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人口と世帯（外国人含む） ２０１7年12月1日現在人口 ： 428,860人（ 男：210,317人・女：218,543人）（前月より114人減） ／ 世帯 ： 194,074世帯（前月より98世帯増）

20年後は、どんな社会になっているだろう

ジョージ

明けましておめでとうございます。
日頃、若い人の意見を直接聞くチャンスが

ないので、今日は貴重な機会だと楽しみにしてい
ました。実は昨年、各子どもセンターにお邪魔し
て、皆さんのような若者たちと語り合う「若者が市
長と語る会」を行いました。そこで皆さんが日頃考
えていることを聞くことができて、今後もそういう
機会を増やしていきたいと感じました。今日の座
談会も、広報紙でたくさんの方に読んでいただく

ことで、若い世代の考え方を知っていただきたい
なと思います。
―2018年がスタートしました。皆さんは一人ひと
りが主役となって、これから未来を作っていくわ
けですが、皆さんが作る20年後の未来は、どうな
っていると思いますか？

まい

AIやロボットが進化しているから、ロボッ
トが友達になって、話し相手になってくれ

たり、私の手助けをしてくれたりしているかな。

森さん

でも、軍事ロボットが発達して、映画の「タ
ーミネーター」みたいな悪いロボットも出

てくるようになって、世の中を支配しちゃうかも。

2018年初の広報まちだは、子どもセンターで活動し
ている15歳から20歳までの若者5人と、石阪丈一市長
の座談会をお届けします。

くら

子どもセンター
つるっこ
倉川和也さん・18歳

ニッ
クネー

ム

ニッ
クネー

ム

デビちゃん

子どもセンター
ただON
デイビス愛実さん・20歳

市長と語る
次世代の主役たち
市長と語る

次世代の主役たち

新春座談会

Q1	 �町田っ子のソウルフードって何だと思う？
Q2	 	今なくなったら困るものは何？

まい
くら

A1�つるっこ応援し隊が作っ
てくれる「つるっこ柿」。
A2�断然、友達。絶妙なアドバ
イスをくれるから。

ジョージ

A1� 母の作った「酒まんじゅ
う」。心のソウルフード。
A2�車。週に一度、車に乗って鳥
を見に行くのが楽しみなんだ。

森さん

A1�近所のラーメン屋さんの
「塩ラーメン」。
A2�子どもセンターとバスケ
です。センターは好きなこと
がいっぱいできるから。

A1�仲見世商店街の「大
判焼き」。
A2�携帯電話。今はあっ
て当然の生活になってい
ます。

デビちゃん

A1�町田といえば、「肉」か
な。焼き肉屋さんがいっぱ
いあるので。
A2�パソコン。好きなこと
は全部、パソコンでやるこ
となので。

るか

A1�町田にはクレープ屋さんが
たくさんあるから「クレープ」。
A2�小説です。小さな頃から本
が大好きで、物語の世界に入り
込んじゃう。あとは部活の弓道。

ニッ
クネー

ム
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石阪丈一市長・70歳

ニッ
クネー

ム

るか

子どもセンター
ぱお
山田陽香さん・15歳

森さん

子どもセンター
ばあん
森川龍哉さん・16歳

ニッ
クネー

ム

まい

子どもセンター
まあち
林田真衣さん・18歳

ニッ
クネー

ム

　市では昨年、市内に５館ある子どもセンター
で、将来を担う若者たちに「まちづくり」につい
て意見を聞き、市政に反映することを目的とし
て、「若者が市長と語る会」を行いました。この会
では参加者から、率直な意見やユニークなアイ
デアが飛び出しました。
　今号では、次世代の主役となる若者たちを代
表し、各子どもセンターでルール作りやイベン
ト開催などの運営に関わっている若者たちと石
阪丈一市長の座談会をお届けします。次世代の
主役たちと市長が描く、未来の社会や町田市へ
の思いを聞いてみました。
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もちろん、そうはなってほしくないけど。

デビちゃん

ニュースでよく、今の若者はお金を使わな
いと言ってるし、企業もネット販売に力を

入れているらしいので、スーパーマーケットや商
店が減っちゃいそう。お店があった方が町がにぎ
わうし、誰も出歩いていなかったら寂しいな。

るか

携帯電話やモバイル端末が年々薄型になっ
ているから、20年後は機械そのものがなく

なりそう。目の前に自分だけの画面が出てきて、空
間上で操作ができるようになっていると思います。

くら

自動車がものすごい勢いで変わっていっ
て、すべてが電気自動車になっているかな。

20年後、僕は38歳か。町田市の子どもセンターで
働くのが夢なので、実現できていたらいいな。

ジョージ

確かに、車は変わるだろうね。ボタンを押せ
ば自宅まで車が来て、目的地に連れて行っ

てくれる、究極のカーシェアリングになっているん
じゃないかな。デビちゃんが言ったように、外に誰
もいなかったら寂しいから、みんなが楽に外出で
きるようになっていたらいいね。

憧れる人は優しくて頑張っている人
ヒーローやヒロインは身近なところにも

―皆さんは子どもの頃、憧れの人っていました
か？

ジョージ

私はサッカー少年だったので、元サッカー
日本代表の釜本邦茂選手に憧れていたな。

森さん

全然有名じゃないんですけど、子どもの時
から今も、僕のヒーローは父なんです。仕事

もして、家事も一生懸命やってくれるから尊敬し
てるし、かっこいい。

デビちゃん

私も有名人ではなくて、母です。仕事も頑
張って、家のこともして、レコーディングエ

ンジニアになりたいという私の夢を応援して、専
門学校に行かせてくれているから。

るか

小さい頃憧れていたのは、私も身近な人で
近所のお姉さん。人見知りでなかなか周囲

に溶け込めなかった私と遊んでくれて、お姉さん
みたいになりたいとずっと思っていました。

まい

子どもの頃、小学校の先生をすごいって尊
敬してたな。勉強のことでも、テレビ番組の

ことでも質問すると何でも答えてくれたから。

くら

それ分かる。僕も今、高校でパソコン部なん
だけど、情報の先生がパソコンのことを何

でも知っていて、僕の憧れになっています。

町田のみんなと盛り上がりたい！
東京2020オリンピック・パラリンピック

―1月1日を迎えて、2020年の東京オリンピック・
パラリンピックまで935日になりました。町田でも

こんな風に盛り上がればいいなというアイデアは
ありますか？

デビちゃん

体操でオリンピックに出るのが夢と言っ
ていた友達が、前のオリンピックに出場し

て夢を叶えました。だから次のオリンピックでは、
体操に期待しています。2年後、町田駅周辺に渋谷
の駅前みたいな大きいモニターがあったらいい
な。町田を歩いている人たちみんなで、選手が活躍
しているシーンを見られたら面白いと思います。

るか

スポーツが好きなのでオリンピックが東京
で開催されるのはうれしいけど、英語が苦

手なので、海外の方が町田に来て、英語で何か聞か
れたらどうしようと思うとドキドキしちゃう。

森さん

バスケが好きなので注目しています。日本
代表にも頑張ってほしいな。

まい

せっかく東京でやるんだから、都内の区や
市で競技の応援隊を作って、会場に行って

みんなで応援したら楽しそう。私は卓球部ですが、
卓球では私より年下の15歳や16歳の選手が頑張
っているので応援しています。

ジョージ

私は1964年と今回で、2つの東京大会を経
験することになります。前回の東京大会は、

日本の発展を内外に知らしめる役割も大きかった
けど、今回はもっとシンプルに、スポーツ本来の楽
しさを伝える大会になるのではないかな。町田市
としても、キャンプ地を誘致したり、ホストタウン
として南アフリカの応援をしたり、パラリンピック
を応援して、スポーツとの新しい関わり方ができ
たらいいなと思っています。

もしもあなたが市長に変身したら…

―もしもあなたが朝起きて町田市の市長に変身
していたら…市民のために何をしますか？

まい

町田市には映画館がないから、映画館を作
りたいですね。それからこれは個人的な夢

なんですけど、市長のふかふかの椅子に座ってみ
たいです。

森さん

屋外にバスケットコートを作るかな。スト
リートバスケットコートを作って、誰もが

いつでも自由にバスケができる空間を作りたい。

くら

若者向けに、一人暮らし体験をする機会を
作りたいな。僕の両親は共稼ぎで、親の代わ

りに僕が料理を作るようになった時に、親の大変
さが分かりました。一人暮らし体験をすると、親って
ありがたいなって誰もが実感すると思うんです。
―市長は、もし朝起きて自分が高校生になってい
たとしたら、一番したいことは何ですか？

ジョージ

物理と数学を勉強し直して、軽飛行機を設
計して、作って、操縦もしたい。実は高校に

入った時にチャレンジしたんだけど、微分積分が
分からないものだから、設計図が引けなくて挫折
しちゃったんだ。だからリベンジしたいな。

2018年年頭の決意表明！
今年、チャレンジしたいこと

ジョージ

みんな町田市のためのいろいろなアイデア
があって、明日から市の職員として働いて

ほしいぐらいです。ところで皆さんは、今年はどん
なことにチャレンジしたいと思っていますか。

くら

高校卒業後は大学で保育を学びます。高校
はアルバイト禁止だったので、大学に入学

するのを機にアルバイトをしてみたい。

るか

弓道部に入っているので、試合や階級試験
などを頑張りたい。あとはハードカバーで

ハリーポッターを読破したいし、太宰治や谷崎潤
一郎、泉鏡花といった純文学も読みたいです。

デビちゃん

今まで子どもセンターで音楽をやってき
て、音楽をやっている友達も増えたので、み

んなの曲をレコーディングして、子どもセンター
のアルバムを作りたいですね。

森さん

16歳になったのでバイクの免許を取って、
友達とどこかに出かけてみたいな。

まい

大学で経済を勉強することが決まっている
んですが、将来、就職する時のために、簿記

とか英検など資格をたくさん取りたいです。

ジョージ

みんな発想が自由なのがいいね。私は、40
年版画をやってきたので、版画の個展をや

ってみたいという夢があります。市長になってか
らは忙しくて思うように制作ができなかったんだ
けど、みんなに刺激されて、意欲が湧いてきまし
た。それから、今の若い人がとても着実で、そして
地域や身近な人を大切に思う気持ちを持っている
ことを知って、心強く感じました。
　皆さん一人ひとりが違う意見を持ってお互いの
意見を言い合うことができるのは、子どもセンタ
ーの自由な空気の中で育まれてきたんだな、と感
じました。スタートした2018年をお互いに良い年
にしていきましょう。

　市民参加型事業評価は、市民の皆さ
んや有識者が評価人となり、市の担当
者と仕事のやり方や成果について話し
合うことで、市の事業をより良くして
いく取り組みです。今回座談会に登場
した倉川さんと林田さんは、初の高校
生の評価人として「町田市民バス運行
事業」を評価しました。
　市は、将来を担う若者たちの意見が
市政に反映されるよう、今後も取り組
みを進めていきます。

倉川さん、林田さんも参加しました！
２０１７年１１月１８日開催 市民参加型事業評価

問経営改革室☎724・2503
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認可保育園を運営する費用の状況

地域を守る消防団の雄姿をご覧下さい
町田市消防団出初式

問防災課☎７２４・３２５４

経営品質向上活動について

タイの視察団をお迎えしました
問経営改革室☎７２４・２５０３

高齢者の相談窓口

能ヶ谷あんしん相談室が移転します
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

問保育・幼稚園課☎７２４・２１３７

市が所有している物件を一般競争入札で売却します
問管財課☎７２４・２１５１

お近くの市民センターで

個人番号カードの交付を開始します
問市民課☎８６０・６１９５

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

公開している会議　傍聴のご案内
 

会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み
町田市教育委員会定
例会

1月12日㈮午前
10時から

市庁舎10階会
議室10-3~5

会議当日に教育総務課（市
庁舎10階、☎724・2172）へ

町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

1月15日㈪午前
10時~正午

市 庁 舎2階 会
議室2-1

3人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報課
（☎724・8407）へ

町田市高齢者・障が
い者虐待防止協議会

1月19日㈮午前
10時~11時30分

市 庁 舎2階 会
議室2-1

5人
（申し込み順）

事前に電話で高齢者福祉
課（☎724・2140）へ

町田市公共施設再編
計画策定検討委員会

1月23日㈫午後
2時から

市庁舎10階会
議室10-3

5人
（申し込み順）

事前に電話で企画政策課
（☎724・2103）へ

　各市民センターで個人番号カード
の受領を希望する方は、事前に市民
課に電話予約が必要になります。な
お、受け取りは電話予約をしてから
３営業日以降になりますので、ご了
承下さい。
電話予約開始日１月４日㈭から
電話予約番号☎８６０・６１９５（市民課）
【電話連絡の際の注意事項】
○原則、申請者本人が電話連絡して
下さい。

　タイの視察団が昨年１１月２９日
㈬に市庁舎を訪れ、石阪市長と意
見交換を行いました。
　石阪市長からは、町田市の経営
品質向上活動への取り組みの経緯
をお伝えしました。その後、複式簿
記を取り入れた会計制度、他市比

　入札参加案内、契約条件等の詳細
は、「市有物件売却のご案内」をご覧
下さい。
※案内書は、管財課（市庁舎５階）で
配布します（町田市ホームページで
ダウンロードも可）。郵送希望者は早
めにお問い合わせ下さい。

　２人の民生委員・児
童委員が新たに委嘱さ
れました。担当地区は
右表のとおりです。
※その他の担当は、お
問い合わせ下さい。

　能ヶ谷あんしん相談室は、１月
末に鶴川団地センター名店街内へ
移転し、「鶴川あんしん相談室」に
名称が変わります。電話番号は今
までと変わりません。
※鶴川あんしん相談室は、能ヶ谷
・三輪町・三輪緑山・広袴町・広袴・
真光寺町・真光寺・鶴川にお住まい

　認可保育園は、保護者の就労や病
気などの理由により、家庭で保育で
きない児童を保護者に代わって保育
する児童福祉施設です。
　２０１６年度は、市内の保育園等の
定員を３４５人分増やし、市立・私立合
わせて７２園の認可保育園で保育を
行っています。
　運営には右表のとおり、国が定め
る保護者負担基準の一部を公費で負
担し、保護者の負担を軽減しています。
　保育料は、保育園運営の大切な費
用の一部です。納期限を守って納付
して下さい。なお、納期限までにお支
払いいただけない場合は、差し押さ

え等の滞納処分をすることがありま
す。

　新春恒例の町田市消防団出初式
が、１月１４日㈰に町田第一小学校校
庭で開催されます。
　当日は、消防団員の表彰式に続き、
消防団・町田消防署・町田消防少年団
の連携による消防救助演習や、一斉
放水を行います。
　また、玉川大学吹奏楽団の演奏や、
消防ポンプ車の展示、子ども用防火
服着用記念撮影コーナーもあります。
※当日は、午前７時に、市内消防器具
置場のサイレンを鳴らします。火災
とお間違えのないようご注意下さい。

○電話する際は、郵便で届いた交付
通知書（個人番号カード交付・電子証
明書発行通知書兼照会書）をお手元
に必ずご用意下さい。
※カードを紛失した方など、カード
の交付が２回目以降となる方は、各
市民センターで受領することができ
ません。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。

較による事務事業改善の取り組
み、部長・課の目標達成に向けた取
り組み等を説明しました。
　タイの視察団からは、町田市の
取り組みを参考にしたいとの話が
あり、終始和やかな雰囲気での意
見交換となりました。

入札参加資格個人及び法人
入札日１月３０日㈫
場入札室（市庁舎５階）
申１月４日～２３日（受付時間＝午前８
時３０分～午後５時〔土・日曜日、祝日
を除く〕）に直接管財課へ（郵送も可、
１月１６日まで〔消印有効〕）。

の高齢者の相談窓口です。なお、能
ヶ谷にある鶴川第２高齢者支援セ
ンターでも引き続き相談をお受け
します。
移転日１月３１日
移転先住所鶴川６－７－２－１０３
（鶴川団地センター名店街）

日１月１４日㈰午前９時３０分～１１時
３０分
場町田第一小学校（雨天の場合、演習
は中止し、式典のみ体育館で実施）

町田市消防団では、各地域で活躍する消防団員を募集しています。

昨
年
の
消
防
演
習
で
の
一
斉
放
水

の
様
子

売却予定物件
物件
番号 所在地 部屋

番号
建物の
種類 床面積 敷地権

の種類
敷地権
の割合 最低売却価格

1 森野二丁目763番1
東海町田マンション

104
号室 居宅 54.79㎡（公簿）

59.16㎡（壁芯） 所有権 962/100,000 448万円

2 森野二丁目763番1
東海町田マンション

105
号室 居宅 54.79㎡（公簿）

59.16㎡（壁芯） 所有権 962/100,000 487万5000円

3 森野二丁目763番1
東海町田マンション

212
号室 居宅 35.91㎡（公簿）

42.05㎡（壁芯） 所有権 684/100,000 358万円

4 森野二丁目763番1
東海町田マンション

413
号室 居宅 33.94㎡（公簿）

36.56㎡（壁芯） 所有権 594/100,000 310万5000円

※売却価格に消費税を含みます。
※事情により売却を中止、または一部変更する場合もあります。

民生委員・児童委員（１月異動）
地　区 地　域 担当委員

氏名・電話

鶴川第一 小野路町 888~981、
3901~5391

（新）石川和子
☎736・9006

堺 都 営 武 蔵 岡 ア パ ー ト
10~12号棟

（新）池田美津子
☎090・5327・9721

2016年度の入所児童の状況
延べ入所児童数 7万2564人
月平均入所児童数 6047人
1人あたりの平均保育料

（＝保護者負担額） 2万417円／月

2016年度の運営費用の状況
国 22億8717万円
都 11億4359万円
市 23億2168万円

保護者 14億8157万円
合　計 72億3401万円

国が定める
割合

認可保育園の運営にかかる児童１人あたりの費用 9万9691円／月
認可保育園の運営費の負担割合

町田市の
状況

国
31.6％

3万1519円

国
31.6％

3万1519円

都
15.8％

1万5760円

都
15.8％

1万5760円

市
32.1％

3万1995円

保護者
20.5％
2万417円

市
15.8％

1万5760円

保護者
36.8％

3万6653円

※入所児童数・運営費用とも、市の直接運営の公立保育所は除いています。
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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

募　集募　集
市立小・中学校

学 校 用 務 嘱 託 員
対長時間の立ち作業が可能な方＝若
干名
勤務期間４月１日～２０１９年３月３１日
（更新も有り）
勤務時間午前８時１５分～午後４時４５
分、月１６日
勤務場所市立小・中学校（勤務校の希
望・車通勤不可）
内学校敷地内の環境整備、校舎の清
掃、設備や校具の小修理及び整備
報酬月額１９万２２００円（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、作文（市販の原稿用
紙６００～８００字で自筆、テーマ＝学
校用務職員として、学校職員、児童・
生徒、保護者、地域の方たちとの関わ
り方で心掛けなければならないこと
についてあなたの考えを述べて下さ
い）、二次＝面接（２月１５日、１６日）
※３月下旬に採用説明会を行います。
申応募動機・職歴を明記した自筆の
履歴書と作文、定型の返信用封筒
（８２円切手貼付、宛名を明記）を１月
１５日まで（必着）に郵送で施設課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問施設課☎７２４・５８３１
市立小・中学校

一般嘱託員（学校事務）
対基本的なパソコン操作（ワード・エ
クセル等）ができる方＝１０人程度
勤務期間４月１日～２０１９年３月３１日
（更新も有り）
勤務時間午前８時１５分～午後４時４５

分、月１６日
勤務場所市立小・中学校（勤務校の希
望・車通勤不可）
内市立小・中学校における学校事務
全般
報酬月額１９万２２００円（別途交通費
支給）
選考一次＝書類、二次＝面接
申指定の選考申込書に、履歴書及び
作文を添付し、返信用封筒を同封の
うえ、１月１２日まで（必着）に郵送で
教育総務課（市庁舎１０階、〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２）へ。
※作文のテーマなどの詳細は町田市
ホームページをご覧下さい。
問教育総務課☎７２４・２１７３
生涯学習センター運営協議会

市 民 委 員
　生涯学習センターで実施する生涯
学習及び社会教育に係る講座や講演
会等の内容・成果についての協議を
行う運営協議会の市民委員を募集し
ます。
対市内在住の１８歳以上の方
募集人数３人
※２０１８年４月１日時点で町田市の他
の附属機関等の委員である方、過去
に生涯学習センター運営協議会の委
員を経験した方はご遠慮下さい。
任期４月から２年間
選考書類、作文
申応募用紙に必要事項を記入し、作
文（テーマ＝ご自身の経験を踏まえ、
個人が輝き地域が活性化するため
に、生涯学習センターは何をすべき
と考えますか、６００字以上８００字以
内）を１月１９日午後５時まで（必着）
に直接または郵送で生涯学習センタ
ーへ。
※詳細は募集要項（同センターで１
月４日から配布、町田市ホームペー

ジでダウンロードも可）をご覧下さ
い。
問同センター☎７２８・００７１

特 別 支 援 教 育 支 援 員
　教員免許の有無は不問です。
勤務期間４月１日～２０１９年３月３１日
（休業中は除く）
勤務日休業中を除く月～金曜日の５
日間、または３日間（学校行事等で土・
日曜日、祝休日に勤務する場合も有
り）
勤務時間おおむね午前８時１５分～午
後４時４５分の間で週２９時間（宿泊学
習時を除く）
勤務地市立小・中学校
内市立小・中学校で障がい児への学
校生活支援
報酬時給１１００円（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。
選考書類、面接
申履歴書を１月２４日まで（必着）に郵
送で教育センター就学相談担当（〒
１９４－００３６、木曽東３－１－３）へ。
※履歴書は返却しません。
問教育センター☎７９３・３０５７

お知らせお知らせ
冬号を発行しました！～講座・イベ
ント情報誌

生涯学習ＮＡＶＩ　好き！学び！
　市内や近隣で１月
～３月に催される講
座等の情報を掲載し
ています。「みんなの
学ビバ！！」では学び
の機会等を紹介して
います。
　「講座・イベント体験レポート」で
は、市民編集委員が実際に講座等に
参加し、その様子を紹介しています。
配布場所市庁舎、各市民センター、各
市立図書館等
※町田市ホームページでもご覧いた
だけます。
問生涯学習センター☎７２８・００７１
市の環境の状況を報告します

環 境 白 書 ２ ０ １ ７
　市の環境基本計画である第二次町
田市環境マスタープランに示した環
境施策の進

しん

捗
ちょく

状況や目標達成状況
を点検・評価するとともに、環境の現
状や動向を広く市民の皆さんに公表
するため、「町田市環境白書２０１７」
を作成しました。
　環境白書は、環境の状況及び施策
の実施状況を明らかにした「活動報
告」と、市の環境の現状に関するデー
タをまとめた「データ集」の２分冊に
なっています。
　「活動報告」は市政情報課（市庁舎
１階）、各市民センター等で配布、「デ
ータ集」は、市政情報課で販売してい
ます（１冊６００円）。また、両冊とも町
田市ホームページでダウンロードも
できます。
問環境政策課☎７２４・４３８６
１月１３日に実施します

冬季献血キャンペーン
　当日、献血にご協力いただいた方
には、記念品を差し上げます（数に限

り有り）。
※骨髄バンクドナー登録会も同時開
催します。
日１月１３日㈯午前１１時３０分～午後
３時３０分（骨髄バンクドナー登録の
受け付けは午後３時まで）
場ぽっぽ町田、まちだ献血ルーム
問福祉総務課☎７２４・２５３７
東京家政学院大学のテニスコートを

貸 し 出 し て い ま す
　同大学のテニスコート（２面・砂入
り人工芝）を、近くにお住まいの方へ
貸し出しています。
対同大学施設開放利用の団体
日土・日曜日（除外日も有り）
※開放時間等の詳細は町田市ホーム
ページをご覧下さい。
場東京家政学院大学（相原町）
申団体登録後、往復ハガキに必要事
項を明記し、毎月１０日まで（消印有
効）にスポーツ振興課（〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２）へ。

【利用には団体登録が必要です】
対成人を代表とした、相原町・小山町
・小山ケ丘に在住の方を半数以上含
む、５人以上でスポーツ保険に加入
できる団体
申登録申請書（スポーツ振興課〔市庁
舎１０階〕で配布、町田市ホームペー
ジでダウンロードも可）に記入し、郵
送（返信用８２円切手を同封）でスポ
ーツ振興課へ。
※後日登録証を送付します。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
大地沢青少年センター～７月分の

利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申１月６日午前８時３０分から電話で
同センター（☎７８２・３８００）へ。
※初日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選、午後１時以降は申し
込み順に受け付けます。
※７月３日、１０日、１７日、１８日は利用
できません。
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
７月分の

利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申１月１日午前８時３０分から電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ
（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）。
※７月２８日～８月１９日の夏期期間は
抽選です。詳細は、今後の本紙等でお
知らせします。

「 朝 湯 」で 気 持 ち よ く 
新 年 を 迎 え ま せ ん か
　当日ご来場いただいた方には、先
着順でタオル（数量限定）をプレゼン
トします。詳細は、各浴場にお問い合
わせ下さい。
日１月２日㈫午前８時～午後２時
場大蔵湯（木曽町５２２、☎７２３・
５６６４）、金森湯（金森３－２２－２１、☎
７９６・５９２６）
入浴料大人４６０円、小学生１８０円、未
就学児８０円
問産業観光課☎７２４・３２９６

公共施設を維持するには多額のコストがかかります
　試算（※）では、今、町田市にあるすべての公共施設を改修または建て
替えた場合、年間平均約１０４億円が必要となります。これは、現在かか
っている約６８億円と比べると、１．５倍にもなります。
　今後ますます厳しくなる財政状況の中では、今ある公共施設をすべ
て残していくことは困難であることを想定し、施設の再編を進めてい
かなければなりません。�※出典「町田市公共施設等総合管理計画（基本計画）」

公共施設の未来を一緒に考えていきましょう。

問企画政策課☎７２４・２１０３未来の場
かたち

③みんなでつくる

町田市民病院職員募集

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日
病院事務A

（任期付き主事職）
※任期は3年。

若干名

1972（昭和47）年4月2日以降に
生まれた、民間企業等において病
院医事業務に関する職務経験を3
年以上有する方

○郵送受付=1
月16日㈫まで
（必着）
○持込受付=1
月15日㈪、16日
㈫、午後5時まで
○試験日=1月
27日㈯

4月1日
病院事務B
（係長職）

1972（昭和47）年4月2日以降に
生まれた、民間企業等において病
院医事業務に関する職務経験を
12年以上有し、かつ管理職とし
て3年以上の職務経験を有する方

※試験実施要項と受験申込書は町田市民病院ホームページでダウンロードできます。町田
市民病院、各市民センターでも配布しています／郵送・持ち込みは町田市民病院総務課へ
／各職種の受験資格、採用条件等は募集要項を十分に確認して下さい。

町田市民病院　採用 検索

問町田市民病院総務課☎722・2230（内線7415）

公共施設を安全で快適な状態に保
つためには、定期的な建物の改修
や設備の交換、管理費等、建てた後
も多額のコストがかかります。

初期建設費

保全・管理費等

公共施設にかかる
コストのイメージ

ここがポイント！



52018．1．1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

ご利用下さい！ 詳細はお問い合わせ下さい。　　問さるびあ図書館☎722・3768 検索町田市立図書館移動図書館“そよかぜ号”

催し・講座催し・講座
福祉サポートまちだ

親 族 後 見 人 連 絡 会
【知っておきたい成年後見制度利用
促進法と後見報告業務】
　専門家が分かりやすくお話ししま
す。講義後に座談会があります。
対親族の成年後見人等として既に受
任している方、親族後見人等として
申し立てを検討している方
日２月１０日㈯午後１時３０分～４時
場町田市民フォーラム
講弁護士・川合きり恵氏
定３０人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、電話また
はＦＡＸで、（社福）町田市社会福祉協
議会福祉サポートまちだ（☎７２０・
９４６１返７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７

家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日１月２０日㈯午後１時３０分～３時３０
分
場特別養護老人ホーム第二清風園
内福祉用具を利用した外出手段につ
いて
定１５人（申し込み順）
申電話で鶴川第１高齢者支援センタ
ー（☎７３６・６９２７）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

認知症を考える公開講座
【認知症ポジティブシンキング～認
知症当事者とともに】
　認知症当事者の方が取り組んでい
る、さまざまな活動についてお話し
いただきます。
日１月１１日㈭午後２時～４時
場町田市民フォーラム
定１８０人（申し込み順）
費５００円
申１月１０日までに（特）ひまわりの会
「まちの保健室」（☎７３２・３４５１）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
認知症サポーター

ス テ ッ プ ア ッ プ 講 座
対認知症サポーター養成講座を受講
した方
日２月１７日㈯午後１時３０分～４時３０
分
場健康福祉会館
内認知症の基礎知識の復習、認知症
の方とのコミュニケーションの取り
方について実践的な事例から学ぶ
定４５人（申し込み順）
申１月１７日正午～２月１３日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１８０１１７Ｄ）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

こころいきいきつながろう
シ ル バ ー 展
　各団体が活動紹介のパネル展示
や、相談会、体験等を行います。
日１月４日㈭～１２日㈮、午前８時３０
分～午後５時（土・日曜日、祝日を除く）
※初日は午前１０時から、最終日は午
後３時までです。
※パネル展示以外は午前１０時～午
後３時です。
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
内町田市シルバー人材センター＝入
会・受注相談、会員作製の小物販売、
茶道体験等、町田市老人クラブ連合
会＝輪投げ体験、町田市ゲートボー
ル協会＝ゲートボール体験
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
おいしく！楽しく！健康に！

男 性 料 理 教 室
対市内在住の６５歳以上の料理初心
者の男性で、全回参加できる方
日２月８日㈭、１５日㈭、２３日㈮、午前
１０時～午後１時、全３回
場町田市民フォーラム
定２０人（抽選、結果は１月２５日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申１月５日正午～１１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１８０１０５
Ｄ）へ。
※当日の詳細は、町田市シルバー人
材センター（☎７２３・２１４７、受付時
間＝午前９時～午後４時）へお問い合
わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

まちだ男女平等フェス 
テ ィ バ ル を 開 催
　（株）アスク・ヒューマン・ケア研修
相談センター所長・水澤都加佐氏の
講演や軽食・喫茶など、たくさんの企
画を予定しています。
※詳細は「男女平等推進センターだ
より」（１月１１日の新聞折り込みのほ
か、各市民センター等で配布）をご覧
下さい。
日２月２日㈮～４日㈰
場町田市民フォーラム

【一部コーナーが利用できません】
　開催期間中は、町田市民フォーラ
ム内の展示情報コーナーやロッカー
コーナー等は利用できません。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８

知 財 セ ミ ナ ー ２ ０ １ ７
【起業・創業者のビジネスに役立つ簡
単な商標検索を開催します】
　日本弁理士会関東支部、ＢｕｓｉＮｅｓｔ、
日本政策金融公庫、日野市と共催で、
受講者参加型（ワークショップ型）の
知的財産セミナーを開催します。

日１月２４日㈬午前１０時～正午
※希望者向けに、「弁理士による知的
財産相談」と「日本政策金融公庫によ
る金融相談」を午後０時１０分～０時
４０分に開催します。
場町田新産業創造センター
内特許庁のデータベースを使って商
標検索する方法を弁理士が分かりや
すく解説、知的財産に関する事例に
ついて話し合うグループワーク
講日本弁理士会関東支部弁理士・保
坂俊氏
定セミナー２０人、相談会５人（申し込
み順）
申参加申込書（町田市ホームページ
でダウンロード）に記入し、ＢｕｓｉＮｅｓｔ
（返０４２・５６５・１２０５）へ（中小企業
基盤整備機構ホームページで申し込
みも可）。
問産業観光課☎７２４・２１２９
開催します

地区別食品衛生実務講習会
　食品衛生責任者手帳、講習会受講
カードをお持ちの方はご持参下さい。
対食品衛生責任者及び食品関係営業
者
日・場１月３０日㈫＝鶴川市民センタ
ーホール、２月１９日㈪＝小山市民セ
ンターホール、２月２２日㈭＝忠生市
民センターホール、２月２７日㈫＝南
市民センターホール、３月８日㈭、１４
日㈬＝町田市民フォーラムホール
※いずれも午後２時～４時（受け付け
は午後１時４５分から）です。
内食中毒予防と食品衛生に関する最
新情報
問生活衛生課☎７２２・７２５４

分譲マンション管理セミナー
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日・内２月４日㈰、講演会「地震災害に
備えるマンションの防災対策」＝午
後１時３０分～４時、個別相談会＝午
後４時～５時
場市庁舎
講災害対策研究会主任研究員・釜石
徹氏
定５０人（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。

大地沢青少年センター
青 空 ア ト リ エ
　電動糸のこや、のこぎりなどを使
い、木やまゆ等で椅子やクラフトを
作ります。１月の特別プログラムは、
かざり羽子板の予定です（開催時間
内であれば、何時からでも参加可）。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日１月１４日㈰午前１０時～午後３時
（雨天実施）
場同センター研修棟
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）
問同センター☎７８２・３８００
文学館でたのしむ

おとなのためのおはなし会
　保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日１月１８日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分
場町田市民文学館２階大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「戌井昭
人」／おはなし＝「運定めの話」（鹿児
島・こしき島の昔話）、「しおちゃんと
こしょうちゃん」（エインワース作）、
「石の爺様」（新潟の昔話）
語り手（特）まちだ語り手の会
申保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は、１月５日午前９時
から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。

本格だしをいかした家庭料理
【あら、かんたん！手軽にできる時短
だしの紹介】
　和食の基本となるだしを数種類と
り、それを生かした料理を作ります。
対市内在住で基本のだしのとり方を
学びたい方
日１月２４日㈬午前１０時～午後１時
場健康福祉会館
講町田市食育ボランティア
定１５人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申１月５日正午～１６日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１８０１０５
Ｃ）へ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

町田産新鮮野菜の販売　問農業振興課☎724・2１66
　市内の認定農業者が作った新鮮野菜の販売
です。いずれも売り切れ次第終了です。

【１月の日曜朝市】
日１月７日㈰午前７時３０分～８時３０分
場教育センター校庭

【市役所まち☆ベジ市】
日１月１５日㈪午前１１時～午後１時
場市庁舎前

市立図書館１月、２月の催し
絵本・紙芝居・語りなどで、楽しい時間を過ごしましょう！

催　し 日　程 時　間 会　場
①ちいさい子向けおはなし会
②おおきい子向けおはなし会
③乳幼児向けおはなし会
④こどもえいが会

①②１月１７日、２４日、
２月１４日、２１日、２８日
③１月１２日、２６日
④１月１０日

①午後２時から
②④午後３時から
③午前１０時３０分
から、１１時から

中央図書館
☎７２８・８２２０

※その他、各市立図書館でも催しを行っています。詳細は各市立図書館へお問い合わせ下
さい。
※中央図書館は、エレベーター工事のため、２月は③④の催しは開催しません。
※堺図書館は３月３１日まで工事のため休館します。
問さるびあ図書館☎７２２･３７６８、鶴川図書館☎７３５･５６９１、鶴川駅前図書館☎７３７・
０２６３、金森図書館☎７１０･１７１７、木曽山崎図書館☎７９３･６７６７、忠生図書館☎７９２・
３４５０、堺図書館☎７７４･２１３１

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）
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催し・講座催し・講座
生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催～３水スマイルラウンジ
ドキュメンタリー制作の
舞台裏～成功の秘

ひ

訣
け つ

　「ＮＨＫ特集」で国内外のコンクー
ルの大賞を数多く受賞した、元ＮＨＫ
ドキュメンタリー・プロデューサー
・安間総介氏。
　番組制作の第一線から退いた今、

成功の秘訣を手に入れるまでの体験
を明らかにします。
対市内在住、在勤、在学の方
日１月１７日㈬、午前１０時３０分～正
午、午後１時～２時３０分
場和光大学ポプリホール鶴川１階交
流スペース
問生涯学習センター☎７２８・００７１
生涯学習センター
子どもの思春期とゆったり
向 き 合 う た め の 講 座
対思春期の子どもがいる親

日２月２日、９日、１６日、２３日、いずれ
も金曜日午前１０時～正午、全４回
場同センター
内今という時代を懸命に生きている
子どもたち、間違いを犯した子ども
と向き合う、中学校・中学生に関する
質問に答える、思春期と向き合う大
人もつらいよ
講都留文科大学特任教授・宮下聡氏、
弁護士・萩生田彩氏
定３０人（申し込み順）
申１月４日午前９時から電話で同セン
ター（☎７２８・００７１）へ。

そらまめの会（多胎児の会）
　母子健康手帳をお持ち下さい。
対双子・三つ子等の多胎児を育てて
いる方、出産予定の方やその家族
日１月２４日㈬午前１０時１５分～１１時
１５分（受け付け＝午前１０時～１０時
１５分）
場鶴川市民センター和室
内保護者同士の交流、情報交換、手遊
び等
問保健予防課☎７２５・５１２７

情報コーナー
●町田税務署からのお知らせ
【医療費控除は領収書が提出不要に
なりました】
　平成２９年分の確定申告から、領収
書の提出の代わりに「医療費控除の
明細書（集計表）」の添付が必要とな
りました（国税庁ホームページでダ
ウンロード可）。医療費の領収書は、
自宅で５年間保存して下さい（税務
署から求められたときは提示または
提出が必要）。なお、医療保険者から
交付を受けた、次の一定の要件①～
⑥が記載してある医療費通知（健康
保険組合等が発行する「医療費のお
知らせ」等）を添付すると、明細の記
入を省略できます。①被保険者等の
氏名②療養を受けた年月③療養を受
けた者④療養を受けた病院・診療所
・薬局等の名称⑤被保険者等が実際
に支払った医療費の額⑥保険者等の
名称／平成２９年～３１年分の確定申
告については、医療費の領収書の添

付または提示でも申告できます
【確定申告書の作成・提出会場と開設
期間のお知らせ】
開設期間２月９日～３月１５日（土・日
曜日、２月１２日を除く）／２月１８日、
２５日は開設受付時間午前８時４５分
～午後４時（提出は午後５時まで）場
ぽっぽ町田地下１階／提出のみの場
合でも、混雑時には長時間お待ちい
ただくこともあります。なお、同税務
署には、申告書作成会場はありませ
ん

◇
問同税務署☎７２８・７２１１
●町田市観光コンベンション協会～
新春２０１８原町田七福神巡り　年初
め開運祈願ガイドウォークツアー
日①１月１０日②２月１日③１月２０日
④２月９日、午前９時４５分から２時間
３０分程度、集合はＪＲ横浜線町田駅タ
ーミナル口（小雨実施）内①②七福神
巡り＆骨

こっ

董
とう

市③④七福神巡り＆宗保
院の坐禅体験（３０分程度）費①②各
１３００円③④各１５００円（保険料、七
福神色紙代、資料代等を含む）申希望

ツアー番号・希望日・参加者住所・氏
名・電話番号・生年月日・性別を明記
し、①１月８日まで②１月３０日まで③
１月１８日まで④２月７日までに、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）
●中小企業退職金共済（中退共）制度
のご案内
　中小企業退職金共済（中退共）制度
は、中小企業の事業主が、従業員の退
職金を計画的に準備できる国の退職
金制度です。詳細は、中小企業退職金
共済ホームページを参照問同共済事
業本部☎０３・６９０７・１２３４
●八王子年金事務所～老齢年金を受
けている方に源泉徴収票を送付しま
す
　雑所得として所得税が課税される
老齢年金等を受けている方へ、１月
中旬から、２０１７年の年金支払総額、
年金から控除された介護保険料額、

源泉徴収税額等を記載した公的年金
等の源泉徴収票をお送りします。障
害年金や遺族年金は非課税所得のた
め、源泉徴収票は送付されません。複
数の年金を受けている方や、公的年
金以外に所得がある方は、確定申告
をする際に必要ですので大切に保管
して下さい。未着や紛失した場合は
お問い合わせを問同年金事務所☎
０４２・６２６・３５１１、ねんきんダイヤ
ル☎０５７０・０５・１１６５（０５０から始ま
る電話の方＝☎０３・６７００・１１６５）
●東京都主税局～点字で課税の内容
をお知らせします
　東京都主税局では、納税通知書の
内容を点字でお知らせしています。
対象となる税金は、個人事業税、自動
車税です。お知らせする内容は、税金
の種類・納税義務者氏名・納税通知書
番号・納期限・税額・問い合わせ先で
す。希望の方は、２月末までにご連絡
下さい。平成３０年度分から点字のお
知らせを同封します問同局総務部総
務課☎０３・５３８８・２９２４

●市立総合体育館～リラッ
クス＆リフレッシュ体操教
室①シェイプアップ②姿勢
改善
対市内在住、在勤、在学の３０歳以上
の方日２月１４日～３月１４日の水曜
日、①午前９時１５分～１０時１５分②
午前１０時３０分～１１時３０分、各全５
回定各５０人（抽選）費１７００円申往復
ハガキ（１人１枚）に必要事項を明記
し、１月１５日まで（消印有効）に同館
へ（同館ホームページで申し込みも
可）問同館☎７２４・３４４０
●サン町田旭体育館～町田
ゼルビアタッチラグビー教
室
対市内在住、在学、在園の①２０１１年
４月２日～２０１２年４月１日生まれの
幼児②小学生日１月３０日～２月２７日
の火曜日、①午後３時４５分～４時３０
分②午後４時４０分～５時５０分、各全
５回定各２０人（抽選）費①３０００円②
３５００円／体験参加は６００円（１人１
回まで）申往復ハガキに必要事項を
明記し、１月１５日まで（消印有効）に
同館へ／体験参加希望者は当日直接
会場へ問同館☎７２０・０６１１
●野津田公園～元五輪選手
が教える「ウォーキング（ジ
ョギング）教室」
対市内在住、在勤、在学の２０歳以上
の方日１月１５日～３月１２日（２月１２
日を除く）の月曜日、午前１０時３０分
～正午、全８回定５０人（申し込み順）

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。

費４０００円申１月４日から電話で同公
園管理事務所（☎７３６・３１３１、受付
時間＝午前９時～午後５時）へ
●小野路公園～体操教室
（ショートプログラム）
対４０歳以上の方日１月８日
～３月３０日の月・金曜日、①午前１０
時３０分～１０時５５分②午前１１時～
１１時２５分③午後３時～３時２５分④
午後３時３０分～３時５５分定①②１２
人③④１６人（申し込み順）費１００円

（障がいのある方は５０円）申参加当
日の午前８時３０分から電話で同公園

（☎７３７・３４２０）へ
●市立室内プール
＜お知らせ＞� �
　第１８回町田市マスター
ズ水泳競技大会のため、２月１８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２月１７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
●忠生公園～定例自然観察会「冬の
野鳥観察」
日１月７日㈰午前８時～１０時（雨天中
止）場同公園自然観察センター（忠生
がにやら自然館）内双眼鏡やフィー
ルドスコープを使って観察定１５人

（申し込み順）申１月４日午前９時から
電話で同公園（☎７９２・１３２６）へ
●町田市フォトサロン
【写真展「四代目みな子姐

ねえ

さん～最後
の吉原芸者」】
　四代目みな子姐さん
の生涯を通じて、お座
敷の芸を支えてきた吉
原芸者の姿を描きます

日１月１３日㈯～２月１８日㈰／上映会
「最後の吉原芸者四代目みな子姐さ
ん－吉原最後の証言記録」、ギャラリ
ートーク＝２月３日㈯午後１時３０分
～３時場同サロン２階展示室（上映会
・ギャラリートークは同サロン１階展
示室）
【町田市美術協会共催事業～写真と
水彩画スケッチ講習会作品展】
　１１月に開催した講習会の参加者
による作品を展示します日１月１０日
㈬～１５日㈪場同サロン１階展示室
【２０１７年　私のこの一枚写真展】
日１月１７日㈬～２８日㈰場同サロン１
階展示室

◇
問同サロン☎７３６・８２８１

暮らしに関する相談
　予約制の相談は、電話で①～⑤市民相談室（☎７２４・２１０２）⑥八王子少年センター（☎
０４２・６７９・１０８２）へ対①③～⑥市内在住の方⑦市内在住、在勤、在学の女性

市HP 暮らしに関する相談 検索

名　称 日　程 予約方法／相談時間

①法律相談 月～金曜日（１日～
５日、８日を除く）

前週の金曜日から電話で予約
※１月５日㈮に、次週分の予約を受け付けます。

②交通事故相談 １０日㈬ １月４日から電話で予約／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） １２日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④不動産相談 ９日㈫ 電話予約制（次回分まで受け付け）／午後１時
３０分～４時⑤行政手続相談 １１日㈭

⑥少年相談 ９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

⑦電話による女性悩み
ごと相談（家庭、人間関
係、女性への暴力等）

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

各種相談別冊タウンページ　町田市わたしの便利帳６～９ページを参照
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●ひなた村
【①もちつきを楽しもう会】
対市内在住、在学の１８歳以下の子ど
もとその保護者（小学３年生以下は
保護者同伴）日１月２１日㈰午前１０時
～午後２時（雨天実施）定１００人（申し
込み順）費３００円（３歳以下は無料）
【②糸のこ教室】
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
１月２７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）

【③ひなた村シアター】
日１月２８日㈰午前１０時３０分～１１時
３０分場ひなた村第１レクルーム内
「スノーグースと少年」「いたちのこ
もりうた」「雪渡り」
【④幼児のための陶芸教室】
対市内在住、在園の両日参加できる
年長クラス（５・６歳）の幼児日・内１月
２７日㈯午前１０時～正午＝形作り、
色粘土による絵付け、２月１７日㈯午
前１０時～１１時＝釉

ゆう

薬
やく

がけ、全２回講
陶芸教室「徳」主宰・小口徳子氏定２０
人（申し込み順）費２００円
【⑤親子陶芸教室】
対市内在住、在学の全回参加できる

小・中学生とその保護者日・内１月２８
日㈰午前１０時～午後３時＝形作り、
２月１８日㈰午前１０時～正午＝釉薬
がけ、２月２５日㈰午前１０時～１１時
＝講評、受け取り、全３回講陶芸教室
「徳」主宰・小口徳子氏定２０人（申し
込み順）費大人７００円、子ども３００円
【⑥たきびのじかん】
　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日２月３日、
１７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）
内たき火を囲む（焼きたい食材・アル
ミホイル・軍手等の持参も可）
【⑦創作童話コンクール表彰式・作品

発表会】
　受賞作品の表彰、最優秀賞作品の
朗読、審査員による講評を行います
日２月４日㈰午後１時３０分開演（開場
は午後１時）場ひなた村カリヨンホ
ール講評映画作家・大林宣彦氏、映像
作家・小林はくどう氏

◇
申①１月５日正午からイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６コード１８０１０５
Ａ）へ②④⑤１月５日午前１０時から電
話でひなた村へ③⑥⑦直接会場へ／
②は１月１０日以降定員に空きがあれ
ば１９歳以上の方も受け付けます問
ひなた村☎７２２・５７３６

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。
※当番医療機関は、急きょ変更になる場合があります。最新の情報は、東京都医療機関案内サービス「ひまわり」でご確
認下さい（1月１日～３日の期間は、電話でお問い合わせ下さい）。

●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、1月1日～3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、1月1日～3日）、障
がい者歯科診療（水・木曜日〔1月3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

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

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時
～午後5時）、8日＝成瀬台耳鼻咽喉科
（☎729・3341、成瀬台3-8-16）
●休日眼科急患診療（午前10時30分
～午後5時）、2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

１日㈷

午前９時～午後５時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎７１０・０９２７ 健康福祉会館内（左地図参照）
内科　 甲斐内科クリニック ☎７９６・８７１１ 成瀬が丘２-２４-２
内科 町田エールクリニック ☎７３９・５５３３ 中町１-９-２２
内科 榛名坂たなか内科クリニック ☎７３７・３８６０ 金井３-１７-１３

午前９時～翌朝９時
内科系 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

外科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

２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 なるせ内科・胃腸のクリニック ☎７１０・６１５５ 南成瀬４-２-３５
内科 玉川学園土屋クリニック ☎７２９・５２２８ 南大谷２１９-２３
内科、
小児科 牧内科医院 ☎７９３・３８７３ 山崎町１９２１-１

午前９時～翌朝９時
内科系 町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７

外科系 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１
町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

３日㈬

午前９時～午後５時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎７１０・０９２７ 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 内山胃腸科 ☎７２８・１３７１ 旭町１-１５-２３
内科 鶴川レディースクリニック ☎７３７・７２７１ 能ヶ谷３-１-５
内科 いしかわ内科クリニック ☎７２７・４９７０ 森野４-２１-５

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

４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
５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
６日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

７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 鹿島内科クリニック ☎７１０・１８００ 金森東１-２５-２９
内科 なかの整形外科・内科 ☎７３７・３６６９ 能ヶ谷１-５-８
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 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

外科系 おか脳神経外科 ☎７９８・７３３７ 根岸町１００９-４
町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

８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 園田クリニック ☎７３９・７３２２ 南成瀬１-８-２１
内科 しあわせ野医院 ☎７３９・０４７７ 成瀬台２-４０-１
内科 おやま内科クリニック ☎８６０・０３２６ 小山町２３３-１

午前９時～翌朝９時
内科系 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

外科系 町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７
町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

９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
１０日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
１１日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
１２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
１３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

１４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 岩﨑整形・形成外科クリニック ☎７２６・１５０５ 玉川学園８-８-１
内科 松林クリニック ☎７３２・５７７７ 旭町１-４-１
内科 さくらメディカルクリニック ☎７９７・９６７１ 常盤町３２００-１

午前９時～翌朝９時
内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

外科系 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１
あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

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

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。
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　２０２０年の東京パラリンピックから正式競
技に採用され、町田市でも国際大会が開催さ
れるなど、パラスポーツの中でも注目を浴び
ている「パラバドミントン競技」。その日本代
表のトレーニング合宿が、市内で開催されま
す。今回は、世界でもトップレベルの戦績を残
しているインドネシア代表との合同代表合宿
です。
日１月２３日㈫～２６日㈮、午前９時～午後４時
※トレーニング内容によってはスケジュール
に変更があります。
場市立総合体育館

　１月５日に、市内３館目の子どもクラブとなる、木曽子どもクラ
ブ「きそっち」がオープンします。
　０～１８歳の子どもがのびのびと遊べ、子ども自身の「やりた
い」という気持ちを応援する施設です。愛称「きそっち」は子ども

たちから募集したもので、「覚え
やすくてかわいい」「『ち』は『家』
で、子どもたちが遊びに来るに
ぎやかなイメージ」等の理由で
名付けられました。
　なお、オープン当日は、午前
１０時からオープニングイベン
トを行います。

【施設概要】
対１８歳以下の子どもと保護者
開館時間午前１０時～午後６時
休館日日曜日、祝休日、年末年始
所在地木曽東１－６－４０
館内施設園庭、遊戯室（プレイ

スペース）、乳幼児室、多目的
室（調理）、活動室（学習・図書
・工作）
運営方法指定管理
運営事業者（特非）ワーカーズコープ

国際版画美術館企画展案内

２０２０年に向けた合同代表合宿を開催します！！
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

「きそっち」の外観

１月５日オープン!

木曽子どもクラブ
問児童青少年課☎７２４・４０９７

町田市成人式

二十祭まちだを開催します！
問二十祭まちだについて＝文化振興課（二十祭まちだ実行委員会事務局）☎７２４・２１８４
　新聞コピーについて＝中央図書館☎７２８・８２２０

JAPANパラバドミントン国際大会で金メダルを
獲得した山崎選手（車いす）ⒸJPＢＦ提供

【パラバドミントンのルール説明】
　パラバドミントンのクラスには、大きく分けて「車い
す」と「立位」があります。

　車いすは障がいの程度に
応じて２つのクラスに分け
られ、立位は障がいの程度
に応じて４つのクラスに分
けられています。ＷＨ１・ＷＨ

２・ＳＬ３は正規のコートの半分の広さでプレーし、ＳＬ４・
ＳＵ５・ＳＳ６は正規のコートでプレーします。

車いす 重度 ＷＨ１
軽度 ＷＨ２

立位
下肢障がい重度 ＳＬ３
下肢障がい軽度 ＳＬ４
上肢障がい ＳＵ５
低身長 ＳＳ６

　二十祭まちだ実行委員会の企画・運営によ
り、ゲストによるパフォーマンスや来場者参加
型イベントを予定しています。また、新成人の
皆さんが、市立中学校在学時（３年生）に書いた
タイムマシン作文の返却コーナーもあります。
　町田市に住民登録のある新成人の方に案内
状をお送りしていますが、当日、案内状をお持
ちでなくても入場できます。
対市内在住の１９９７年４月２日～１９９８年４月１
日生まれの方
日１月８日㈷午後０時３０分開場、式典＝午後１
時～２時３０分（予定）

昨
年
の
成
人
式
の
様
子

場市立総合体育館
※ステージには手話通訳と要約筆記
がつきます。
※公共交通機関をご利用下さい。

誕生日の新聞のコピーを差し上げます
　新成人の皆さんに誕生日の新聞のコピ
ーをプレゼントします（３ページまで）。
対市内在住の１９９７年４月２日～１９９８年
４月１日生まれの方

日１月５日㈮～２８日㈰の図書館開館日
場各市立図書館（堺図書館は休館中）
申直接各市立図書館のカウンターへ
（申し込みは本人に限る）。
※新聞のコピーは、後日取りに来てい
ただくか郵送となります。

　子どもたちが学校で学習した美術、図画工作、書写の意欲あふれる作品を集
め、展覧会を開催します。
　今回は、この１０年間に出品された中学生の作品の中から、同館が収蔵した
作品１００点を展示する「中学校美術・収蔵作品展」も開催します。

【中学校美術作品展】
１月１２日㈮～２１日㈰
関連展示「中学校美術・収蔵作品展」

【小学校図画工作展】
１月２６日㈮～２月４日㈰

【小学校書写展】
２月９日㈮～１８日㈰
場同館企画展示室１

小
学
校
図
画
工
作
展
出
品
予
定

作
品

第３１回町田市公立小中学校作品展
　２０１６年度後半から２０１７年度前半にかけて同館が新たに収蔵し
た作品の中から、主要な作品約７０点を展示します。
会期１月５日㈮～２月１８日㈰　場同館企画展示室２

新収蔵作品展－Ｐｒｅｓｅｎｔ ｆｏｒ Ｙｏｕ

　写真が発明される以前に、油彩
画などの複製技術として発明され
た独自の表現をもつ技法です。現
在に至るまで展開を続ける２つの
銅版画技法を、約４０点の作品で紹
介します。
会期１月５日㈮～４月８日㈰
場同館常設展示室

『
フ
ロ
ー
ラ
の
神
殿
』よ
り「
カ

ナ
ダ
ユ
リ
」　
メ
ゾ
チ
ン
ト
　

国
際
版
画
美
術
館
蔵

スティップル・エングレーヴィングとメゾチント

開館時間火～金曜日=午前１０時～午後５時、土・日曜日、祝休日=
午前１０時～午後５時３０分（いずれも入場は閉館の３０分前まで）
休館日月曜日（祝休日の場合は開館し、翌日休館）
問イベントダイヤル☎７２４・５６５６、同館☎７２６・２７７１

　インドネシア代表チームが市庁舎を訪れます。
ぜひ歓迎においで下さい。
日１月２２日㈪午前１１時頃を予定
場市庁舎１階

インドネシア代表チームが市庁舎を訪れ
ます！パラバドミントン　インドネシア代表×日本代表
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