自分を責めた経験はありませんか

一生懸命、しつけをしているのに子どもが言うことを聞かない。 子どものテストの点数
が悪かった

から、つい大声で怒っ
てしまった。

夫にも子どもの面倒をみてもらいた
いのに。

子どもが泣き続けても、その
まま放置してしまうことが多い。家に一人で子どもをおいて

長時間出かけてしまった。
育児のつらさをわかってほしい。

11月は児童虐待防止推進月間です。児童虐待は、当事者だけでなく、周りの人や社
会全体で早急に解決する課題となっています。あなたからの連絡が、子どもや親を
救うきっかけになることもあります。連絡は匿名でも受け付け、連絡者や連絡内容
に関する秘密は守られます。結果的に虐待ではなかったとしても責任は問われませ
ん。子育てに関する相談も、何でも受け付けています。不安を感じたらご相談下さい。

16％って、何の数字か
わかりますか？

隣の家の子どもが最近
おかしい。 あの子、最近痩せたかな。

兄妹に比べてあの子だけ
持ち物がボロボロだ。

そういえば、
笑った顔を見
たことない。

夜中に子ども一人で
よく公園にいる。

たまに玄関の外に、子ども
が一人で立っている。

子どもの腕にあざのような
ものがあるけど。

（出典・2016年度東京都区市町村児童家庭相談統計）

家の外に
閉め出される

これってしつけ？

たたかれる
ご飯を食べさせて
もらえない

大声で
どなられる

はずかしいことを
された

問い合わせ 子ども家庭支援センター ☎724・4419

町田市子ども家庭支援センター（総合相談窓口、虐待通告窓口）☎724・4419　月〜金曜日、午前8時３０分〜午後５時（祝休日、年末年始を除く）
児童相談所全国共通ダイヤル ☎ 1
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　24時間受付（発信元の市外局番などから管轄の児童相談所につながります）
八王子児童相談所 ☎０42・624・1141　月〜金曜日、午前9時〜午後５時（祝休日、年末年始を除く）
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地域で連携しています
～町田市子育て支援ネットワーク連絡会 １面のイラストは、直接的な暴力でなくてもどれも児童虐待にあた

ります。虐待になるかは、親側の意図とは無関係で、「子どもにとっ

て害があるかどうか」で判断します。「子どもを愛しているから、そ

うしているのに」は、理由になりません。また、意外かもしれません

が、子どもの前で夫婦ゲンカすることも、心理的虐待の一つです。

住民

警察
（緊急対応、身柄保護等）

民生委員・児童委員
（生活状況の見守り等）

社会福祉協議会
（地域支援ボランティアの相談等）

人権擁護委員・弁護士
（子どもの悩み相談等）

医療機関
（救急診療等）

市役所関係部署
（地域子育て相談センター・保健所
・すみれ教室・教育センター等）

町田市子ども
家庭支援センター
（総合相談窓口、連絡会の調整等）

養護施設・里親
（下記参照）

小学校・中学校
（家庭に関する助言等）

保育園・幼稚園など
（育児に関する助言等）

児童相談所
（専門相談窓口、入所措置等）

教育機関

通報

相談

相談・通告

相談・通告

あなたの電話を待っています 子ども家庭支援センター
☎７２４・４４１９ 子ども専用の電話も

あります

家庭で暮らす経験が、子どもの人生を変えることもあります

▶▶▶市内在住の里親（里母）さんにお話を聞きました

東京都福祉保健局ホームページ  養育家庭 検索 　

　2001年に開設された「町田市子育て支援ネットワーク連絡会」は、虐待を受
けている子ども、親の育児不安や疾病などにより養育が困難な家庭の子どもを
早期発見し、適切な保護を図ることを目的としています。

　「これって相談するほどのことではないかも…」と迷う方も多いかもしれません。そんな時
は、迷わず電話を下さい。実際に電話を受けている同センターの職員にお話を聞きました。

どんな時に電話していいの？
　子どもが言うことを聞かない、お母さんが子どもに強くあたっているけど大丈夫かな、発
達障がいかもしれない、泣き声が心配な家庭がある等、いろいろな相談が入ってきます。どこ
に相談していいかわからない時は、まずはお気軽に何でも話して下さい。

悩んでいる時はどうしたらいいの？
　周りの人に助けてもらいましょう。自分を大切にして、力を抜いていいんです。親に相談しても、「そうい
うことは昔からあるわよ。もっと頑張って」と言われ、自分を責めてしまう人もいるようです。でも、親失格
だとは思わないで。あなたと一緒に解決の道を探します。

▶▶▶11月は里親月間
　　～養育家庭制度って？
　養子縁組を目的とせず、さまざまな理由で親
と一緒に暮らすことのできない１8歳までの子
どもを、家庭で一定期間預かり、育てる制度で
す。

▶▶▶養育家庭（里親）体験発表会
聞いて！いろんな家族のカタチ
～家族になろうよ
　養育家庭（愛称・ほっとファミリー）の体験発
表会を東京都と共催で行います。養育家庭を支
援している（特）キーアセット代表理事・渡邊守
氏による講演もあります。
※保育希望者以外は直接会場へおいで下さい。
日１１月１9日（日）午後2時～4時 
場町田市民フォーラムホール
定１88人（先着順）
※保育希望者（小学生以下、申し込み順）は電話
で子ども家庭支援センター（☎724・44１9）へ。

里親になったきっかけは？
　高校生の頃、児童養護施設から通う友人がいたことから関心を持ち、短
大卒業後は養護施設に勤めました。30代の時に養護施設の方に勧めら
れ、里親登録をしました。最初の里子（5歳男子）を迎えた時は、年の近い実
子（小学3年生と１年生の女子）がいて大変でした。30年経ち、現在も小学生から高校生まで複数の里
子を受け入れています。

これまで預かった里子について教えて下さい。
　5年生の時に預かった女の子は、最初は「施設からも捨てられた」と、思春期特有の気難しさからぶ
つかることもありました。でも、一緒に外出したついでにスイーツのお店に寄ったり、家族の時間を
過ごす中で少しずつ心を開いてくれました。高校生になって、「手に職をつけたい」「どの子にも生ま
れてきてよかったねと伝えたい」と、看護師になる夢を持つようになりました。
　また、それまでスポーツをしてなかった子が、突然部活に打ち込んだり、家庭で伸び伸びと過ごす
中で一人ひとりがやりたいことを見つけて成長していっています。

里親に関心のある方へのメッセージを聞かせて下さい。
　やっていることは、どこにでもいるお父さん、お母さんと変わりはありません。子どもが好きで苦
労と思わず、楽しめる人なら問題ありません。うまくいかない時期だけを考えるとつらいかもしれま
せんが、その子が大人になってその時期を振り返った時に生きる糧にしてくれると信じて、日々奮闘
しています。
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1　職員数等
（１）職員数（各年度4月1日現在）

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300（人）

2015年度

2016年度

2017年度

2906人 40人 218人

2873人 62人 180人 合計 3115人

合計 3164人

合計 3089人2869人 83人83人 137人137人

常勤職員 再任用常勤職員 再任用短時間職員

（注）�職員数には、地方自治法により東京都から町田市に派遣されている職員及び市費負担の指導
主事等を含み、南多摩斎場組合等の一部事務組合への派遣者等は除いています。

（２）職員構成（2017年4月1日現在）

一般行政職
1676人
54.26%

税務職
172人
5.57%

福祉職
165人
5.34%

医療職
130人
4.21%

企業職
669人
21.66%

技能労務職
271人
8.77%

特定任期付職員
1人
0.03%

教育公務員
5人
0.16%

（注）
①一般行政職…以下の②から⑧以外の職員（事

務、技術等）
②税 務 職…財務部の市税担当職員及びい

きいき生活部保険年金課の保
険税担当職員

③福 祉 職…保育園等の保育士及び児童厚生
員

④医 療 職…市民病院以外に勤務する医師、
保健師、薬剤師等

⑤企 業 職…地方公営企業法を全部適用す
る公営企業の職員（町田市で
は、市民病院に勤務する職員）

⑥技能労務職…自動車運転手、用務員、作業員、
給食調理員等

⑦�特定任期付
職 員

…高度の専門的知識・経験を有す
る任期付職員（町田市では法制
課担当課長〔法務担当〕）

⑧教育公務員…教育委員会に勤務する指導主
事

職員数３０89人（2017年4月1日現在）

2　職員の給与
　東京都及び国の給与等については東京都から通知のあった数値を使っています。

（１）人件費（2016年度普通会計決算）

住民基本台帳人口 歳出総額（A） 実質収支 人件費（B） 人件費率
（B/A）

（参考）2015年
度の人件費率

42万7180人
（2016年1月1日現在）1398億9968万円 43億5934万円 217億582万円 15.5% 15.8%

（注）①�人件費とは、一般職員に支給される給与と市長や議員など特別職の給料・報酬・手当等の経
費の合計です。
②普通会計とは、一般会計と特別会計を基に全国統一基準で再構成した会計です。

（２）平均給料月額（2017年4月1日現在）

31万4841円（41.5歳）31万4841円（41.5歳）

33万8958円（51.9歳）33万8958円（51.9歳）

31万4586円（40.8歳）31万4586円（40.8歳）

29万3011円（49.3歳）29万3011円（49.3歳）

20万円 25万円 30万円 35万円

技能労務職

一般行政職

※（　）内は平均年齢町田市 東京都

（３）経験年数別・学歴別平均給料月額（2017年4月1日現在）

区 分
経験年数

10年 15年 20年

一般行政職
大学卒 26万5864円 29万1781円 33万2020円
高校卒 21万400円 23万7225円 29万340円

技能労務職 全学歴 － － 27万4250円
（注）�経験年数：学校卒業後ただちに市職員に採用された者は､その在職年数をいい､その他の職員

については、それぞれ職歴等の年数を一定の基準により在職年数として換算し、市職員に採用
後の在職年数を加算したものです｡

（４）期末・勤勉手当

区 分
町 田 市 東 京 都 国

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
2016年
6月期

1.075月分
(0.525月分）�

0.850月分
(0.400月分）�

1.225月分
(0.65月分）

0.90月分
(0.425月分）�

1.225月分
(0.65月分）�

0.85月分
(0.40月分）�

2016年
12月期

1.225月分
(0.675月分）

0.950月分
(0.450月分）�

1.375月分
(0.80月分）

0.90月分
(0.425月分）�

1.375月分
(0.80月分）�

0.85月分
(0.40月分）�

2017年
3月期

0.300月分
(0.250月分）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

計 2.600月分
(1.450月分）

1.80月分
(0.850月分）

2.60月分
(1.45月分）

1.80月分
(0.85月分）

2.60月分
(1.45月分）�

1.70月分
(0.80月分）�

職務段階に
よる加算 有 有 有

（注）①一般職員の例です｡
②（���）内は、再任用職員に係る支給割合です｡

（５）退職手当（2017年4月1日現在）

区 分 町 田 市 東 京 都 国
普通退職 定年退職等 普通退職 定年退職等 普通退職 定年退職等

勤続20年 23.5月分� 23.5月分� 23.5月分� 23.5月分� 20.445月分� 25.55625月分�
勤続25年 31.5月分� 31.5月分� 31.5月分� 31.5月分� 29.145月分� 34.5825月分�
勤続35年 45.0月分� 45.0月分� 45.0月分� 45.0月分� 41.325月分� 49.59月分�
最高限度 45.0月分� 45.0月分� 45.0月分� 45.0月分� 49.59月分� 49.59月分�

加算措置 定年前早期退職特例措置
〔2％～20％加算〕

定年前早期退職特例措置
〔2％～20％加算〕

定年前早期退職特例措置
〔2％～45％加算〕

（６）主な職種別の職員の平均年収比較表
2015年度 2016年度

職 種 人数（人） 平均年収（円） 平均年齢 人数（人） 平均年収（円） 平均年齢
一般事務等 1326 695万 39.5歳 1295 698万 39.8歳
土木技術 131 738万 41.4歳 126 738万 41.9歳
建築技術 59 693万 38.1歳 61 683万 38.3歳
機械技術 39 723万 44.3歳 40 698万 44.0歳
電気技術 47 806万 46.0歳 47 775万 45.6歳
保育士 99 665万 39.8歳 95 677万 40.4歳

医師･歯科医師 79 1520万 41.3歳 86 1525万 41.6歳
保健師･看護師等 393 675万 37.4歳 415 678万 37.4歳
自動車運転 91 758万 49.3歳 98 734万 50.1歳
一般作業 36 732万 49.2歳 35 732万 49.5歳
給食調理 51 725万 50.6歳 49 706万 51.2歳
一般用務 35 724万 54.9歳 31 709万 55.5歳

（平均年齢は十進法）
※�平均年収は、その年度の支給額を基に算出しています。育児休業等により支給がない職員は、算
出から除いています。
※�平均年収は、給料、諸手当（扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当等）及び期
末・勤勉手当を合計したものです。退職手当は含みません。
※�平均年齢は、その年度の4月1日現在の在職職員の平均年齢です。

（参考）給与の種類とその内容

給��与

毎月決まって
支給されるも
の

給料…給料表に定める額
扶養手当…�子7500円、配偶者1万円、その他の親族6000円
地域手当…�民間における賃金や物価等に関する事情を考慮して支給され

る手当で、給料、扶養手当、管理職手当の合計額の16％
住居手当…�35歳未満で借家居住の場合に限り、1万5000円を支給
通勤手当…�交通機関利用者→運賃相当額、交通用具使用者→通勤距離に

応じて支給
その他…管理職手当等

勤務した実績
に応じて支給
されるもの

特殊勤務手当…�著しく危険、不快、不健康など特殊な業務に従事した場合
に支給

その他…�時間外勤務手当等
臨時に支給さ
れるもの

期末・勤勉手当…�賞与に相当する手当
退職手当…�退職のときに支給される一時金

3　特別職の報酬等
区 分 市長、副市長 議長、副議長、議員

報酬等の月額
（2017年4月1日現在)

（給料)
市　長� 106万円
副市長� 90万円

（報酬）
議　長� 64万円
副議長� 58万円
議　員� 55万円

期末手当
(2016年度支給割合)

2016年��6月期� 1.925月分
2016年12月期� 2.075月分
2017年��3月期� 0.40月分
支給割合　合計� 4.40月分�

2016年��6月期� 2.10月分
2016年12月期� 2.40月分
2017年��3月期� 0.40月分
支給割合　合計� 4.90月分

※市長、副市長については条例の定めにより退職手当が支給されます。

4　職員の勤務時間その他の勤務条件
（１）勤務時間・休憩時間
　職員の勤務時間については、条例等により次のように定めています。ただし、業務
上必要があると認める場合等は、異なる勤務時間が割り振られることがあります。

勤務時間 休憩時間勤務時間 始業時刻 終業時刻
1週間あたり
38時間45分 午前8時20分 午後5時5分 正午から午後1時までの1時間

（２）休暇制度の概要
　職員に付与される年次休暇は、1年度につき20日となっています。年次休暇以外
の休暇等については、町田市ホームページでご覧いただけます。

5　職員の分限及び懲戒処分
　分限処分は、公務の能率の維持並びに適正な運営の確保の観点から行われる処分
で、地方公務員法第28条に規定されているものです。
　懲戒処分は、職員の非違行為に対して、職場の秩序維持・回復することを目的とし
て行われる処分で、地方公務員法第29条に規定されているものです。

（１）分限処分	 （2）懲戒処分
種　　類 延べ件数 人 数 種　　類 延べ件数
免　　職 0件 0人 免　　職 0件
降　　任 0件 0人 停　　職 0件
病気休職 163件 59人 減　　給 1件
刑事休職 0件 0人 戒　　告 0件

2016年度人事行政の運営等の状況を公表します
問職員課☎７２４・２１99町田市の職員数、給与、勤務条件等の状況についてお知らせします。詳細は町田市ホームページでご覧いただけます。
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エフエムさがみ 83.9MHz　「東京町田インフォメーション」で町田の情報を放送中

マイナンバー制度の情報連携が始まりました

町田市議会議員・市長選挙

立候補予定者説明会
問選挙管理委員会事務局☎724・2１6８

２０１８年度学童保育クラブ入会案内
問児童青少年課☎724・2１８2

地震災害時・風水害時の避難施設のお知らせ
問防災課☎724・３2１８

　昨年の熊本地震や今年７月の九
州北部豪雨など、日本各地で大規
模な災害が多発しています。
　市では、災害発生時または発生
する可能性がある場合、市内各地
で避難施設を開設します。災害に
備えて、あらかじめ近隣の避難施
設の場所や、避難施設までの安全
な避難経路をご確認下さい。市内
の避難施設の詳細は、町田市ホー
ムページをご確認下さい。
　また、風水害時の避難勧告等や
開設している避難施設等の防災情
報は、メール配信サービスや防災
行政無線放送でお知らせします。
　なお、川沿いにあるなど各施設

　2018年３月8日の任期満了に伴
い、2月2５日に予定されている町
田市議会議員・市長選挙の立候補
予定者説明会を開催します。
日12月1６日㈯午前10時から
場市庁舎３階会議室３－1～３
※会場の都合により、出席者は1

候補者につき2人以内に限らせて
いただきます。
※公共施設への政治活動用ポスタ
ーの掲示は禁止されています。掲
示されていた場合は、施設管理者
または掲示責任者へご連絡下さ
い。

の条件によって、地震や風水害と
いった災害で開設する施設が異な
ります。次の施設は、風水害時には
避難施設として開設しません。間
違えて避難することのないようご
注意下さい。
【風水害時には避難施設として開
設しない施設】
　南大谷小学校、南大谷中学校、鶴
間小学校、都立成瀬高校、教育セン
ター、木曽境川小学校、木曽中学
校、小山田小学校、小山小学校、堺
中学校、相原小学校
※地震災害時には避難施設となり
ます。

　11月1３日からマイナンバー制
度の情報連携の本格運用が始まり
ました。これにより、行政機関同士
で照会のやりとりを行うこととな
り、転入・転出等に伴う手続きの際
に窓口でご提出いただく添付書類
が省略・簡略化されます。
　対象となる主な手続きは、下表

のとおりです。詳細は、各担当課へ
お問い合わせいただくか、町田市
ホームページでご確認下さい。
※町田市から転出する方は、転出
先の自治体で省略可能となる場合
がありますので、転出先の自治体
にご確認下さい。

　学童保育クラブは、就労等の理
由で保護者が昼間家庭にいない世
帯の児童を預かる、児童1人で通
うことを基本とした施設です。
※児童を個別に保育することはで
きません。
※保育中に医療行為を必要とする
児童は入会できません。
対市内在住の小学1～３年生（障が
いのある児童は６年生まで）
保育時間下校時～午後６時（土曜
日・学校休業期間〔夏休み等〕は、午
前8時３0分～午後６時）、特別保育
（延長保育）を利用する場合は、下
校時～午後７時（土曜日及び学校
休業期間〔夏休み等〕は、午前8時
～午後７時）
※日曜日、祝休日、年末年始はお休
みです。
※入会を受け付けしている学童保
育クラブについては、まちだ子育
てサイトをご覧下さい。
【育成料】
　2018年４月から育成料を改定
します（下表参照）。応能負担の考
え方を取り入れた料金設定や多子
世帯への配慮を取り入れ、減免区
分を拡充しました。
費育成料1人1か月９000円
※世帯の所得に応じた減額・免除
の制度があります（特別育成料を
除く）。
※特別保育利用時は、特別育成料
として1人日額５00円（月額上限
2000円）が必要です。
※各学童保育クラブで育成料の他
に、おやつ代や父母会費等の負担
があります。

【入会の受け付け】
　学童保育クラブの入会申請は毎
年度必要です。新規に入会を希望
する方は、申請書・必要書類をお持
ちのうえ、受付日時に直接受付会
場へおいで下さい。継続して入会
を希望する方は、各学童保育クラ
ブから配布される案内をご確認下
さい。
※先着順ではありません。
※入会要件により必要書類が異な
ります。入会要項をご確認のうえ、
ご不明な点はお問い合わせ下さ
い。
日・場2018年1月９日㈫午後2時
～７時＝子どもセンターただＯＮ
▷1月９日㈫午後４時～７時＝子ど
もセンターぱお▷1月10日㈬午後
2時～７時＝子どもセンターつる
っこ▷1月11日㈭午後2時～７時
＝小山市民センター▷1月12日㈮
午後2時～７時＝南市民センター
▷1月1３日㈯、1４日㈰、午前９時～
午後４時３0分＝市庁舎2階会議室
2－2▷1月1５日㈪午前９時～午後
７時＝市庁舎2階会議室2－2
※期間後も児童青少年課で随時受
け付けしますが、原則、空き待ちと
なります。
※入会要項・申請書は、各学童保育
クラブ、各子どもセンター、小山市
民センター、南市民センター、児童
青少年課（市庁舎2階）で配布して
います（まちだ子育てサイトでダ
ウンロードも可）。
※受付会場は混雑するため、時間
帯によっては受け付けまでお待ち
いただくことがあります。

○町田市メール配信サービス
　防災行政無線で放送した情報や、町田市の気象
警報に関する情報等をＥメールで配信します。
○防災行政無線フリーダイヤル
　防災行政無線で放送した内容を、通話利用料金のかからないフリーダ
イヤルで確認できます。
フリーダイヤル錆0800・800・５181

スマホ版QRコード 携帯電話版QRコード

対象となる主な手続き
申請項目 省略可能な書類の例 担当課

児童手当

所得証明書（課税・非課税証明書）

子ども総務課
☎724・2139

乳幼児医療費助成

義務教育就学児医療費助
成

児童扶養手当 子ども総務課
☎724・2143児童育成手当

生活保護の新規申請
所得証明書（課税・非課税証明
書）、雇用保険受給資格者証、児童
扶養手当証書、特別児童扶養手当
証書

生活援護課
☎724・2134

特別児童扶養手当、特別
障害者手当、障害児福祉
手当の支給

住民票、所得証明書（課税・非課税
証明書）（※1） 障がい福祉課

☎724・2148
重度心身障害者手当の支
給 住民票（※1）

障害児通所支援 住民票、所得証明書（課税・非課税
証明書）、生活保護受給証明書、身
体障害者手帳（※1）

障がい福祉課
☎724・3089障害福祉サービス

障害者・児に対する医療
費助成

所得証明書（課税・非課税証明
書）、身体障害者手帳、特別児童扶
養手当証書（※1）

障がい福祉課
☎724・2145（精
神通院）、☎724・
2148（更生医療）

介護保険被保険者証交付 医療保険被保険者証（※2） 介護保険課
☎724・4364

※1　内容によっては省略できない書類がありますので、申請の際は事前に担当課
にお問い合わせ下さい。
※2　一部の健康保険組合等や、協会けんぽの被扶養者に関する手続きについては、
引き続き被保険者証が必要です。

育成料区分表

育成料区分 市区町村民税所得割課税額 月　額
同時利用する場合の2人
目以降または在籍日数が
月15日以下のとき

減免区分1 生活保護世帯及び市区町村民
税非課税世帯 0円 0円

減免区分2 均等割のみ課税世帯及び所得
割課税4万8600円未満 3000円 1500円

減免区分3 所得割課税4万8600円以上
6万円未満 6000円 3000円

減免区分4 所得割課税6万円以上
16万2000円未満 7000円 3000円

減免区分5 所得割課税16万2000円以上
31万3000円未満 8000円 3000円

減額なし 所得割課税31万3000円以上 9000円 3000円

※減免には、減免申請が必要となります。
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米空母艦載機による　騒音問題の解消等を要請
問企画政策課☎72４・210３

家族介護者教室
問高齢者福祉課☎72４・21４0

平成２９年度東京都功労者表彰
� （スポーツ振興功労）を受賞しました

問スポーツ振興課☎72４・４0３６

第８回スポーツアワードまちだ
表彰対象者募集中！

問スポーツ振興課☎72４・４0３６

「イベント申込システム（通称イベシス）」で�
イベントの申し込みができます

問町田市イベントダイヤル☎72４・５６５６（受付時間＝午前7時～午後7
時）、広聴課☎72４・2102

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
町田市都市計画審議
会

11月20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

町田市総合教育会議 11月24日 ㈮
午後1時から

市 庁 舎3階 会
議室3-1

30人
（申し込み順）

11月20日までに電話で企
画政策課（☎724・2103）へ

町田市公共施設再編
計画策定検討委員会

11月28日 ㈫
午後2時から

市 庁 舎2階 会
議室2-3

5人
（申し込み順）

事前に電話で企画政策課
（☎724・2103）へ

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１３１

　台風２１号、２２号のあと、北風が入
り、冬、間近を思わせる朝が続きます。
　この時期になると姿を見せるオオ
タカが今年もやってきました。ジョ
ウビタキも、冬鳥のトップを切って
渡ってきました。シメやツグミも来
ています。
　広袴公園の調整池には、これまで
のカルガモに加えて、コガモ、オナガ
ガモさらにはオカヨシガモなどが入
って賑やかになりました。
　さて、先日、新しい町田消防署の落
成式と内覧会が行われました。現在
の中町の庁舎と比べると、敷地も建
物も何倍にもなりました。新庁舎の
場所は本町田で、旧緑ヶ丘小学校の
跡地、本町田小学校の向かい側です。
　消防車や救急車は、１１９番を受け
て、現場にどれくらいの時間で到達
できるかが最も重要な課題のひとつ
です。この場所は、市道町田６２３号線
に面していますが、町田市の中心市
街地方面に出動する場合は、現状で
は、西側の町田街道の木曽中原交差
点か、さらに西側の町田駅前バス通
りに出てから、左折することになり
ます。

　しかし、新消防署のすぐ西の木曽
団地南交差点を左折して、直接、町田
市民病院前に到達する都市計画道路
町田３・３・３６号線が数年のうちに開
通する見込みになりましたので、こ
のルートを使えば、短時間で中心市
街地に行けるようになります。
　この道路の開通によって、忠生地
区・常盤町方面と町田駅方面の道路
ネットワークは、常盤町方面から木
曽団地南交差点を経て町田市民病院
に至る路線を合わせ３本の道路が併
行して通る形になり、交通混雑の緩
和が期待されています。
　町田消防署は今月下旬には新しい
庁舎に引っ越しをします。災害対応、
救急対応の拠点として機能が強化さ
れることを期待しています。

2017年7月~9月の航空機騒音測定結果（速報値）

問企画政策課☎72４・210３
2017年7月~9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）70～7９ｄＢ 80～8９ｄＢ ９0～９９ｄＢ 100ｄＢ以上 合　計

本町田東
小学校

7月 ９９ 5 0 0 104 85.2 
8月 182 112 37 4 335 102.6 
９月 172 33 5 0 210 ９8.2 

小山小学
校

7月 188 7 0 0 1９5 83.2 
8月 241 21 0 0 262 87.0 
９月 207 26 0 0 233 88.8 

町田第五
小学校

7月 141 15 0 0 156 83.6 
8月 213 65 50 8 336 103.2 
９月 234 31 7 2 274 100.4 

忠生第三
小学校

7月 60 0 0 0 60 77.8 
8月 171 116 18 0 305 ９5.6 
９月 108 58 8 0 174 ９4.3 

南中学校
7月 30 1 0 0 31 80.6 
8月 182 162 5 0 34９ ９8.6 
９月 124 68 3 0 1９5 ９９.3 

※ 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

※町田第五小学校では3日間、小山小学校では5日間欠測日がありました。

　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。7月~９月に頂いた
苦情の件数は右下表のとおりです。
　９月１日~5日に厚木基地において
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、９月8日に横
須賀港から出港しました。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、8月~９
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.machida.tokyo.jp）で
も受け付けていま
す。

月 件　数
7月 41件
8月 212件
９月 ９0件

問環境保全課☎72４・2711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

　米空母艦載機の騒音について、昨年度、市に寄せられた苦情は１９0２件
にのぼり、市民生活に重大な影響を及ぼしています。
　１日も早く騒音問題の抜本的解決が図られるよう、市は、神奈川県及び
厚木基地周辺市とともに、１0月２4日に内閣総理大臣、駐日米国大使、在
日米海軍司令官らに対し、航空機騒音の解消等を要請しました。
　今後も引き続き、厚木基地周辺の自治体と連携し、国と米軍に対し、騒
音解消に向けて粘り強く要請していきます。

　（一財）町田市体育協会・山本正
実理事長は、スポーツ・レクリエー
ション活動の普及・振興への功績
が認められ、１0月２日に平成２９年
度東京都功労者表彰（スポーツ振
興功労）を受賞しました。
　山本理事長は、学生時代からバ
レーボールの全日本級選手として
活躍され、引退後は町田市バレー
ボール連盟の理事長を務める傍
ら、ママさんバレーボールチーム
の監督や約5千人が参加する「武
相バレーボール大会」を主宰し、地
域のスポーツの発展に大きく貢献

　全国・世界レベルで活躍し、町田の
スポーツ界に貢献した選手やスタッ
フ等を公募・顕彰し、アスリート等と
市民をつなぐ「第8回スポーツアワ
ードまちだ」（２0１8年３月１0日開
催）の表彰対象者を募集しています

（自薦・他薦は不問）。
　グランプリ（記念品と副賞１0万
円）、準グランプリ（記念品と副賞5万
円）のほか、各賞を予定しています。
対町田市のスポーツ振興に多大な貢
献をした個人または団体で、次のい
ずれかに該当する方　①２0１7年１
月１日～１２月３１日に顕著な実績を
あげた②町田市出身で全国や世界を
舞台に活躍している③市内で特定の
競技の発展振興に尽力した④町田市

を中心に活躍するアスリートを指導
している⑤今後の活躍が大いに期待
される⑥スポーツで町田市の名を広
めた
※プロ・アマや町田市内在住の有無
は問いません。
※ＦＣ町田ゼルビア（サッカー）、ＡＳＶ
ペスカドーラ町田（フットサル）、キ
ヤノンイーグルス（ラグビー）、北太
樹関（大相撲）は、町田市がホームタ
ウンチームやスポーツ選手として支
援する特別な存在であるため、表彰
対象から除外します。
申１２月３１日までにＳpoｒtｓまちだホ
ームタウン協議会ホームページのエ
ントリーフォームで申し込み。

しています。
　１0月２６日に市庁舎を訪れた山
本理事長は、「町田市体育協会とし
ては、4人目、平成になってからは初
めての受賞者となる。今後もスポ
ーツを通じて、市に貢献していきた
い」と受賞の喜びを話されました。

　町田市イベントダイヤルで募集
しているイベントは、電話による
申し込みのほか、パソコンやスマ
ートフォン等から「イベント申込
システム（通称イベシス）」で２4時
間申し込みできます。

　「広報まちだ」の発行より一足早
くイベント情報を検索することが
できますので、ご利用下さい。
市HP イベシス  検索

【毎日の食事で認知症予防！】
　認知症についての基礎知識や、
認知症予防におすすめの簡単なレ
シピを管理栄養士が紹介します。
対市内在宅高齢者の家族介護者

日１２月１２日㈫午後２時～３時
場徳永薬局（西成瀬）
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。

11月1日に落成式が行われました
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保健給食課
小学校給食調理嘱託員
　一般嘱託員及び短時間嘱託員を募
集します。
勤務期間２０１８年１月１日～３月３１日
（更新も有り）
勤務時間一般嘱託＝午前８時１５分～
午後４時４５分、短時間嘱託＝午前８
時１５分～午後０時１５分
勤務場所市立小学校
内給食業務全般（下処理・調理・配膳
・洗浄作業等）
※調理補助ではありません。
募集人員若干名
報酬一般嘱託＝月額１９万２２００円、
短時間嘱託＝月額１０万５４００円（い
ずれも別途交通費支給）
※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。
選考一次＝書類審査、二次＝面接及
び適性検査（１２月７日）
※１２月１８日㈪に採用説明会を行い
ます（二次選考合格者のみ）。
申応募動機・職歴・一般嘱託員／短時
間嘱託員を明記した履歴書を、１１月
２９日午後５時まで（必着）に直接また
は郵送で保健給食課（市庁舎１０階、
〒１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問保健給食課☎７２４・２１７７
保健予防課臨時職員

看 護 師
対看護師免許を有する方＝若干名　
勤務時間月～金曜日、午前８時３０分
～午後５時の間で応相談
※勤務期間は、相談のうえ決定しま
す。
勤務場所町田市保健所（中町庁舎）等
内感染症に関する業務（健診時の採
血・事務）
報酬時給１６３０円（別途交通費支給）
申電話で保健予防課（☎７２２・
７６３６）へ。
※後日面接日を連絡しますので、履
歴書と看護師免許の写しをご持参下
さい。　
町田市学童保育クラブ

臨 時 職 員
　各学童保育クラブに在籍する児童
（障がい児を含む）の保育及び介助の
仕事です。
勤務日月～土曜日で指定する日（週
最大５日勤務）
勤務時間午前８時～午後７時のうち
シフト表で定めた時間（１日５時間程
度）
勤務場所中央学童保育クラブ（中

町）、相原たけの子学童保育クラブ
（相原町）
募集人員合せて５人程度
報酬時給９９０円（別途交通費支給）
※幼稚園・小学校・中学校・高等学校
の教諭免許、保育士資格（都道府県知
事の登録が必要）のいずれかをお持
ちの方は１１１０円です。
選考書類審査、面接
申事前連絡のうえ、履歴書（写真貼付
・志望動機明記）及び資格証明書の
写しを、直接または郵送で児童青少
年課（市庁舎２階、〒１９４－８５２０、森
野２－２－２２）へ。
問児童青少年課☎７２４・２１８２

お知らせお知らせ
ごみは正しく分別し

計画的にお出し下さい！
　ご家庭から出すごみについて、改
めて以下のポイントをご確認いただ
き、年末に向けて計画的にお出し下
さい。正しく分別することにより、ご
みの減量にもつながります。
○１回の収集で出せるごみの量は、
指定収集袋の数ではなく、出すごみ
の総重量で１家庭当たり１０㎏までで
す。
○傘などの棒状で長いものを除き、
指定収集袋に収まっていない場合は
収集できません。
○市が収集できる品目で、指定収集
袋に入る大きさのごみは清掃工場へ
の持ち込みはできません。
○家電リサイクル対象製品やパソコ
ン等はメーカーが回収を行い、市で
は回収しません。
○スプレー缶・ライター・乾電池等
は、収集時の火災原因となる恐れが
あるため絶対に指定収集袋に入れな
いで下さい。
○剪定枝・お菓子の紙箱等は、資源と
してお出し下さい。
※ごみの分別や出し方の詳細は、「資
源とごみの出し方ガイド」（市庁舎・
各市民センター・各駅前連絡所の窓
口で配布）や町田市ホームページを
ご覧下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・７１１１
ご協力下さい

義援金・救援金の受け付け
【平成２９年台風第１８号災害義援金】
　１２月２８日㈭まで受け付けていま
す。
○ゆうちょ銀行での振替による送金
　窓口での取り扱いの場合、振替手
数料は無料です。
口座番号００１１０－０－６３５１５６
加入者名日赤平成２９年台風１８号災
害義援金
※受領証発行希望の方は、併せて「受
領証希望」と明記して下さい。
○銀行による送金
　振込手数料が別途かかる場合があ
ります。
口座番号三井住友銀行すずらん支店
（普）２７８７５０８、三菱東京ＵＦＪ銀行
やまびこ支店（普）２１０５４９８、みず
ほ銀行クヌギ支店（普）０６２０３６７
口座名義日本赤十字社（３行共通）
※受領証発行希望の方は、氏名（受領
証の宛名）・住所・電話番号・寄付日・
寄付額・振込金融機関名と支店名を
日本赤十字社パートナーシップ推進
部へご連絡下さい。

【バングラデシュ南部避難民救援金】
　２０１８年３月３１日㈯まで受け付け
ています。
○ゆうちょ銀行での振替による送金
　窓口での取り扱いの場合、振替手
数料は無料です。
口座番号００１１０－２－５６０６
加入者名日本赤十字社
※通信欄に「バングラデシュ南部避
難民」と明記して下さい。
※受領証発行希望の方は、併せて「受
領証希望」と明記して下さい。
○銀行による送金
　振込手数料が別途かかる場合があ
ります。
口座番号三井住友銀行すずらん支店
（普）２７８７７６９、三菱東京ＵＦＪ銀行
やまびこ支店（普）２１０５７７４、みず
ほ銀行クヌギ支店（普）０６２３４０４
口座名義日本赤十字社（３行共通）
※受領証発行希望の方は、氏名（受領
証の宛名）・住所・電話番号・寄付日・
寄付額・振込金融機関名と支店名を
日本赤十字社パートナーシップ推進
部へご連絡下さい。

◇
問日本赤十字社パートナーシップ推
進部☎０３・３４３７・７０８１、町田市福
祉総務課☎７２４・２５３７

受験生チャレンジ支援貸付事業
　高等学校・大学等の受験費用、学習
塾等の受講料を無利子で貸し付けし
ています。進学した場合には、申請に
より返済が免除されることもありま
す。
　申し込みには所定の書類の提出が
必要です。ご希望の方は、１２月２８日
までにお問い合わせ下さい。なお、
２０１７年度の申請は、２０１８年１月２６
日までです。
対中学・高等学校の３年生またはこ
れに準ずる方
※収入等の貸付要件があります。
問（社福）町田市社会福祉協議会☎
７２２・４８９８（受付時間＝祝休日を除
く月～金曜日の午前９時～午後５時
〔相談は予約制、書類提出は午後４時
３０分まで〕）、町田市福祉総務課☎
７２４・２１３３
町田市民文化祭　春の催し

出 品 者 募 集
　２０１８年２月２４日㈯～３月４日㈰に
国際版画美術館で開催する「第４３回
町田市民美術展」（無審査制）の展示
作品を募集します。
対市内在住、在勤、在学、または市内
に美術活動拠点がある１８歳以上の
方
展示内容絵画・デザイン・彫刻部門、
手芸・工芸・写真部門、書道部門
費１部門４０００円
申２０１８年１月２０日まで（消印有
効）。
※詳細は、出品規定（各市民センタ
ー、各市立図書館、生涯学習センター
等に有り）をご覧下さい。
※内容や出品規定については、市民

美術展事務局（町田市書道連盟）〔☎
返７３５・３５６７〕へお問い合わせ下さ
い。
問文化振興課☎７２４・２１８４
住宅改修に伴う固定資産税（家屋）の

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

【①耐震改修】
対１９８２年１月１日以前に建築された
住宅を、現行の耐震基準に適合させ
るよう改修工事（工事費用が５０万円
を超えるもの）を行ったもの
内固定資産税額の２分の１を減額（１
戸当たり床面積１２０㎡相当分を上
限）
減額期間２０１７年１月１日～２０１８年
３月３１日に工事が完了した場合＝翌
年度１年度分（ただし、建築物の耐震
改修の促進に関する法律に規定する
通行障害既存耐震不適格建築物に該
当する場合は翌年度から２年度分）
※市から補助金が出ている耐震工事
を行っていても、「簡易耐震工事」の
場合は改修工事に必要な要件・基準
を満たさないため、軽減措置の対象
外です。

【②バリアフリー改修】
対新築された日から１０年以上を経
過した住宅（賃貸住宅を除く）で、一
定の要件を満たすバリアフリー改修
工事（補助金等を除く工事費用が
５０万円を超えるもの）を行ったもの
内固定資産税額の３分の１を減額（１
戸当たり床面積１００㎡相当分を上
限）
減額期間２０１８年３月３１日までに工
事が完了した場合＝改修工事完了の
翌年度１年度分

【③省エネ改修】
対２００８年１月１日以前に建築された
住宅（賃貸住宅を除く）で、一定の要
件を満たす省エネ改修工事（窓の断
熱改修工事必須・補助金等を除く工
事費用が５０万円を超えるもの）を行
ったもの
内固定資産税額の３分の１を減額（１
戸当たり床面積１２０㎡相当分を上
限）
減額期間２０１８年３月３１日までに工
事が完了した場合＝改修工事完了の
翌年度１年度分
※バリアフリー改修及び省エネ改修
に伴う減額は、各々の申告により同
時に適用されますが、耐震改修を行
った住宅に係る減額制度と同時には
適用されません。

◇
※①③は、長期優良住宅の認定を受
けて改修された場合は３分の２を減
額します（２０１７年４月１日～２０１８
年３月３１日の間の改修工事が対象）。
問資産税課☎７２４・２１１８

募　集募　集

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。

町田市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）

生 涯 学 習 セ ン タ ー ホ ー ル 
利用再開時期変更のお知らせ
　耐震性強化工事に伴うホールの
利用中止について、工事期間の変
更に伴い、ホールの利用再開時期
を変更します。なお、２０１８年３月
分の抽選申込は、１月から受け付
けます。詳細はお問い合わせ下さ
い。ご理解ご協力をお願いします。
※ホール以外は通常どおり利用で
きます。
利用再開日２０１８年３月１日㈭から
問同センター☎７２８・００７１
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お知らせお知らせ
ｅ－Ｔａｘをご利用予定の方

マイナンバーカードの 
申 請 は お 早 め に

　マイナンバーカード（個人番号カ
ード）をお持ちの方は、署名用電子証
明書の機能を付けることでｅ－Ｔａｘ
を利用できます。
　ｅ－Ｔａｘとは、確定申告などの国税
に関する各種申請を自宅のパソコン
からインターネット経由で手続きで
きるシステムのことです。
　マイナンバーカードをお持ちでな
い場合、作成には申請後１か月～１か
月半程度かかります。ｅ－Ｔａｘを利用
する予定の方は、お早めにマイナン
バーカードの申請をして下さい。

【住民基本台帳カードでｅ－Ｔａｘの手
続きをする方】
　住民基本台帳カードの電子証明書
は更新することができません。確定申
告の手続きをするまでに電子証明書
の有効期限が切れてしまう方は、マイ
ナンバーカードの申請をして下さい。
問市民課☎７２４・２１２３
１１月１２日～２５日は
「 女 性 に 対 す る 暴 力 を 
なくす運動」期間です

　内閣府では、「女性に対する暴力を
なくす運動」期間を設け、女性に対す
る暴力の根絶を呼び掛けています。
　配偶者等からの暴力、性犯罪、売買
春、セクシュアル・ハラスメント、ス
トーカー行為などの女性に対する暴
力は、女性の人権を著しく侵害し、決
して許されるものではありません。
　男女平等推進センターでは、女性
悩みごと電話相談を実施し、相談を
受け付けています。
専用電話☎７２１・４８４２（月・火・木・
金・土曜日＝午前９時３０分～午後４
時、水曜日〔第３水曜日を除く〕＝午
後１時～８時）
問同センター☎７２３・２９０８
受診はお済みですか

成 人 健 康 診 査
　市では、４０歳以上の町田市国民健
康保険加入者、町田市民で後期高齢
者医療被保険者証をお持ちの方に受
診券をお送りしています。この健診

は、メタボリックシンドロームの早
期発見と予防を目的としています。
　１１月から２０１８年１月末にかけて、
受診をお勧めする電話をおかけした
り、通知を郵送したりする場合があり
ます。電話の際、まだ受診がお済みで
ない方には、受診していない理由やご
意見などをお伺いします。今後の受診
率の向上や制度の改善に役立ててい
きますので、ご協力をお願いします。
※電話は自動（機械）音声（☎７９４・
７３７８）から番号を通知しておかけ
します。その際に金銭の振り込みを
依頼することはありません。
問保険年金課☎７２４・２１３０

催し・講座催し・講座
普 通 救 命 講 習 会
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）
日１２月１６日㈯午前９時～正午
場健康福祉会館
内心肺蘇生法、異物除去法、ＡＥＤ操
作法
※救命技能認定証を発行します。
定３５人（申し込み順）
費１４００円（テキスト代）
申１１月１６日正午～１２月５日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１１１６Ｃ）へ。
問町田消防署☎７２２・０１１９、町田市
保健総務課☎７２４・４２４１
犬と楽しく暮らすための

基 礎 講 座
　町田市獣医師会、町田動物愛護の
会による講座です。
対市内在住の犬を初めて飼育する方
日１２月１３日㈬午後２時～４時
場町田市保健所（中町庁舎）
内犬のしつけ、飼育マナー等
定４０人（申し込み順）
申１１月１７日正午～１２月３日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１１１７Ｂ）へ。
問生活衛生課☎７２２・６７２７
家庭で不用になった物をリユース

まちエコ・フリーマーケット
　包丁研ぎ（正午まで）もあります。
日１２月３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
開催します

子ども用リユース品配布会
　市内の各子どもセンター等で回収
させていただいた子ども用品（大型
用品を除く）の配布会を開催します。
※リサイクル広場と同時開催です。
日１１月２５日㈯午後１時～３時
※雨天・強風の場合は中止します。
場相原中央公園芝生広場
※詳細は、町田市ホームページをご
覧下さい。
※今回の配布会では、子ども用品の
回収は行いません。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
生涯学習センター

ひきこもり当事者のため
の 居 場 所「 ひ き 町 」

　ファシリテーター役の「ひき桜」代
表・割田大悟氏とともに、ゆったりと
話をしながら交流します。月１回開
催しています。
　１１月は特別企画として、コミュニ
ティーカフェ「葵鳥」の方との交流ブ
ースやコーヒーの飲み比べコーナー
もあります。
対ひきこもり当事者・経験者の方等
日１１月２６日㈰、１２月１６日㈯、午後１
時３０分～４時３０分
場同センター６階学習室
問同センター☎７２８・００７１

男女平等推進センター講座
【家族でする“いのち”の話～今どき
思春期のレンアイ事情】
　子どもたちが親には話せない対人
関係や恋愛、性に関する悩みを、助産
師である講師の方にお話しいただき
ます。
対思春期のお子さんの保護者等
日１２月７日㈭午前１０時～正午
講むさしのレディースクリニック助
産師・大田静香氏
定２４人（申し込み順）
申１１月１６日正午～１２月５日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１１１６Ｄ）へ。保育希望者（１歳６か

月以上の未就学児、１０人）は１１月３０
日までに併せて申し込みを。

【地域の子ども達を見守りたい！～
女性の貧困から子ども達の貧困を考
える】
　子ども食堂を運営している方を講
師に招き、子どもの貧困と女性の貧
困の現状、その支援についてお話し
いただきます。
日１２月９日㈯午後１時３０分～３時３０
分
講（特）豊島子どもＷＡＫＵＷＡＫＵネ
ットワーク理事長・栗林知絵子氏
定３０人（申し込み順）
申１１月１６日正午～１２月５日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１１１６Ｂ）へ。保育希望者（１歳６か
月以上の未就学児、１０人）は１１月２８
日までに併せて申し込みを。

◇
場町田市民フォーラム
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８
脳卒中市民公開講座

脳卒中の最新治療と在宅医療
　脳卒中の治療と在宅医療につい
て、普段診療している医師・歯科医師
から最新情報も踏まえてお話しいた
だきます。講演後にパネルディスカ
ッションも予定しています。
日１１月２５日㈯午後２時～４時
場ぽっぽ町田
講日本医科大学多摩永山病院脳神経
外科部長・玉置智規医師、町田市医師
会理事・五十子桂祐医師、町田市歯科
医師会理事・濱谷秀郎歯科医師
定８０人（申し込み順）
申電話で東京都南多摩保健所保健医
療担当（☎０４２・３７１・７６６１）へ。
問健康推進課☎７２５・５１７８

脂質異常症予防講習会
対市内在住の方
日１２月１４日㈭午前９時３０分～１１時
４５分
場健康福祉会館
内コレステロールや中性脂肪が気に
なる方向けのメニューの試食、保健
師・栄養士の講話、グループワーク
定３２人（申し込み順）
申１１月１７日正午～１２月１日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１１１７Ｃ）へ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

１２月、２０１８年１月の母子健康案内　お気軽にご相談下さい　※プレママクッキングを除き、各日とも同一内容です。 まちだ子育てサイト 検索

事業名 対　象 会　場 開催日 時　間 内　容／その他 問い合わせ
プレママ・パパクラス（申し込み制）
申イベントダイヤル（☎７２４・５６５６
コードＡコース＝１７０３０１Ｍ、Ｂコ
ース＝１７０３０１Ｎ）へ

１６～３５週の妊
婦とその夫 健康福祉会館

Ａコース
１２月１日、１２月８日㈮ 午後１時３０分～

４時
妊娠中の過ごし方、歯の衛生等
分娩経過とリラックス法等

保健予防課
地域保健係
☎７２５･５１２７

１月１２日、１月１９日㈮
Ｂコース １２月１６日、１月２７日㈯ 午前１０時～正午 もく浴実習、妊婦体験等

乳幼児・母性相談
※母子健康手帳をお持ちのうえ、直
接会場へおいで下さい。

２か月以上の未
就学児とその保
護者

健康福祉会館 １２月１１日、２５日、１月１５日、２９日㈪
受け付け＝午前
９時４５分～１１時
３０分、午後１時
３０分～３時

身長･体重測定、保育相談、栄養
相談、歯科相談、母親のからだ
や気持ちの相談

鶴川保健センター １２月４日、１月１５日㈪
子どもセンターばあん １２月８日、１月１２日㈮
忠生保健センター １２月１８日、１月２２日㈪
小山市民センター １月１０日㈬

母性保健相談、母乳育児相談
申来所相談と乳房マッサージは要
予約、電話で保健予防課へ

市内在住の方
（里帰り中の方
の参加も可）

健康福祉会館 １２月７日、１４日、２１日、２８日、１月
１１日、１８日、２５日㈭

午前１０時～正
午、午後１時～３
時

助産師による相談、乳房マッサ
ージ～電話相談は随時可、健康
福祉会館（☎７２５・５４１９）へ

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

１６～３５週の妊
婦 健康福祉会館 １２月２１日、１月２５日㈭ 午前１０時～午後

１時
調理実習、会食、妊娠中の食生
活の話
費５００円（食材費）

保健予防課
保健栄養係
☎７２２・７９９６

離乳食講習会（初期・後期）講習会
（いずれも申し込み制）

申イベントダイヤル（☎７２４･５６５６
コード初期＝１７０３１５Ｓ、後期＝
１７０３１５Ｋ）へ

４～６か月児の
保護者

健康福祉会館
初期

１２月１３日㈬、１月１８日
㈭、３１日㈬

午前１０時５分～
１１時４５分

離乳食の話と試食
鶴川保健センター １２月１９日㈫ 午後１時４０分～

３時２０分

８～１０か月児の
保護者

健康福祉会館
後期

１２月４日㈪、１月１７日㈬ 午前１０時５分～
１１時４０分 離乳食後期の話と試食、歯の話

鶴川保健センター １２月１９日㈫
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11月1日～30日「保育による切れ目のない支援」 町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索

催し・講座催し・講座
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＠成瀬】
　親子で気軽に参加できるひろば

「きしゃポッポ」を成瀬地区で開催し
ます。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の月末まで）とその保護者、妊婦
の方
日１２月１１日㈪午後２時～４時
場成瀬コミュニティセンター
定２０組（申し込み順）
申１１月２８日午前９時から電話で生
涯学習センターへ。
【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１２月５日、１２日、１９日、２０１８年１
月９日、１６日、２３日、２月６日、１３日、
２０日、いずれも火曜日午後２時～４
時（自由遊びを含む）
※参加は月２回までです。
場生涯学習センター６階保育室
【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１２月２４日、２０１８年１月２８日、２月
２５日、いずれも日曜日午後２時～４
時（自由遊びを含む）
場生涯学習センター６階保育室

◇
問生涯学習センター☎７２８・００７１

第３回 ふ れ あ い 落 語
対６歳以上の方
日２０１８年１月２０日㈯午後２時３０分
～３時３０分
場忠生市民センター

出演柳家花ん謝、柳家小かじ
定３００人（申し込み順）
費５００円（全席自由）
申１１月１７日正午～２０１８年１月１８
日にイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６コード１７１１１７Ｄ）へ。
問町田市民ホール☎７２８・４３００、町
田 市 忠 生 市 民 セ ン タ ー ☎７９１・
２８０２
これであなたも検索上手！
図 書 館 入 門 講 座

【検索集中講座】
　本の検索で悩んでいませんか？館
内検索機やホームページでの検索方
法・コツ等を説明します。
対市内在住、在勤、在学の高校生以上
の方
日１２月１１日㈪午後１時～３時
場中央図書館
定１０人（申し込み順）
申１１月１７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）。

地域介護予防教室
活 き 活 き！ 吹 き 矢

　吹き矢は呼吸法を習得すること
で、心肺機能強化・自律神経の強化が
期待できます。
※講座終了後も仲間と共にグループ
活動を楽しみながら継続することを
目指します。
対市内在住の全回参加できるおおむ
ね６５歳以上の方
日１２月１日～２０１８年２月２３日の金
曜日（１２月２９日、１月５日を除く）、午
前１０時～正午、全１１回
場南第３高齢者支援センター
定１０人（申し込み順）
費１００円（マウスピース代）
申１１月３０日午後５時までに電話で
南第３高齢者支援センター（☎７２０・
３８０１）へ。
※当日及び講座に関することは南第
３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

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５月１５日号です。次回申込期間＝２月
１５日～４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 まちだ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。

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
第４回ＦＵＧＡ展・作品展示（書・絵画等） １１月１５日～１９日午前１０時～午後５時 町田市民ホールギャラリー 無料 齊藤☎７３６・６７２８ 初日午前１１時から
第６回あさぎの会～日本画作品展 １１月１６日㊍～１９日㊐午前１０時から 国際版画美術館 無料 中村知子☎０９０－８４４１－５２８５ 初日は午後１時から
健康麻雀　初心者から経験者迄ＯＫ １１月２１日、２８日午前９時３０分～午後３時 町田市民ホール １０００円 𠮷原☎０９０・５４９０・２４２４ お気軽においで下さい
柿の木文庫　親子なかよし　読み聞かせカフェ １１月２４日㊎午前１０時２０分～１１時４０分 鶴川市民センター２階 無料 柿の木文庫・中本☎７３６・９２２０ 当日直接参加もできます
男性家庭料理教室「フランス料理とケーキ」 １１月２５日㊏午前９時１５分～午後０時３０分 町田市民フォーラム調理室 １２００円 ＹＹ倶楽部・三嶋☎７２２・５６７７ １１月１９日㊐迄返で予約受付
社交ダンス無料講習会　初心者・中級以上は時間別 １１月２７日㊊午後１時～４時 南市民センター 無料 永山文子☎７９５・５９６６ 初めての方大歓迎お気軽に
宮田太郎ガイドウォーク　小野路の鎌倉古道遺構 １１月２９日㊌午前９時３０分集合 小田急多摩センター駅改札 １０００円 今井☎７３５・５９７２ 事前申込不要　弁当持参
講演会「再生可能エネルギーで地域興し」 １２月２日㊏午後２時～４時 町田市文化交流セン

ター５階 ５００円 福島県人会・鈴木☎０９０・７２７７・５１５７ 講師・佐藤彌右衛門氏
スイトピー　女性だけのラテンダンス体験 １２月４日㊊午後１時３０分から 木曽森野コミュニティセン

ター 無料 藤沼☎０９０・５２０６・１３６０ ラテンプロ指導
第３４回年金まちだ　歌声喫茶 １２月６日㊌午後１時３０分開演 町田市民フォーラムホール １０００円 年金歌声の会・酒井☎７３５・３６９４ 元ともしびバクさんも出演
うたしあの会　てまりずしづくり １２月１０日㊐午前１０時～午後２時 鶴川市民セン

ター第２会議室 １０００円 小野☎７３４・３８６２ 男性の方親子さんも大歓迎
慶應義塾　第３回町田三田会美術展 １２月１３日～１７日午前１０時～午後５時 町田市民ホールギャラリー 無料 伊藤☎７３６・３０６２ 初日午後１時～１７日は午後４時迄
多摩川にて室内鑑賞石を探そう会参加者募集気軽に １２月１７日㊐午前８時集合 小田急線町田駅上り待合室 交通費実費 堀泰洋☎０９０・８６８４・４７１６ 主催　武相愛石会

サークル名・活動内容 活動日時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
ＥＳＣＯ地球環境・社会共生学習会 第１・３㊏午後２時３０分～５時 生涯学習センター６階学習室３ 入会無料・月２０００円 三谷　滋☎０９０・５１９３・６５９６ １１月１８日午後２時３０分から
町田友の会～衣食住家計を楽しく学ぶ 毎週㊍午前１０時から 町田市民フォーラム 入会３００円・月１１３０円 足立☎７２６・７３７６ 各地域で近所の集まり有り
町田地域活動栄養士会 毎月第４㊏午前９時～正午 町田市民フォーラム 入会無料・月４２０円 古居☎７２８・１３８３（午後９時以降） 要栄養士資格　子連れも可
男性料理教室クック・マスターズ 毎月第２㊌午前９時～午後３時 町田市民フォーラム３階 入会１０００円・月１０００円 橋本☎返７２５・９５０７ 会社リタイア組男性の会
キッチン２１　男性料理教室 毎月第２㊊午前１１時～午後２時 町田市民フォーラム調理室 入会１０００円・月１５００円 徳弘☎０９０・４４１７・９１６２
和菓子の会　華 原則として毎月第２㊋午後１時から 生涯学習センター６階調理室 入会無料・月３５００円 竹田☎７３２・９２１７ 材料費込作った物持ち帰り
海外旅行に役立つ英字新聞を楽しむ会 月３回㊌午前１０時～正午 なるせ駅前市民センター 入会無料・月２７００円 進藤　諭☎７３５・６３１７ やさしい記事もやります
かりんの会　英字新聞を読みましょう 第１・２・３㊎午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会１０００円・月３０００円 かりんの会☎０９０・１５５２・２６４７ 見学可　要予約
ＧＥＣ（英会話と異文化の実地訓練） 毎月４回㊏午前１０時～正午 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 井口義弘☎０７０・６６４３・２０９７
ＯＥＣ（英会話と異文化の実地訓練） 毎月４回㊍午前１０時から 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 横川京一☎０９０・２４７７・８６４１
ＥＧＥ今すぐ使える実践英会話クラブ 毎週㊎午前１０時～正午 生涯学習センター 入会無料・月無料 永山☎０８０・５５０３・３０８７ 会場費共同分担
外国人と学ぶ英会話～中級 第２・４㊊午前１０時４０分～１１時５０分 なるせ駅前市民センター他 入会無料・月２０００円 おのづか☎０８０・２０６０・７８９３ 体験レッスン有！要電話
Ｈｅｌｌｏに続け外国人講師・初中級 月３回㊊午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会１０００円・月３０００円 オバラ☎７９５・５９７８（午後７時～９時） 体験有り　５００円
中国語会話「アカシア会」 毎週㊍午後７時～９時 なるせ駅前市民セン

ター会議室 入会１０００円・月３０００円 松井幹夫☎７２３・２５７２
スペイン語を学ぶ会「アミーゴス」 月４回㊐午前９時３０分～午後０時３０分 生涯学習センター 入会無料・月３０００円 ミツモリ☎７２８・６１７０
スペイン語金曜会　中級会話文法読本 月３回㊎午前１０時～正午 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 佐々木幸子☎７３７・７８９５ ペルー人女性講師
実務書道クラブ　書道一般・ペン字 月２回㊍午後１時～３時、午後３時～５時 生涯学習センター 入会無料・月３５００円 中村☎０９０・２７６６・１５０６ 初めての方も！無料体験有
着付け同好会～紫の会 月２回㊊午前１０時３０分、午後１時３０分 なるせ駅前市民センター 入会１０００円・月２０００円 紫の会☎７２３・２０４７ 初心者歓迎　見学常に可
きもの着つけ同好会 第１・３㊌午後１時３０分～４時 木曽森野コミュニティセン

ター他 入会無料・月１０００円 石井☎０９０・５３９１・４０２９ 初心者歓迎・全手結です
生花でアレンジ制作　癒しの時間を！ 毎月第２㊍午後２時または㊎午前１０時 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会１０００円・月無料 八木沢☎０９０・８０４６・５９３５　要電話 月１回　一日体験可
四季彩プリザーブドフラワーアレンジ 毎月第３㊎午前１０時～正午 生涯学習センター学習室 入会無料・月無料 置地☎０８０・１０７０・９７２０ 花材費３０００円位初心者歓迎
フラワーアレンジメント 毎月第１または第３㊍午前１０時～正午 生涯学習センター 入会２０００円・月２０００円 フォーシーズン・飯田☎０８０・８１２５・１９２３ 無料体験レッスン有り
青山（セイザン）町田句会 毎月第４㊍午後１時～４時 玉川学園コミュニティセン

ター 入会無料・月１２００円 山岸☎７２３・９０８０ 山崎ひさを先生主宰
俳句初学教室　俳句初めての方歓迎 毎月第１㊊午後１時～５時 生涯学習センター他 入会無料・月１２００円 梅林社・大嶋☎７９２・５２３３ 見学は無料です
たかんな句会　俳句の会 毎月第３㊋午後１時３０分～５時 わくわくプラザ町田 入会無料・月１０００円 白方蕗子☎７９２・２７１２ 創作のよろこびを御一緒に
花づな・狩支部俳句会 毎月最終㊎午後１時から すずかけ会館 入会無料・月１２００円 蒔田裕光☎７９６・２７７５ 最寄りはすずかけ台駅
短歌会たまがわ 毎月第３（１２月は第２）㊐午後１時～５時 玉川学園コミュニティセン

ター 入会無料・月５００円 杉本信道☎７２０・６８２０ 初心者歓迎の楽しい短歌会
短歌「きづなの会」 毎月第１㊏午後１時～５時 なるせ駅前市民センター 入会無料・月１０００円 渡辺☎０８０・５４２１・８４８６
吟詠洋風会腹式呼吸と大声で健康増進 毎月第１～４㊎午前９時３０分～正午 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 鈴木☎７２６・５５７５ 毎回無料講習会参加大歓迎
岳精流日本吟院　詩吟教室 月３回㊋午後１時３０分～４時 生涯学習センター 入会１０００円・月３０００円 小磯☎０８０・１０４６・３９６６ ㊎も有り　初めての方歓迎
詩吟幸風会・良き仲間と楽しく吟詠 月４回㊍午前９時３０分～正午 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 小市☎７２６・１５２８ 気軽に見学して下さい
吟詠吟成会　声の衰えを防ぐ詩吟教室 毎週㊋午後１時～３時 鶴川市民センター 入会無料・月３０００円 宮内☎７３５・６９１９ １２月５日無料講習見学随時
詩吟成瀬会・心に響く詩を大声で吟詠 月４回㊏午後７時～９時 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 宮崎☎７２３・３７０１ 月４回無料体験あります
忠生誠吟会・大きな声で俳句など吟詠 月３回㊋午前１０時～正午 忠生市民センター 入会無料・月３０００円 白石☎７３６・０８７７ 俳句を作る人歓迎です
伝えたい想いを文章にしてみませんか 毎月第３㊏午後１時～４時３０分 生涯学習センター 入会無料・月２０００円 文遊会・森田☎７２９・０７７８ 見学・初心者歓迎、要申込
ちはや～かるた会（小学生～高校生） 毎月第２㊏午後１時３０分～４時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月３００円 𠮷川☎返７２２・６３７０ １２月は９日㊏、生涯学習セン

ター

秀扇会　演歌・歌謡曲等で舞う新舞踊 月１～２回㊌または㊎午後２時～５時 堺市民センター他 入会無料・月２０００円 袴塚☎７７２・８６２６ 初心者歓迎、体験も可
日本舞踊サークル　ひろきの会 月２回㊏午後１時～３時 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会２０００円・月３０００円 正木☎０７０・６５５６・１１６５ 無料体験　１１月２５日㊏
フラサークル・リリア 毎月第１・２・３㊊午前１０時～１１時３０分 町田市民フォーラム３階 入会無料・月３０００円 クロダ☎７０８・４２６９ １１月２７日㊊無料体験会
フラサークル　レフアフラクラブ 月３回㊍午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 小林良子☎０９０・７２１９・４２７０ ベーシックからしっかり
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催し・講座催し・講座
２０１８年２月～３月分申し込み
ひなた村プログラムサービス
　子ども会や子どもサークル等に、
野外炊飯や工作、遊びなどを職員が
指導します。出張指導もあります。
費材料費
申２０１８年２月分の申込日＝１２月３
日、３月分の申込日＝１月７日、午前
１０時～１０時３０分に電話でひなた村
（☎７２２・５７３６）へ。
直売します
ま ち ☆ ベ ジ 冬 野 菜
　いずれも売り切れ次第終了です。
【①日曜朝市】
　認定農業者と名産
品の店が参加し、野
菜や菓子等を販売し
ます。
日１２月３日、１７日、いずれも日曜日
午前７時３０分～８時３０分

【②ＪＡ町田市青壮年部会冬野菜市】
　市内の若手農業従事者が集合し、
採れたて野菜を販売します。
日１２月４日㈪午前１０時３０分～午後
２時
【③市役所まち☆ベジ市】
　認定農業者が新鮮な野菜を販売し
ます。
日１１月２０日㈪、１２月１８日㈪、午前
１１時～午後１時

◇
場①教育センター校庭②③市庁舎前
問農業振興課☎７２４・２１６６
ＡＳＶペスカドーラ町田ホームゲー
ムで
マイボトルキャンペーン実施
　フットサル界最高峰のＦリーグ
（日本フットサルリーグ）第２５節ＡＳ
Ｖペスカドーラ町田対湘南ベルマー
レ戦で、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１１月１９日㈰午後１時～６時（キッ
クオフ＝午後５時）
場市立総合体育館２階
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
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１２月１日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室　
内「ひとうち七つ」（脚本／川崎大治、
画／高橋恒喜）、「たべられたやまん
ば」〔大型紙芝居〕（脚本／松谷みよ
子、画／二俣英五郎）　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１１月１５日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。

健 康 づ く り 講 習 会
【血管アンチエイジング～からだの
中からきれいを目指す】
対市内在住の１８～６４歳の方
日①１１月２８日㈫午前１０時～正午②
１２月７日㈭午前１０時～午後１時、全２回
場健康福祉会館
内①血管年齢測定（希望者）、血管を
きれいに保つための話（保健師）、ア
ンチエイジング体操（スポーツトレ
ーナー）②栄養士による調理実習と
食生活の話
定２４人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申１１月１６日正午～２３日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７１１１６
Ａ）へ。
※昨年度及び６月開催の同講習会に
参加した方はご遠慮下さい。
問保健予防課☎７２２・７９９６

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集
サークル名・活動内容 活動日時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）

レイアロハ（フラダンス） 月４回㊊または㊎午後１時～２時３０分 町田市民フォーラム４階 入会無料・月３０００円 泉☎０８０・４３５６・１１７１ 無料体験１１月２７日午後１時
フラサークル・ピカケ 毎週㊏午前１０時～正午 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会無料・月３０００円 タケバ☎０８０・６５０３・２３２１ 見学自由・体験無料です
ポニアロハ楽しく一緒に踊りませんか 毎月第２・４㊋午前１０時～午後０時３０分 和光大学ポプリホール鶴川 入会１０００円・月３５００円 大野久子☎７３６・００５７ 年内は入会費無料
頭と体、ダンスでリフレッシュ 毎週㊎午前１０時～正午 生涯学習センター他 入会無料・月２０００円 パープルカラー・大塚☎７２８・５１４０ ワルツ体操、中高年女性
社交ダンス　睦月 毎週㊎午後７時～９時 鶴川市民センター 入会２０００円・月３０００円 三留☎７３５・７７６５ 多少の経験者
ニューリーフ～社交ダンス 毎週㊌午後７時～９時１５分 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会２０００円・月３０００円 柴田☎７９２・６５５５
社交ダンスサークル「レベルアップ」 月１～２回㊍午後７時～９時 忠生市民センター 入会１０００円・１回１５００円 イズミ☎０９０・２７２５・４６２４※要電話 １１月２３日３０日カップル限定
ライジングサン　社交ダンス初心者向 月３回㊎午後６時３０分から 木曽山崎コミュニティセン

ター他 入会１５００円・月３０００円 望月富雄☎返７３２・７２１７
ビューティースマイル社交ダンス指導 月３回㊊午後７時～８時３０分 木曽森野コミュニティセン

ター 入会無料・月３０００円 山本☎０８０・４４２８・８３８１ 元Ａ級プロの少人数指導
ステップジョイ　社交ダンス 毎週㊊午後１時～４時 つくし野コミュニティセン

ター 入会１０００円・月３０００円 髙橋☎７９９・６３２５ １１月２０日無料講習会有り
武術太極拳　拳 毎週㊎午前１０時～正午または午後１時～３時 わくわくプラザ町田他 入会２０００円・月２５００円 伊藤奈保美☎７３６・６８３４ 随時見学可（無料）要連絡
やえの会楊名時健康太極拳と詩吟の会 毎週㊊午後１時～４時 南大谷さくら会館 入会１０００円・月２５００円 篠田八重子☎７２５・８２７９ 体を動かし声を出し健康を
ポトス太極拳クラブ 月４回㊏午後７時～８時３０分 なるせ駅前市民センター 入会１０００円・月２０００円 山岸☎７２３・９０８０ 初心者歓迎、見学自由
東京太極拳まちだ　２４式太極拳他 毎週㊏午前１０時～正午 木曽山崎コミュニティセン

ター他 入会１０００円・月３５００円 中村☎７９３・４４４８ お気軽におこし下さい
健康太極拳・町田太極拳愛好会 毎週㊍午前１０時～１１時４５分 市立総合体育館第一武道場 入会無料・月１５００円 小泉☎７２７・０９８４ 初心者歓迎・見学ＯＫ
楊名時太極拳・あずみ会 月４回㊍午後２時～４時 小山市民センター 入会無料・月２０００円 あずみ会・近藤☎７７９・３６７６ 初心者・男女問わず歓迎！
桜台太極拳クラブ　初心者の方どうぞ 毎週㊌午後１時３０分～３時３０分 忠生市民センター 入会無料・月１５００円 髙橋☎７９７・８４８８ 足裏を使って練習してます
気功・太極拳雙修会 月４回㊋気功午前９時～太極拳午前１０時～ 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会無料・月３５００円 大澤☎７９２・１０２７ 見学・体験大歓迎です
合気道同好会初心者体験コース 毎週㊐午後６時～８時 市立総合体育館武道場 入会３０００円・月２０００円 合気道同好会☎０９０・５４０９・７３３２ ３０年４月まで入会金半額
ヨーガ同好会カサブランカ 毎週㊍午前９時～、午前１０時３０分～ なるせ駅前市民センター 入会２０００円・月２５００円 上村雅子☎７２６・７９９０ 不老長寿学としてのヨーガ
ウェルネスヨガベーシック相原 毎月第１・３㊌午前９時４５分～正午 堺市民センター 入会３０００円・月３０００円 川上☎０９０・９２９９・３０４１ 改修中は別会場にて実施
シンプルヨーガ　中高齢者歓迎 毎月３回㊋午前１０時～１１時３０分 小山市民センター 入会２０００円・月３０００円 クシマ☎０８０・４６１９・５２３１　※要連絡 ショートメールの連絡も可
テニス秋期会員募集！初中級～ 毎週㊊または㊋午後１時～５時 野津田公園テニスコート 入会無料・月１０００円 野津田クラブ・本橋☎７３５・７７０３ 男性６０歳～、女性５５～７５歳
町田市ターゲットバードゴルフ 毎週㊊・㊌・㊎午前８時３０分～正午 山崎第２スポーツ広場 入会１０００円・月５００円 村上三雄☎０９０・４１３４・９３５４ 初心者歓迎・見学可
四小おじさん草野球（未経験歓迎） 毎月第１㊐午前９時３０分～正午 町田第四小学校 入会無料・月無料 ハシモト☎０９０・６１９６・８９７１ ２０代から７０代まで
つくし野剣道育成会～５歳から ㊐㊗午前８時から、㊌午後６時３０分から 市立総合体育館他 入会１０００円・月１５００円 石松☎７９５・６２５０ １１月２６日に無料体験有り
リズムストレッチ（愉しい健康体操） 毎月第１・２・４㊊午前１０時～１１時３０分 鶴川市民センター 入会１０００円・月２０００円 伊藤☎７３４・６０８９ 中高年女性の健康の為に！
ひまわり体操クラブ 毎月第１・３㊌午前１０時～１１時３０分 鶴川市民センター和室他 入会１０００円・月１０００円 大野☎７３４・３９５３ ゆっくり健康体操をします
ロコモ対策へ体を整える柔軟と姿勢力 毎月第２・４㊍午後１時～３時 小山田桜台１－１６集会所 入会無料・月１５００円 タオカズエ☎０９０・２５６２・０２２０ 随時無料体験可（要予約）
カスタネット～軽体操、骨盤体操も 毎週㊌午前１０時～１１時３０分 わくわくプラザ町田他 入会１０００円・月２０００円 奥山☎７２３・５５０２　要電話受付 中高年向き　見学者歓迎
さくら健康体操の会　いつまでも若く 月３回㊎午後１時３０分～３時 鶴川市民センター 入会１０００円・月２０００円 岡田☎７３６・１６５３ 指導　町田リズム運動の会
３Ｂ体操ふれあいサークル・健康体操 毎週㊋午前１０時～１１時３０分 南市民センター 入会１０００円・１回７５０円 ３Ｂ体操☎０８０・３４２３・１７７６ 運動の苦手な方も大歓迎！
健康体操 毎週㊊午後６時３０分～７時３０分 玉川学園さくらんぼホール 入会３０００円・月３０００円 榊原☎０８０・５１７９・２６７５
ロコモ体操～真向法と貯筋で健康長寿 毎週㊍午前１０時～正午 町田市民フォーラム他 入会２０００円・月２０００円 佐々木☎０８０・５０１０・４３２０ １２月７日㊍体験会
多摩ハイキングクラブ 毎月第１㊍午後６時３０分～８時 生涯学習センター 入会無料・月２００円 大中☎７９４・２８４９　要電話午後８時以降 中高年ハイキング・登山
ハイキングクラブ山ぼうし 毎週㊏・㊐、平日もあり 丹沢、奥多摩他 入会１０００円・月１０００円 萩生田☎０９０・８６４５・７１６４ 近郊の山登りを楽しむ方
中高年のダーツの会 毎月第３㊎午後１時～４時３０分 町田市民フォーラム 入会無料・月１００円 中田☎０８０・１１８７・８７０８ 初心者歓迎　指導します
コーラスはづき 毎月第１・２・４㊍午前１０時～正午 木曽森野コミュニティセン

ター 入会無料・月３０００円 黒田米子☎返７９３・５０９８ 初心者歓迎　見学ＯＫ
なでしこハーモニー町田 月３回㊌午前９時 成瀬コミュニティセンター他 入会無料・月３０００円 松澤昌子☎７９６・７９２４
金井コール 毎月第２・４㊋午前１０時～正午 金井クラブ 入会１０００円・月２０００円 川口光子☎７３４・２２２５ 楽しくハモりましょう！
混声合唱やまびこ 月３回㊏午後１時４５分～４時 鶴川市民センター他 入会無料・月３５００円 佐藤☎０８０・３４２７・２０６３ 極上のピアノ伴奏です
Ｍコミュニティサロン　コーラス 月２回㊍午前１０時～正午 南市民センター音楽室 入会無料・月２０００円 コバヤシ☎０９０・４７１３・００５７ シニア・男性・初心者歓迎
女性コーラス　けやきの里 毎週㊍午後２時～４時 成瀬コミュニティセンター 入会１０００円・月３０００円 中川とわ子☎７９５・８５６０
鶴川歌のアルバム　みんなで歌う会 月１回㊎午前１０時～１１時４５分 和光大学ポプリホール鶴川 入会無料・１回１０００円 村上正彦☎７３５・５０３２ １２月１日、１月１２日に開催
アルモニー～６０歳からの混声合唱 月２回㊎午後２時～４時 生涯学習センター他 入会無料・月１５００円 田中☎７２６・５９６４
アカペラを楽しむ会２０１７年度下期講座 月２回㊋午後１時３０分～３時１０分 鶴川いちょう会館 入会５００円・月３０００円 大嶋眞之助☎７３５・３０８６ 混声合唱・見学☎申込歓迎
コーラスはづきⅡ 毎月第１・２・４㊋午前１０時～正午 木曽森野コミュニティセン

ター 入会無料・月３０００円 小山☎０８０・６５８７・６１００ お気軽においで下さい
ジャズボーカルを楽しみませんか 毎月最終㊐午後１時～２時３０分 和光大学ポプリホール鶴川 入会無料・月３５００円 中谷☎０９０・９３０１・９８１４ 生ピアノ伴奏　体験有り
混声合唱　コーラスみずき 月３回㊊午前１０時～１１時４０分 三輪コミュニティセンター 入会５００円・月３０００円 重永良和☎０９０・９８２８・５２７６ 初めての方気楽な見学歓迎
たまがわコーラス・混声合唱団 毎週㊏午後６時～８時　第２㊏は休み 玉川学園コミュニティセン

ター 入会１０００円・月３０００円 小野真理子☎７９４・１６９０ 玉川学園地域の方歓迎です
プロ指導のジャズコーラス・ボーカル 毎月第１㊍午後１時３０分～２時３０分 生涯学習センター 入会無料・月１０００円 横瀬☎０９０・８５０１・０１６８ イベント出演有ります
モロカイウクレレクラブ 毎週㊏午前９時３０分～正午 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 イクタ☎０９０・４９２４・６４３８ 多少経験の有る方
ギター・ウクレレソロ弾き愛好会 月１回㊋午後１時～３時３０分 鶴川市民センター 入会１０００円・月３３４円 スターダスト・カラサキ☎７３４・４７２７ ソロ初心者も歓迎
ギターで合奏を楽しむ集いです 月２回㊋午後１時～５時 和光大学ポプリホール鶴川 入会無料・会場費 泉☎０９０・７４０２・３６３２ 初級者ＯＫ　会場費均等割
町田・ハーモニカフレンズ 月２～３回㊋午後１時～４時３０分 なるせ駅前市民センター他 入会１０００円・月３０００円 大八木☎７２５・３６８５ ピアノ、シンセも募集中
アンサンブル・ジョイ　楽器サークル 毎月第２・４㊊午後１時～５時 成瀬コミュニティセンター 入会１０００円・月５００円 鈴木☎７９６・５２２６ ベース・パーカッション他
アコーディオンを楽しんでみませんか 第１・３㊐午後１時から 野津田公民館 入会無料・月５００円 狩野三郎☎０９０・６５２３・８２８６ 初心者鍵盤楽器経験者歓迎
リタルダンド～脳若返りピアノ～ 第３㊊午後１時～３時 木曽森野コミュニティセン

ター 入会１０００円・月２５００円 タカノ☎０８０・８８７２・３５０７ 認知症予防にどなたでも
みどりの森（保育園）ママさんブラス 月３回平日午後、月１回㊏午前 野津田公民館他 入会無料・月無料 園長鈴木☎７０８・８１６１ 子連れ参加可ブランク歓迎
ローズトールペイント 毎月第３㊊午前１０時～正午 生涯学習センター 入会無料・月２０００円 大西☎０８０・４００１・３０９７ お花の絵　女性中心見学可
俳画いろは会　お手本あり 毎月第２㊍午前１０時～正午 鶴川市民センター 入会無料・月１０００円 荻山☎７２７・０４６０ 初心者～経験者見学も歓迎
木版べこの会・楽しく木版画製作 毎月第１・３㊎午後１時～５時 生涯学習センター他 入会無料・月２５００円 古瀬☎返７３６・５０６８ 初心者～経験者見学も歓迎
棋友会～和気藹藹で楽しめる囲碁会 毎週㊐午後１時～５時 本町田都営アパート集会所 入会無料・月３００円 金丸務☎７２６・１４３５ 初級者・女性の方も歓迎
小山田桜台囲碁クラブ 毎週㊏または㊐午後１時～５時 小山田桜台１－１１集会所 入会無料・月３００円 三根匡☎７９７・４４７２ 初心者や女性もお気軽に
囲碁サークル・町田石心会 毎月第１～４㊍午後１時～５時 生涯学習センター他 入会無料・月４００円 竹腰時男☎７２７・２８５４ 中・上級者歓迎
フォトまちだ～気軽な写真撮影と講評 月１回㊌午前９時３０分～正午 生涯学習センター 入会無料・月２０００円 瀬戸洋二郎☎７２３・０８８５ 初心者・女性の方も歓迎
町田写真研究会（初心者でも大丈夫） 奇数月第４㊍午後６時から 生涯学習センター 入会１０００円・月１５００円 孫田☎７９３・９１１５ 講師は熊切圭介・大輔先生
まちだ写好会写真を楽しむ仲間の集い 毎月例会２回撮影会１回　平日午前等 生涯学習センター視聴覚室 入会無料・月２５００円 小林伸太郎☎０９０・４０２６・７７６６　要電話 プロ講師が会員の作品講評
写真同好会　フォト・キャッツアイ 毎月第２㊏午後１時～５時 なるせ駅前市民センター 入会無料・月７００円 近藤輝機☎０８０・５６７５・３５５２ 会員募集中、年２回展示会
光彩写友会　風景写真プロの作品講評 隔月第４㊏午後１時～５時など 生涯学習センター他 年３０００円・１回２０００円 事務局・山𥔎☎７２１・６１３２ 見学歓迎　次回１１月２５日
写真クラブ「写好会ＭＡＲＯ」 原則第２・４㊋午前１０時～午後２時 生涯学習センター他 入会無料・月１５００円 寺西☎０９０・５４１７・９７１０ 撮影会と講評会講師指導
キルトサークル「アリス」 毎月第１・３㊌午前９時３０分～正午 生涯学習センター学習室 入会無料・月２０００円 アリス☎７９５・２３２６　要申込 のんびり楽しみましょう
町田釣友会船釣例会 月１回㊌午前６時集合 三浦半島剣崎沖 入会２０００円・船代実費 ホタニ☎０８０・３１２７・０２８８　要電話 １２月１３日㊌はカワハギ釣り
相原マジッククラブ（楽しい手品） 原則第１・３㊋午後１時３０分～３時３０分 小山市民センター会議室 入会無料・月１０００円 キワダ☎７７３・６４２１ 初心者歓迎（かくし芸に）
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国際版画美術館
創作講座　リトグラフ
　リトグラフ特有のデリケートな表

現に挑戦してみませんか。
　この技法では、描いたとおりのト
ーンやタッチを、そのまま版にする
ことができます。
対高校生以上の初心者
日２０１８年１月１９日～３月２３日の金
曜日、午後１時３０分～４時３０分、全

対市内在住、在学、在園の５歳～小学
４年生とその保護者（小学生は子ど
ものみの参加も可）日１２月３日㈰午
前１０時～正午内砂・石の観察、滑

な め し

石
を用いたネックレス作り、鉱物の鑑
定法の紹介等講まちだ実験し隊定
２０人（申し込み順）費３００円
【⑥科学クラブ～身近にある金属や
調味料で電気を発生させてみよう！】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生日１２月１７日㈰午前１０時～正午
内各種電池の仕組みについての講
義、電気発生器の製作と実験等講ス
バルサイエンスクラブ主任指導員・
鵜飼孝治氏定１５人（申し込み順）費
３００円

◇
申①②直接会場へ③～⑥１１月１５日
午前１０時から電話でひなた村（☎７２２
・５７３６）へ／③は、定員に空きがあ
れば１１月１６日午前１０時から、１９歳
以上の方も電話で受け付けます
●玉川学園子どもクラブ　ころころ
児童館～ころころ小春祭２０１７　子
ども達よ、さあ飛びたとう！
日１１月２５日㈯午前１０時～午後３時
内模擬店、ステージプログラム、遊び
コーナー問同館☎７１０・１４７５

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１２月９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
●サン町田旭体育館～初心
者太極拳教室
対市内在住、在勤、在学の
１８歳以上の方日２０１８年１月９日～３
月１３日の火曜日、午前１０時～１１時
３０分、全１０回定５０人（抽選）費３４００
円申往復ハガキに必要事項を明記
し、１２月１５日まで（消印有効）に同
館へ問同館☎７２０・０６１１
●町田市自然休暇村～スキー・スノ
ーボードツアー
　スキー・スノーボード教室（自費）
もありますので、初心者でも安心で
す。スキーのレンタルもできますの
で、受付時にお申し込み下さい／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２０１８年１月１３日㈯
午前７時～１４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

１０回
場同館
内アルミ版を用いた多色刷りのリト
グラフ作品を制作
講版画家・根岸一成氏
定１０人（抽選、結果は１２月１５日ごろ
郵送）

●大地沢青少年センター
【親子でハイキング＆リース作り】
対市内在住、在学の小・中学生の親子
日１１月２６日㈰午前１０時～午後３時
場同センター周辺定３０人（申し込み
順）費５００円
【親子陶芸教室】
　世界にひとつだけのマグカップや
お皿を作りませんか対市内在住、在
学の両日参加できる小学生で、陶芸
初心者の親子日１２月３日、２０１８年１
月２１日、いずれも日曜日午前１０時
～午後２時、全２回場同センター内１
日目＝粘土成型、２日目＝絵付け定
３０人（申し込み順）費大人８００円、小
学生４００円

◇
申１１月１５日午前９時から電話で同
センター（☎７８２・３８００）へ／ＪＲ横
浜線相原駅西口～同センター間の無
料送迎バスを運行します
●中央図書館～親子で楽しむ本と科
学実験　紫外線ってなんだろう？Ｕ
Ｖチェックストラップをつくろう
　ＵＶチェックビーズでストラップ
を作って紫外線の量を確認しよう対
小学生とその保護者（小学生のみの
参加も可）日１２月３日㈰午後２時か

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人です費中学生以上１万８８００
円、小学生以下１万６８００円（交通費、
宿泊費、リフト代、１日目夕食～２日
目昼食、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１１月１５日
午前９時から電話で自然休暇村（錆
０１２０・５５・２８３８）へ（１月３日以降の
取り消しはキャンセル料が必要）
●町田市フォトサロン
【ツバキ展開催】
　日本ツバキ協会町田支部の出展協
力により、ツバキの花々を写真と生
花で紹介します日１２月９日㈯、１０日
㈰場同サロン２階展示室

【２０１７年　私のこの一枚写真展作
品募集】
　２０１８年１月に開催する本展に展
示する写真を募集します定６０人（先
着順）費３００円（１人１点）写真サイズ

費２万円
申１１月１７日正午～１２月１１日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６コー
ド１７１１１７Ｈ）へ（同館ホームページ
で申し込みも可）。
問同館☎７２６・２８８９

ら場同館講科学読物研究会会員・坂
口美佳子氏定５０人（申し込み順）申
１１月２１日正午～２８日にイベントダ
イ ヤ ル（ ☎７ ２ ４・５ ６ ５ ６コード
１７１１２１Ａ）へ（申し込みは２人まで）
問同館☎７２８・８２２０
●町田市民文学館～コラージュで作
るカルタ風年賀状教室
　お正月の挨拶と絵を考え、カルタ
札のような年賀状をコラージュ技法
で作成します対小・中学生日１２月
１０日㈰午前１０時～正午場同館講造
形作家・萱沼明美氏定１８人（申し込
み順）費２００円（材料費）申１１月１５
日午後１時から電話で同館（☎７３９・
３４２０）へ
●国際版画美術館～子ども講座　雪
やこんこ。あられやこんこ。犬はよろ
こび庭かけまわる。
対小学生日１２月１６日㈯午後１時３０
分～４時３０分場同館内来年の干支で
ある「犬」を題材に版画を作る講版画
家・竹上妙氏定１５人（抽選、結果は
１１月３０日ごろ郵送）費５００円申１１
月１６日正午～２６日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６コード１７１１１６
Ｈ）へ（同館ホームページで申し込み
も可）問同館☎７２６・２８８９

Ａ４、６つ切り（ワイド可）申応募票に
記入し、曲がらないよう封筒などに
入れて、１２月１０日午前１０時から直
接同サロン１階受付へ

◇
問同サロン☎７３６・８２８１
●小野路宿里山交流館
【小野路の秋みつけた！～アートコ
ンテスト作品募集】
　小野路及びその周辺を舞台にした
「秋」を感じさせる写真や絵画等の作
品を募集します。１２月１日～２０日に
同館へ来場した方の投票で入賞者を
決定し、コンテストの結果は、１２月２３
日に発表します（入賞者には賞状及
び図書カードの贈呈も有り）／詳細
は、募集要項（同館で配布、町田市ホ
ームページでダウンロードも可）を
ご覧下さい申作品の裏に氏名・作品
名を書き、募集要項裏面の応募用紙
に必要事項を記入し、１２月１５日ま
で（必着）に直接または郵送で同館へ
【年忘れ小野路宿寄席】
日１２月７日㈭午後１時３０分開演、２
時間程度（受け付けは午後１時から）
場同館内真打・柳家一九氏の落語、江
戸芸かっぽれ師範・櫻川櫻お伴氏と
社中の踊り等
【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１２月１３日㈬
午前１０時３０分～正午定８人（申し込
み順）費１０００円（材料代）申１１月２９
日正午からイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６コード１７１１２９Ａ）へ

◇
問同館☎８６０・４８３５

●ひなた村
【①ひなた村シアター】
日１１月２６日㈰午前１０時３０分～１１
時３０分場ひなた村第１レクルーム内
「リスとカメラマン」「三ねん寝太郎」
【②たき火のじかん】
　小学３年生以下のお子さんは保護
者同伴でおいで下さい／アルミホイ
ルや軍手が必要な場合は持参して下
さい日１２月２日、１６日、いずれも土
曜日午前１０時～１１時３０分（正午に
消火、雨天中止）内薪

たきぎ

拾い、たき火体
験
【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１１月２５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たきびあそびよろこび】
対市内在住、在学の小学３～６年生日
１２月９日㈯午後１時～４時内たき火
で焼き芋、森で外遊び定２０人（申し
込み順）費１００円
【⑤科学クラブ～ “ぷち”地球のかけ
らを宝石にしよう！】

●市立総合体育館
【①ビューティーボディ体
操教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
６０歳未満の女性日２０１８年１月１０日
～２月７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
【②親子ふれあい体操教室】
対４～６歳の未就学児とその保護者
日２０１８年１月６日～３月２４日の土曜
日（１月１３日、１月２０日を除く）、午前
９時３０分～１１時、全１０回定３０組（抽
選）費４７００円

◇
申往復ハガキ（①１人１枚②１組１枚）
に必要事項を明記し、１１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
●市立室内プール
【キッズダンス５期】
対Ａ＝小学１～３年生、Ｂ＝
小学４～６年生日１２月５日～２０１８年
１月３０日の火曜日（除外日有り）、Ａ
＝午後４時３０分～５時３０分、Ｂ＝午
後５時４０分～６時４０分、各全７回定
各２０人（抽選）費５６００円申往復ハガ
キに必要事項を明記し、１１月２２日
まで（必着）に同プールへ
〈お知らせ〉
　第８２回関東支部マスターズスイ
ミングフェスティバルのため、１２月
１０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

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。

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
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●自衛隊町田募集案内所～陸上自衛
隊高等工科学校生徒募集
　詳細は自衛隊東京地方協力本部ホ
ームページを参照対１５歳以上１７歳
未満の男子（２０１８年４月１日現在）試
験日１月２０日（第１次）申１月９日まで
問同案内所☎７２３・１１８６
●町田市シルバー人材センター～初
心者向けパソコン講習会
日１２月５日～８日、午前９時～正午、
１２月１２日～１５日、午後１時～４時場
わくわくプラザ町田費１コース６５００
円申ハガキに講座名・受講日・住所・
氏名・電話番号を明記し、同センター
（〒１９４－００２２、森野１－１－１５、☎
７２３・２１４７）へ
●町田商工会議所からのお知らせ
【キラリ☆２０１７町田～私の好きな
お店大賞　投票受付中！】
　市内商業の活性化と地域
経済の発展のため、個性あ
る魅力的な店づくりに意欲的に取り
組んでいるお店を表彰するもので、
これまでに７６店舗が受賞していま
す。投票いただいた方の中から抽選
で、旅行券等の賞品が当たります（大

賞は投票の多かった上位の店舗を実
行委員会が審査のうえ、決定）申１２
月２８日まで（消印有効）に同会議所
へ（同会議所ホームページで申し込
みも可）／投票方法等の詳細は、チラ
シ（町田商工会議所・市庁舎・各市民
センター等で配布）、または同会議所
ホームページをご覧下さい
【介護離職防止対策セミナー】
対経営者等日１２月８日午後２時～４
時場同会議所申電話で同会議所へ

◇
問同会議所☎７２２・５９５７
●八王子年金事務所からのお知らせ
【年金を受給している方が亡くなっ
たときは届け出を】
　年金を受給している方が亡くなっ
たときは、年金事務所へ届け出が必
要です。亡くなった日の翌日以降に
年金を受け取った場合は、その分の
年金を返納していただくことになり
ます。また、亡くなった方が受け取っ
ていない年金がある場合は、生計を
同じくしていた遺族の方がその年金
を受け取ることができる場合があり
ます。詳細はお問い合わせ下さい問
ねんきんダイヤル☎０５７０・０５・
１１６５、０５０から始まる電話の方＝
☎０３・６７００・１１６５、同年金事務所

☎０４２・６２６・３５１１
【国民年金保険料の納付案内を民間
企業に委託しています】
　日本年金機構は、国民年金保険料
の未納者に対する納付案内や保険料
の免除申請案内等を、日立トリプル
ウィン・ＮＴＴ印刷共同企業体に委託

しています。未納に関する納付案内
等を他の事業者が行うことはありま
せん。不審な電話などがありました
らお問い合わせ下さい問日立トリプ
ルウィン・ＮＴＴ印刷共同企業体錆
０１２０・２１１・２３１、同年金事務所☎
０４２・６２６・３５１１

情報コーナー

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

暮らしに関する相談
　予約制の相談は、電話で①～⑥市民相談室（☎724・2102）⑦八王子少年センター（☎
042・679・1082）⑧消費生活センター（☎722・0001）へ対①③～⑦市内在住の方⑧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（20日～
24日を除く）

前週の金曜日から電話で予約
※11月17日は予約受付を行いません。次
回分は11月24日に受け付けます。

②交通事故相談 15日、22日、29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）17日、24日㈮ 電話予約制（随時）／午後1時30分～4時

④国税相談 21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 28日㈫

⑥登記相談 16日㈭

⑦少年相談 28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

⑧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
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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

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前９時～
午後５時）、 19日＝成瀬台耳鼻咽喉科
（☎７２９・３３４１､成瀬台３-８-１６）､23日＝
川野医院（☎７２６・７６７３､森野１-１１-９）
●休日眼科急患診療（午前１０時３０分～
午後５時）､19日＝氏川眼科医院（☎７２０
・０５３０､原町田６-１-１１）

診療日 診療時間 診療科 医療機関名 電　話 住　所
15日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
16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
17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
18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

19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 虫明クリニック ☎788・5078 金森3-19-11

内科 鶴川診療所 ☎735・2387 鶴川6-7-1
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 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

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

20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
21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
22日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

23日㈷

午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 成瀬小林医院 ☎725・2233 成瀬8-4-33
内科 田村胃腸科内科クリニック ☎735・5667 能ヶ谷2-12-6
内科 南東京ハートクリニック ☎789・8100 木曽西2-18-12

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
南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

24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
25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

26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 とくとみ内科消化器科医院 ☎729・1616 南成瀬1-19-4

内科 原町田診療所 ☎722・6665 原町田4-17-11
内科 おおくら医院 ☎737・8020 大蔵町3165

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

27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
28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
29日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
30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
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問議会事務局☎724・4049
　本会議･委員会を右表のとおり開催します。開
会時間は午前１0時です（１１月３0日は午後１時）。

１２月定例会・常任委員会を開催します

※会議の日程・時間等は変更になることがあります。
※本会議・常任委員会は町田市議会ホームページで
インターネット中継・録画中継をしています。スマー
トフォンやタブレット端末でもご覧いただけます。

Ｔｗｉｔｔｅｒアカウント名＝町田市議会（町田市公式）＠
ｍａｃｈｉｄａ＿ｇｉｋａｉ

議会を傍聴しましょう

ツイッターで情報発信

○開催期間　１２月２日㈯～２０１８年１月１４日㈰
　　　　　　※１２月３１日、２０１８年１月１日を除く
○イルミネーション点灯時間　午後５時～８時

　今年も、町田シバヒロがイルミネーションの輝きに包まれます。
　今年は「Ｗｏｒｌｄ　Ｔｒｉｐ（世界旅行）」がテーマです。世界中の動物たちが集うイル
ミネーションの中を、ドリームシバヒロ号が走ります。市内の学校等による音楽や
ダンスの他、スポーツ体験教室などのさまざまな催しを開催します。
　町田シバヒロが贈る冬のイベントをお楽しみ下さい。
※天候等の事情によりイベントの一部が変更または中止になる場合があります。
※駐車場は台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用下さい。

ドリームシバヒロ号
○日時　開催期間中の土・
日曜日、祝日、午前１0時～
午後7時4５分
○費用　５00円（ドリーム
シバヒロ号専用１日フリー
パス）

シロクマスライダー
○日時　開催期間中の土・
日曜日、祝日、午前１0時～
午後4時
○費用　５00円（シロクマ
スライダー専用１日フリー
パス）

ステージ
○期日・内容　１2月2日㈯
＝市内中学校による吹奏楽
・合唱、イルミネーション
点灯式、岡本真夜スペシャ
ルライブ、2３日㈷＝ダンス
＆パフォーマンスデー、24
日㈰＝ミュージックデー
（大学生による演奏など）

イベントコーナー
○期日・内容　１2月9日㈯、１0日㈰＝シバヒロで
ちょこっと！ ゲートボール体験、１2月１６日㈯、
20１８年１月８日㈷＝スポーツ雪合戦、１2月１7日
㈰＝フリーマーケット、キンボールスポーツ体験
会、１2月2３日㈷、１月7日㈰＝町田ゼルビアサッカ
ー＆タッチラグビー体験会、１2月2３日㈷、24日㈰
＝クリスマスの小物作りワークショップ、１月６日
㈯＝親子で楽しむニュースポーツと正月あそび

フードコート
　タコスやロコモコなど各国
の料理を販売するキッチンカ
ーが出店します。
○日時　１2月2日㈯午前１１
時～午後7時、2３日㈷、24日
㈰＝午前１１時～午後５時

※その他さまざまなイベントが
あります。詳細は、町田シバヒロ
ホームページをご覧下さい。

　８月１7日に新潟県で開催された「第３５回全日本
マスターズウエイトリフティング競技選手権大
会」のＭ８５・５６㎏級に、町田市在住の水村春生さ
ん（８６歳）が出場し、「スナッチ（※１）」「クリーン＆
ジャーク（※2）」の各種目及び合計（トータル重
量）でマスターズ日本新記録を樹立されました。9
月27日には、その報告のため、市庁舎を訪れまし
た。
　水村さんは7６歳でウエイトリフティングと出
会い、わずか4年後の８0歳の時に、ギリシャで開催
された世界マスターズで金メダルを獲得。20１６
年度には、マスターズワールドカップ東京大会で
も金メダルを獲得されました。水村さんは「トレー
ニングを積んで、202１年に開催されるワールド
マスターズゲームズ202１関西に、90歳で出場で
きるよう頑張りたい」と意気込みを語られました。

　市制６0周年を記念して、人気テレビ番組「新婚さんい
らっしゃい！」の公開収録が行われます。
　公開収録にあたり、観覧者を募集します。桂文枝さん、
山瀬まみさんと新婚夫婦が繰り広げる爆笑トークをお楽
しみ下さい。
※小学生以下は入場できません。
○日時　20１８年2月2８日㈬午後2時～５時３0分
○会場　町田市民ホール
○定員　８00人（抽選、結果は当選者に2月上旬発送予
定）
○申し込み　ハガキに住所・代表者氏名・電話番号・年齢
・希望人数（4人まで）を明記し、20１８年１月１9日まで（消
印有効）に郵送で町田市民ホール「新婚さんいらっしゃい
！観覧希望係」（〒１94－0022、森野2－2－３６）へ。

問観覧者募集について＝町田市民ホール☎72８・4３00、
　その他＝町田市広報課☎724・2１0１

問産業観光課☎７２４・２１２８

第３５回全日本マスターズウエイトリフティング競技選手権大会
水村春生さ　

　んがマスターズ日本記録を樹立

本会議・常任委員会日程（予定）
月 日 曜日 内　　　　容
１１ ３０ 木 本会議（提案理由説明）

１２

１ 金 議案説明会・全員協議会
５ 火

本会議（一般質問）
６ 水
７ 木
８ 金
１１ 月
１２ 火 本会議（質疑）
１３ 水 文教社会常任委員会

建設常任委員会
１４ 木 総務常任委員会

健康福祉常任委員会
１５ 金 常任委員会予備日
２２ 金 本会議（表決）

※１　地面に置いたバーベルを頭上へ一
気に引き上げ、立ち上がる競技。
※2　地面に置いたバーベルを第１動作
（クリーン）で肩まで引き上げて立ち上が
り、第2動作（ジャーク）で全身の反動を
使って一挙動で頭上へ差し上げる競技。

町田シバヒロ
ウィンターフェスティバル２０１７−２０１8
を開催します！

ドリームシバヒロ号
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