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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

８：００〜
■ 起床

８：３０〜
■ 朝食

１２：００〜
■ 昼食

１９：００〜
■ 夕飯

９：００〜
■ 消防団の広報紙作成

１7：００〜
■ 家

2０：３０〜
■ 火災出動

１３：３０〜
■ 自主防災組織訓練指導

０：００〜
■ 睡眠

消防団員の一日

仲間、集まれ！

防災編　自主防災活動

とある平日

とある休日

私たちも守っています

問 防災課 ☎724・3218、市民生活安全課 ☎724・4003

　災害や犯罪はいつどこで起こるか予測ができません。
だからこそ、皆さん一人ひとりが日ごろから意識を持っ
て生活することが大切です。
　皆さんの身近な地域でも、災害や犯罪を防ぐための地
道な活動があります。地域で取り組む防災防犯活動に、
あなたも参加してみませんか。

平山団員のとある一日を紹介します。

　この日は夜に出火報が入り、すぐにポンプ車で現場に駆け付けました。
消火活動と夜間活動を支援する照明活動を行いました。

　昼間は大学に通っています。２ 週間に １ 度、夜間に地元の安全確認と火災
発生防止のための、管内パトロールを行っています。

— 平山団員（2０歳）は消防団入団2年目の大学生。高校生の時に体験したイ
ンターン先での経験がきっかけで入団したそうです。普段はプログラミング
の勉強やロボットの製作で忙しい彼に、消防団活動について伺いました。

消防団では、日ごろから応急救護訓練やロープワークの練習などに取り組
んでいます。おかげで、知力、体力、そして自信がついてきたと思っています。

人命がかかっているので、平日・休日・昼夜問わず出動要請が来ることが
あります。当然、つらいことや厳しいこともたくさんありますが、その分責
任感と緊張感をもって取り組めますし、人の命を助けたときの達成感は他の
何よりも勝ります。また、老若男女問わず幅広いコミュニケーションが取れ
るので、学生だけの空間では学べないことや出会いも、たくさん経験させて
もらっています。
— 佐藤団長からもメッセージをいただきました。
  「消防団」って知っていますか？生

な り

業
わ い

の傍ら、防火防災救命などの知識技術
を得て、地域のために活動している団体です。職業もさまざま、年齢層も幅
広く、貴重な経験やステキな出逢いもたくさんあります。皆さんも、自分た
ちの住んでいる街のために、一緒に活動しませんか。

防犯編　防犯パトロール

詳細は
2 面へ

消防団は、「自分たちのまちは、自分たちで守る」という精神に
基づき組織された、地域における消防防災のリーダーです。平常
時・非常時を問わずその地域に密着し、住民の安心と安全を守る
という重要な役割を担います。
普段はおのおのの職業（サラリーマン・自営業等）に専念し、災害
等発生の際には消防団員として消防署員と協
力し、その対応に当たるのが主な任務です。

地域で取り組む

防災防犯

地域の味方、消防団！

佐藤団長

平山団員

5：45〜
■ 起床

6：１5〜
■ 通学

８：１5〜
■ 大学

１6：００〜
■ 帰宅

１８：００〜
■ 家

2０：００〜
■ 地元パトロール

２２：３０〜
■ 家

０：００〜
■ 睡眠



2 2018．2．15 広報まちだは1日・15日の月2回発行です

消
防
団
の
取
り
組
み

防災編

町
内
会・自
治
会
の
取
り
組
み

防災編

防
犯
の
取
り
組
み

防犯編

一
人
ひ
と
り
が

で
き
る
こ
と

どんな人が入団できるの？

東京防災隣組の認定

防犯パトロール 体感治安が改善

女性も活躍しています！

どんな人がいるの？

消防少年団

本町田町内会の自主防災活動

学生の消防団員を応援
します！
消防団活動に励み、地域に貢献した学生
の消防団員には認証状を交付し、就職活
動の支援をしています。

問 防災課☎724・3254

問 市民生活安全課☎724・4003

サラリーマン

61％

自営業者

27％

その他
12％

• 防災行政無線放送
• 防災行政無線

フリーダイヤル 錆0800・800・5181

　町内会内にある4つの避難施設ごとの開設訓練において、資機材
の使い方、仮設トイレ設置訓練などを実施しています。また、「防災寸
劇クイズ」や「地域の防災マップづくり」など、学校教育と連携した防
災訓練を実施し、子どもたちとその保護者に、防災について分かりや
すく学ぶ機会を作りました。
　子どもたちが主体的に訓練することで次世代の防災意識の育成に
つながっているとして、都から「東京防災隣組」の認定を受けました。
今後、地域のリーダーとして更なる活躍が期待されています。

町田市メール配信サービス
　市内の「不審者・犯罪情報」、
「防災情報」、「子育て情報」な
どを地域別にカテゴリーを分
けてメール配信しています。
ぜひ、ご登録下さい。

　市民の皆さんへお伝えすべき重要な情報及びJアラート
による国からの情報等を放送します。また、防災行政無線フ
リーダイヤルでは、放送した内容を電話で確認できます（通
話料無料）。なお、放送内容は市HPからも確認できます。

　２０１７年度町田市市民意識調査（速報）によると、体感治安は「治安が
良い」とする層の割合が５２.３％で、昨年度の4９.4％と比べて、２.９％
改善しました。これで調査開始以来、初めて過半数である５０％を超
えることができました。
　この体感治安の改善は、多くの地域の皆さんが安全安心を守るた
め防犯活動を実施してきたことの成果であると考えられます。町田
市の安全安心
は、防犯パトロ
ールや児童の見
守りのためいつ
も街頭に立って
活動している地
域の皆さんによ
って支えられて
います。

　防犯パトロールは、警察や市役所だけでなく、地域の防犯ボランテ
ィア等の活動により実施されています。地域の皆さんによる防犯パ
トロールは、地域住民自らが地域ぐるみでまちの安心を見守ってい
ることで、犯罪防止の大きな力となります。
　市では、主に町田駅周辺の中心市街地において、地域の皆さんのご
協力をいただいて、官民協働パトロールを実施しています。

　大人の消防団だけでなく、小学１年生
から中学３年生までが所属する消防少年
団も活躍しています。問い合わせ、入団希
望は町田消防署（☎７９4・０１１９）へ。

　ほとんどの人が働きながら入団してい
ます。現在約6割がサラリーマンです。

　市内在住の１８歳以上の方で、災害出動ができ、心身共に健康な
方であれば男女問わず入団できます。また、4月から市内在勤、在
学の方も入団できるようになります。

問 防災課
☎724・2107

　男性だけでなく、女性も「ヴィーナス隊」として活動しています。
主に救命講習の指導や、火災予防運動の広報活動などを行ってい
ます。

　向こう三軒両隣をはじめとする地域のつながりを取り戻し、大都
市東京における「共助」の取り組みを広げていくことを目的として始
められたのが「東京防災隣組」です。
　東京の各地域において、意欲的な防災活動を行う団体が「東京防災
隣組」として認定されました。

官民協働パトロール参加者（まちだサポーターズ）

町田市学生消防団活動認証制度

東京都防災ホームページ 検索

警視庁犯罪情報マップ 検索大東京防犯ネットワーク 検索

携帯電話 スマートフォン
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体感治安が良いと感じている人（％）

体感治安改善
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Jアラートの定期的な試験放送を実施します 2月28日㈬午後2時ごろから　災害等が発生した場合には予告なく中止する場合があります。日 問防災課　724・3218☎

コンピューターで処理している項目を公表します
問情報化施策・記事全体について＝情報システム課☎７２４・４４３２、個人
情報保護制度について＝市政情報課☎７２４・８４０７　 　　

３月は「自殺対策強化月間」です
問健康推進課☎７２４・４２３６

高額介護合算療養費のお知らせ
問国民健康保険の高額介護合算療養費について＝保険年金課保険給付係☎７２４・２１３０、後期高齢者医療保険の高額介護合算療養費について＝保険年金
課高齢者医療係☎７２４・２１４４、介護保険の自己負担額証明書について＝介護保険課給付係☎７２４・４３６６

バイク・軽四輪は４月１日現在の登録状況で課税されます
廃車等の手続きはお早めに

問市民税課☎７２４・２１１３

給与所得のある皆さんへ～ご協力をお願いします

個人住民税の特別徴収
問市民税課☎７２４・２１１４、２１１５

　軽自動車税は、４月１日現在、市内
に定置場（使用しない時に主に駐車
する場所）がある軽自動車等を所有
している方に課税します。
　次の①～⑥に該当する方は、登録
・廃車・名義変更等の手続きを３月末
日までに行って下さい。
①町田市に転入し、前住所地のナン
バープレートがついたバイク等をお
持ちの方
②町田市外に転出する方でバイク等
をお持ちの方
③バイク等を廃棄処分し現在所有し
ていないが、まだ廃車手続きをして
いない方
④バイク等が盗難にあった方
⑤バイク等を譲り受け、まだ名義変
更をしていない方
⑥バイク等を他人に譲り、譲り受け
人と連絡不能のため、名義変更され
ず、課税されている方
【手続き先】
　各窓口とも３月中旬以降は大変混
み合いますので、手続きはお早めに
お願いします。

【「いのち」支える！町田キャンペーン】
　自殺予防・防止を呼び掛けるキャン
ペーンを開催します。鉄道会社、特別
電話相談団体、大学などと連携し、自
殺予防・防止に関する普及啓発グッズ
の配布等を行います。
日３月１日㈭午後２時～４時（グッズ
が無くなり次第終了）
場町田東急ツインズイースト館パー
クアベニュー側空地、ＪＲ横浜線町田
駅中央改札付近、小田急線町田駅西
口改札付近等
【仕事とこころ「いのち」支える！総
合相談会】
　精神保健福祉士・弁護士や、ハロー
ワーク相談員・社会福祉士・保健師等

　給与所得のある方の個人住民税
は、事業所（給与の支払者）を通じて、
毎月の給与から引き落としを行う
「特別徴収」によることが原則となっ
ています。
　平成２９年度から都内の市区町村
では特別徴収を徹底していますの
で、ご理解ご協力をお願いします。
【複数の事業所から給与を受給して
いる方】
　２か所以上の事業所から給与の支
払いを受けている方は、そのうち１
か所の事業所ですべての税額の特別
徴収が行われることになります。
　特別徴収を行う事業所について希
望がある方は、３月１５日までに「市民
税・都民税申告書」で特別徴収を行う

　高額介護合算療養費制度とは、
世帯内で「医療保険」と「介護保険」
の両方に自己負担額があり、その
合計額が基準を超えた場合（右表
参照）に、申請により超えた額を払
い戻す制度です。
　なお、自己負担額には含まれな
いもの（医療＝保険外の診療、入院
時の食費・居住費、差額ベッド代
等、介護＝保険外の介護〔予防〕サ
ービス、入所時の食費・居住費〔滞
在費〕、特定福祉用具購入費〔特定
介護予防福祉用具購入費〕、住宅改
修費〔介護予防住宅改修費〕）もあ
ります（高額療養費・高額介護〔予
防〕サービス費として、既に払い戻
しを受けた分は自己負担額から差
し引きます。また、７０歳未満の国
保加入者の場合、１か月に１つの病

３１日現在加入していた医療保険担
当へお問い合わせ下さい。

　市では、市民サービスの向上、庁内事務の効率化、情報セキュリティの確
保のため、コンピューターシステムの開発・導入・更改を進めています。コン
ピューターで処理している項目の公表は、市の個人情報保護制度の趣旨に
沿って、どのような情報をコンピューター処理しているか、お知らせするも
のです。市では、業務に必要な項目を個人情報登録簿で管理し、必要な職員
に限定してコンピューター処理を行っています。
　２０１６年度に稼働・更改した業務システムは下表のとおりです。

※手続きに必要な書類等、町田市ホー
ムページで事前にご確認下さい。
○１２５㏄以下の原付バイクと小型特
殊自動車＝市民税課☎７２４・２１１３、
忠生市民センター☎７９１・２８０２、鶴
川市民センター☎７３５・５７０４（受付
時間＝月～金曜日の午前８時３０分～
午後５時）
○１２５㏄を超えるバイク＝多摩自動
車検査登録事務所☎０５０・５５４０・
２０３３
○軽三輪・軽四輪自動車＝軽自動車
検査協会多摩支所☎０５０・３８１６・
３１０４
※１２５㏄を超えるバイク及び軽四輪
等は、名義変更や廃車手続きのほか
に、税申告の手続きも必要です。例
年、名義変更や廃車手続きが４月１日
以前に済んでいるにもかかわらず、
税申告の手続きがなされないため
に、納税通知書が発送される場合が
多くあります。手続きが済んでいる
か不明な場合は、市民税課で税申告
手続きの有無を確認して下さい。

による総合相談会（無料）です。
対市内在住、在勤、在学の方
日３月８日㈭正午～午後５時（受付時
間＝午前１１時４５分～午後４時１５分）
場忠生市民センター２階ホール・１階
会議室
相談内容失業・多重債務等の経済・生
活問題、健康問題、家庭問題等
※相談のほか、申請や手続きの助言
や関係機関、行政の担当窓口などを
ご案内します。
※匿名での相談、家族・友人の相談も
できます。
※混雑状況により、お待ちいただく
場合や相談件数により受付終了時刻
が早まる場合があります。

事業所を申し出ていただく必要があ
ります。
【給与（年金）の他に所得がある方】
　給与所得・公的年金等に係る所得
の他に所得のある方（６５歳未満の方
は、給与所得の他に所得のある方）
は、原則として他の所得に係る税額
についても、給与所得に係る税額と
併せて一つの事業所で特別徴収を行
うことになります。
　他の所得に係る税額について、個
人で納付する「普通徴収」を希望する
方は、「所得税の確定申告書」または
「市民税・都民税申告書」でその旨を
申し出ていただく必要があります。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。

院等で支払った自己負担額が
２万１０００円未満の場合は、高額介護
合算療養費の対象外です）。
　対象者には、申請のご案内をお送
りしています（後期高齢者医療保険
は２月中旬、国民健康保険は２月下
旬）。
　ご案内が届いた方でも、自己負担
額証明書をお取りいただかないと支
給額が正しく計算できない場合があ
りますので確認して下さい。
　次の方には、ご案内をお送りでき
ない場合があります。
　計算期間中（右表参照）に①市区町
村を越えて住所が変わった②医療保
険が変わった③７５歳の誕生日を迎
えた④医療保険の資格を喪失した。
※ご案内が届かない方で制度に該当
すると思われる方は、２０１７年７月

※会社等の健康保険は、健康保険
組合などへお問い合わせ下さい。

稼働・更改した業務システム（２０１６年度）
システム名 概　要 担当課

地理情報シス
テム（統合型
・市民公開型）

電子地図に市の施設情報等を書き込
み、情報を管理したり、インターネット
上で公開を行う

土地利用調整課☎724・4254
※市民公開型（地図情報まち
だ）に公開されている各地図に
ついてのお問い合わせは各所
管課へお願いします。

建築確認情報
管理システム

建築確認申請や検査情報の台帳管理を
行う 建築開発審査課☎724・4270

道路情報管理
システム

市道の図面資料、台帳、協定書などの管
理を行う 道路政策課☎724・1120

保健所システ
ム

保健衛生に関する各種業務情報の管理
を行う 保健総務課☎724・4241

健康管理シス
テム

成人健康診査やがん検診、予防接種、母
子健診など、市民の健康に関する総合
的な業務情報の管理を行う

健康推進課☎725・5178

介護保険シス
テム

介護保険に関する資格、賦課徴収、認定
及び給付等の管理を行う 介護保険課☎724・4364

学務システム 小・中学校の児童・生徒の学籍や、就学援助情報の管理を行う 学務課☎724・2176

【高額介護合算療養費自己負担限度額表】
　自己負担額の計算期間は2016年8月1日～2017年7月31日です(自己負担限度額を
超える額が500円以下の場合は支給の対象外)。
後期高齢者医療保険加入の方

所得区分

現役並み所得者 一般 住民税非課税等
区分Ⅱ 区分Ⅰ

67万円 56万円 31万円 19万円

国民健康保険加入の方（70歳未満）
所得区分

上位所得者 一般

住民税非課税世帯世帯の所得要件 世帯の所得要件

901万円超 600万円超～
901万円以下

210万円超～
600万円以下 210万円以下

212万円 141万円 67万円 60万円 34万円

国民健康保険加入の方（70～74歳）
所得区分

一定以上所得者 一般 低所得Ⅱ 低所得Ⅰ
67万円 56万円 31万円 19万円
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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

募　集募　集
市民税課
嘱 託 員
対１年以上の税務事務等（経理・税理
・会計）の従事経験があり、パソコン
操作（ワード・エクセル）及び窓口業
務ができる方＝１人
勤務期間４月１日～２０１９年３月３１日
勤務時間月～金曜日の午前８時２０分
～午後５時５分、月１６日
内市・都民税賦課にかかる事務
報酬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。
選考書類、面接（書類審査合格者の
み）
申募集要項（町田市ホームページで
ダウンロード）を参照し、税務事務等
の従事経験の概要を明記した履歴書
と自己推薦書（１００字以内）を、２月
２３日まで（必着）に直接または郵送
で市民税課（市庁舎２階、〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２）へ。
問市民税課☎７２４・２１１４
町田市生涯学習審議会
市 民 委 員

　町田市生涯学習審議会は、教育委
員会の諮問に応じて生涯学習の振興
・社会教育に関する方針の立案、施
策の評価について調査審議を行いま
す。今回、その市民委員を募集しま
す。
対市内在住の１８歳以上の方＝２人
※２０１８年６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「町田市生涯学習審議会」の委員を
経験した方はご遠慮下さい。
任期６月１日～２０２０年３月３１日
選考書類、論文
申応募用紙に必要事項を記入し、論

文（テーマ＝ご自身の経験を踏まえ、
市民の学習が地域づくりに生かされ
ていくために必要と考えることは何
ですか、１０００字以上１２００字以内）
を３月９日午後５時まで（必着）に、直
接または郵送で生涯学習総務課へ。
※詳細は募集要項（生涯学習総務課
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。
問生涯学習総務課☎７２４・２１８１
町田市地域密着型サービス運営委員
会
市 民 委 員

　地域密着型サービス事業所の指定
に関することや、事業の適正な運営
を確保する観点から必要と認められ
る事項等を検討する委員会の委員を
募集します。
対市内在住の４０歳以上で、介護保険
制度及び地域密着型サービスに理解
のある方＝１人
任期４月１日～２０２１年３月３１日
選考論文等
申応募用紙に必要事項を記入し、３
月９日まで（必着）に郵送でいきいき
総務課へ。
※募集要項を送付しますので、いき
いき総務課へご連絡下さい（町田市
ホームページでダウンロードも可）。
問いきいき総務課☎７２４・３２９１

お知らせお知らせ
３月１１日の日曜窓口では
保険証の当日交付ができません

　３月１１日㈰はシステムメンテナン
スのため、国民健康保険被保険者証

（７４歳以下の方）、高齢受給者証（７０
～７４歳の方）の当日交付及び再交付
ができません。また、国民健康保険の
脱退に伴う国民健康保険税の再計算
もできません。

　市庁舎及び各市民センターで被保
険者証・高齢受給者証の交付を伴う
手続きをした場合は、翌日以降に簡
易書留で発送します。
問保険年金課☎７２４・２１２４
国の行政相談
特 設 相 談 会

　総務大臣から委嘱された行政相談
委員が、国の仕事や関係行政機関の
仕事についての相談やご意見などを
受け付け、助言や関係行政機関に対
する通知などを行います。
日２月１５日㈭午前１０時～午後３時
場忠生市民センター１階ロビー
問広聴課☎７２４・２１０２
申請はお済みですか
２０１７年度幼稚園等補助金
対町田市に住民登録のある３歳に達
した幼児を、２０１７年４月～２０１８年
３月の期間に私立幼稚園へ通園させ
ている保護者で、今年度の補助金申
請がまだお済みでない方
※子ども・子育て支援新制度に移行
した幼稚園及び認定こども園に通う
場合は、委任状を園に提出すること
で補助金が園に支払われるため、こ
の申請は不要です。
※満３歳児用プレ教室等の特別クラ
スは対象外です。
申お子さんが通園する私立幼稚園か
ら申請書を受け取り、３月３０日まで

（必着）に子ども総務課へ（郵送可）。

※申請書が幼稚園にない場合は子ど
も総務課へご連絡下さい。
※申請期限を過ぎると受け付けがで
きません。
※詳細は各幼稚園で配布しているパ
ンフレット、またはまちだ子育てサ
イトをご覧下さい。
問子ども総務課☎７２４・２５５１
ご覧（縦覧）いただけます
都 市 計 画 案

【町田都市計画道路の変更（町田３・３
・５０号小山宮下線）】
　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２月２１日㈬～３月７日㈬、都
庁で縦覧の場合＝午前９時～午後５
時、市庁舎で縦覧の場合＝午前８時
３０分～午後５時（土・日曜日を除く）
場東京都都市整備局都市づくり政策
部都市計画課（都庁第二本庁舎１２階
北側）、町田市都市政策課（市庁舎８
階）
意見書の提出３月７日まで（必着）に
直接または郵送で東京都都市整備局
都市づくり政策部都市計画課（〒
１６３－８００１、東京都新宿区西新宿２
－８－１）へ。
問同局都市づくり政策部都市計画課
☎０３・５３８８・３２２５、町田市都市政
策課☎７２４・４２４７

コンビニエンスストアでの
証明書自動交付サービスについてのお知らせ

問市民課☎724・4225

２０１７年１０月～１２月までの航空機騒音測定結果（速報値）

測定場所 測定月
騒音発生回数（回） 月間最高

音（ｄＢ）７０～７９
ｄＢ

８０～８９
ｄＢ

９０～９９
ｄＢ

１００ｄＢ
以上 合　計

本町田東小学校
１０月 62 ７ ０ ０ 6９ ８3.2 
１１月 ８2 ９ １ ０ ９2 ９2.９ 
１2月 １１８ 42 2 ０ １62 ９９.７ 

小山小学校
１０月 2００ １０ ０ ０ 2１０ ８4.７ 
１１月 265 32 4 ０ 3０１ ９７.5 
１2月 222 32 １ ０ 255 ９７.2 

町田第五小学校
１０月 ９4 １０ ０ ０ １０4 ８2.１ 
１１月 １０3 ９ １ ０ １１3 ９０.6 
１2月 １54 35 １ ０ １９０ ９5.８ 

忠生第三小学校
１０月 ９3 ０ ０ ０ ９3 ７８.3 
１１月 １１5 5 ０ ０ １2０ ８７.９ 
１2月 ８4 6１ １5 ０ １6０ ９９.3 

南中学校
１０月 32 2 ０ ０ 34 ８3.4 
１１月 55 ８ ０ ０ 63 ８5.７ 
１2月 ７９ 5９ １ ０ １3９ ９5.3 

※ 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

　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。１０月~１２月に頂い
た苦情の件数は右表のとおりです。
　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
１０月 １０件
１１月 26件
１2月 4０件

問環境保全課☎724・2711市HP 航空機騒音測定結果  検索

２０１７年１０月～１２月の航空機騒音苦情受付件数
問企画政策課☎724・2103市HP 航空機騒音苦情件数  検索

【一時停止します】
　システムメンテナンスのため、
２月２１日㈬、２２日㈭はコンビニで
の証明書自動交付サービスを一時
停止します。
※コンビニ交付の再開は、２月２３
日㈮午前６時３０分からです。
問市民課☎７２４・２８６４
【手数料が下がります】
　４月１日から、コンビニでの証明
書自動交付サービスの手数料が下
がります。住民票、印鑑登録証明

書、課税・非課税証明書は１５０円、
戸籍全部・個人事項証明書は２５０
円になります。併せて、同サービス
がセブンイレブン・ローソン・ファ
ミリーマート・サークルＫサンク
スに加え、ポプラ・ミニストップで
も利用できるようになります。
　窓口で証明書を取得するよりも
安くなるので、マイナンバーカー
ドをお持ちの方は、コンビニでの
証明書自動交付サービスをご利用
下さい。

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
町田市会計基準委
員会

2月2１日 ㈬ 午
後3時~5時

市庁舎１０階会
議室１０-2

3人
（申し込み順）

事 前 に 電 話 で 会 計 課（ ☎
７24・2１９6）へ

町田市認知症施策
推進協議会

2月2１日 ㈬ 午
後6時3０分~８
時3０分

市庁舎3階会議
室3-１

5人
（申し込み順）

2月2０日までに電話で高齢
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

2月2７日 ㈫ 午
後2時から

市庁舎2階市民
協働おうえん
ルーム

5人
（申し込み順）

事前に電話で企画政策課
（☎７24・2１０3）へ

町田市スポーツ推
進審議会

3月１日㈭午後
6時3０分から

市庁舎１０階会
議室１０-2

5人
（申し込み順）

2月2８日午後5時までに電
話 で ス ポ ー ツ 振 興 課（ ☎
７24・4０36）へ

町田市教育委員会
定例会

3月2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

町田市介護保険苦
情相談調整会議

3月2日㈮午後
6時3０分~８時

市庁舎１０階会
議室１０-4

１０人
（申し込み順）

事前に電話で介護保険課
（☎７24・4364）へ

町田市地域公共交
通会議

3月5日㈪午後
１時3０分から

市庁舎3階会議
室3-１

5人
（申し込み順）

事前に電話で交通事業推進
課（☎７24・426０）へ

町田市交通マスター
プラン推進委員会

3月5日㈪午後
3時3０分から

市庁舎3階会議
室3-１

5人
（申し込み順）

事前に電話で交通事業推進
課（☎７24・426０）へ

町田市福祉のまち
づくり推進協議会
・バリアフリー部
会

3月6日㈫午前
１０時~正午

市庁舎3階会議
室3-2・3

3人
（申し込み順）

3月5日午後5時までに電話
またはFAXで交通事業推進
課（☎７24・426０、返０5０・
3１6１・6322）へ

町田市地域密着型サ
ービス運営委員会

3月6日㈫午後
6時3０分~８時

市庁舎１０階会議
室１０-2・3

4人
（申し込み順）

事前に電話でいきいき総務
課（☎７24・32９１）へ
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お知らせお知らせ
ご意見を募集します

２０１８年度町田市食品衛
生 監 視 指 導 計 画（ 案 ）

　来年度の町田市保健所における食
品衛生監視指導の実施計画となる、
食品衛生法に基づく食品衛生監視指
導計画を策定します。
　資料は、町田市保健所（中町庁舎）
で配布及び町田市ホームページで公
表していますので、皆さんのご意見
をお寄せ下さい。
申書面にご意見・住所・氏名（団体名）
・電話番号を明記し、３月１４日まで

（必着）に郵送またはＦＡＸで生活衛
生課（〒１９４－００２１、中町２－１３－
３、☎７２２・７２５４返７２２・３２４９）へ。
実施します

狂犬病予防の屋外集合注射
　狂犬病は、致死率の高い非常に危
険な病気です。犬を飼育する方は、社
会的責務として、毎年必ず愛犬に狂
犬病予防注射を行い、犬鑑札と注射
済票を常に装着させましょう。
　４月に実施する屋外集合注射の会
場については、３月中旬に発送予定の

「狂犬病予防注射のご案内」、または
町田市ホームページをご覧下さい。
※昨年とは会場が異なる所がありま
すのでご注意下さい。
※一部の会場を除き、各会場に駐車
場はありません。
問生活衛生課☎７２２・６７２７
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・在留資格等、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、ベトナム語、フィリピン
語です。
日３月１１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。
※同相談会の詳細は同センターへお
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。

【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１戸当たり床面積１２０㎡相当分を
上限として、固定資産税額の２分の１
を減額
※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（２０１７
年４月１日～２０１８年３月３１日の間の

改修工事が対象）
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＝改
修工事が完了した年の翌年度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、減額措置の対象
外です。　

【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１戸当たり床面積１００㎡相当分を
上限として、固定資産税額の３分の１
を減額
減額期間２０１８年３月３１日までに工
事が完了した場合＝改修工事が完了
した年の翌年度１年度分

【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１戸当たり床面積１２０㎡相当分を
上限として、固定資産税額の３分の１
を減額
※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（２０１７
年４月１日～２０１８年３月３１日の間の
改修工事が対象）
減額期間２０１８年３月３１日までに工
事が完了した場合＝改修工事が完了
した年の翌年度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、おのおのの申告によ
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。
問資産税課☎７２４・２１１８
常設型冒険遊び場

活 動 団 体 募 集
　４月１日から２０１９年３月３１日に、芹
ヶ谷公園、鶴川中央公園及び谷戸池公
園内の冒険遊び場活動エリアで冒険
遊び場を開催する団体を募集します。
申募集要項を参照し、必要書類を２
月２８日までに直接児童青少年課（市
庁舎２階）へ。
※募集要項等の書類は、児童青少年
課で配布します（まちだ子育てサイ
トでダウンロードも可）。
問児童青少年課☎７２４・４０９７
高等学校・高等専門学校進学を目指
す皆さんへ

２０１８年度町田市奨学資金 
奨 学 生 募 集
対次 の す べ て に 該 当 す る 方　 ①
２０１７年４月１日から引き続き市内に
住所を有する保護者の子どもである
②東京都内または神奈川県内に所在
する高等学校または高等専門学校に
進学を希望している③成績優秀であ
る④経済的理由により修学が困難で
ある⑤同種の奨学金を他から支給ま
たは貸与されていない

内４月から正規の修業期間内に月額
８７００円以内を支給
定４月に新１年生になる方５０人以内

（選考有り）
申申請書（各市立中学校、学務課に有
り、町田市ホームページでダウンロ
ードも可）に記入し、必要書類を添え
て、３月９日までに町田市立中学校在
学中の方は各中学校へ、それ以外の
方は学務課（市庁舎１０階）へ。
問学務課☎７２４・２１７６
３Ｒの推進をテーマに５・７・５調の

川 柳 を 募 集 し ま す
【「ごみを減らそう」もったいないこ
としま川柳】
　市では、３Ｒ（リデュース＝ごみその
ものを減らす、リユース＝大切にし
て繰り返し使う、リサイクル＝分別
して資源にする）を推進しています。
　今回、ごみの減量を推進するため
の川柳を募集します。
　注意事項等をご確認・ご了承いた
だいたうえ、ご応募下さい。
対市内在住、在勤、在学の方
内テーマ「３Ｒの推進」に沿った内容
の川柳（基本的に５・７・５調の１７音で
構成された作品）
申川柳（１人３作品まで）・雅号（ペン
ネーム）・応募者住所・氏名・電話番号
を明記し、３月１日から４月２日まで

（必着）にハガキ・封書による郵送、Ｆ
ＡＸまたはＥメールで３Ｒ推進課「川柳
募集担当」（〒１９４－０２０２、下小山田
町３１６０、返７９７・５３７４遍ｍｃｉｔｙ２９３０
＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。

【注意事項等】
○作品は未発表で、自作のものに限
ります。
○政治・宗教に関する内容、公序良俗
に反する内容、他人を誹謗中傷する
内容、個人情報の記載がある場合は
採用しません。
○応募作品は返却しません。
○採用作品の一部を、公共施設等や
市民バス「まちっこ」で展示すること
や、本紙・町田市ホームページ等の広

報媒体に掲載・公表することを予定
しています。採用した作品の著作権
は応募者に帰属しますが、無償かつ
自由に市の啓発活動に使用させてい
ただきます。
○採用作品の展示等では、雅号（ペン
ネーム）を公表します。雅号の記載が
ない場合は、「匿名希望」として公表
します。
○すべての採用作品を掲載できない
場合もあります。
○公表・展示等の際は、採用作品をパ
ソコン等で印字して使用します。
○採用作品の応募者には、記念品を
差し上げます。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

催し・講座催し・講座
事業者向け

補助金・助成金との向き
合い方・活用法セミナー

　市と東京都よろず支援拠点（国が
各都道府県に設置する経営相談所）
が連携し、セミナーを開催します。事
業者に合った補助金・助成金を選択
しながら活用する方法について紹介
した後、市の各種支援制度の解説や
希望者向けの個別相談会を行いま
す。
日・内３月８日㈭①補助金活用セミナ
ー、市の各種支援制度解説＝午後１時
３０分～３時２０分②個別相談会（希望
者向け）＝午後３時３０分～４時３０分
場市庁舎
講①東京都よろず支援拠点チーフコ
ーディネーター・金綱潤氏　他②東京
都よろず支援拠点
定４０人（個別相談会２人）
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、ＦＡＸま
たはＥメールで東京都よろず支援拠
点事務局（返０３・６２０５・４７３９遍ｙｏｒ
ｏｚｕ＠ｔａｓｂ．ｊｐ）へ。
問産業観光課☎７２４・２１２９

広報まちだ　無料配布のご案内
問広報課☎７２４・２１０１

　広報まちだは毎月１日号・１５日号
の月２回発行しています。新聞への
折り込みや、市内の公共施設や鉄道
駅、郵便局、ファミリーマートなどの
拠点で配布しています。
　また、市内在住で次のいずれかに
該当する方は、お申し込みいただけ
ればポスト投函による無料配布を行
っています。
①新聞を購読しておらず、近くに広
報の配布場所がない。
②近くに配布場所があっても、高齢
であったり体が不自由であるなどの
理由から、広報紙を取りに行くこと
ができない。
③広報紙の入手手段がなく、ホームペ
ージなどで広報紙を閲覧できない。

【申し込み方法】
　ハガキに住所・氏名（ふりがな）・電
話番号・「広報まちだ」無料配布希望
・希望理由（上記①～③の番号記載）
を明記し、町田市シルバー人材セン
ター（〒１９４－００２２、森野１－１－
１５、わくわくプラザ町田内）へ。

※発行日から２日以内の配布となり
ます。
※配布期間は２０１９年３月１５日号ま
でです。１年ごとに更新の確認を行
います。

●こちらからも閲覧できます。
【町田市ホームページ】
　バックナンバーも閲覧できます。
市HP 広報PDＦ  検索
＊スマートフォン・タブレット用ア
プリ「マチイロ」
＊地域特化型電子書籍ポータルサイ
ト「たまイーブックス」
市HP 広報アプリ  検索

　すでに無料配布のお申し込みをい
ただいている方で、４月以降の広報
紙配布の中止をご希望の方は、電話
で町田市シルバー人材センター（☎
７２３・２１４７）へご連絡下さい。
　ご連絡のない方については、４月
以降も継続して配布します。

現在配布中の方へ～更新確認のお知らせ
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選挙の詳しい情報は、市のホームページからもご覧いただけます。　※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。

　２月１４日（水）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。投票日当日（２月２５日）
は、投票所入場券に記載して
いる投票所以外では投票で
きません。

投票所名・案内図

バーコード部分は折り曲げたり、汚さないようにしてください。

※裏面をご覧ください。

平成
午前 時 ～ 午 後

投票所入場券

＜問い合わせ先＞

世 帯 全 員 分

お知らせ
の選挙

時
投 票 日
投票時間

年
7 8

月 日 （日）

地
図
部
分
を
切
り
取
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

投票区 簿冊 ページ 番号 名簿対照 投 票 用 紙 交 付

投票所入場券は、世帯単位でお送り
しています。開封してご確認ください。

町田市役所代表電話　042-722-3111

町田市選挙管理委員会
〒194-8520　町田市森野2-2-22
電話 042-724-2168

区内特別
郵便

見 本

投
票
所
入
場
券（
表
面
）

封
筒（
表
面
）

町田市議会議員選挙
町田市長選挙
～いいまちだ　未来を開く　この一票～

投票日　２月２５日（日）　投票時間　午前７時～午後８時
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

投票所の変更

町田市議会議員・市長選挙の概要
【選挙期日の告示日】　２月１８日（日）
【選挙すべき人数等】　市議会議員　　３６人
　　　　　　　　　　市長　　　　　  １人
【選挙人名簿の登録者数】　２０１７年１２月１日現在

男１７万３４８３人　女１８万３２７６人　計３５万６７５９人

投票できる方
　原則、次のすべてを満たす方が投票できます。
①２０００年２月２６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２０１８年２月
１７日現在まで３か月以上引き続き住民登録がある日本国民。

第５７投票区投票所
「堺中学校」から「堺市民センター」に
変更となります。
住所：相原町７９５－１
（下地図参照）

第６０投票区投票所
「小川高等学校」から「成瀬が丘ふれ
あい会館」に変更となります。
住所：成瀬が丘２－２０－３
（下地図参照）

投票は２種類です
①市議会議員選挙
　桃色の投票用紙に候補者１人の
氏名を記載して投票します。

②市長選挙
　薄緑色の投票用紙に候補者１人
の氏名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。
※ご自身で記載できない場合は投票所係員にお申し出下さい。

候
補
者
名

市
議
会
議
員

選
挙

候
補
者
名

市
長
選
挙

「投票所入場券」をお送りします

見 本

住所を変更した方、変更する予定の方
　町田市外に住所を移した方は投票できません。また、町田市内で住所を変
更された方は、届出日によって投票所が異なります。詳しくは下表をご覧下
さい。
住所を移した方
町田市から転出 町田市から転出した方 投票できない

町田市に転入

２０１７年１１月１７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 投票できる

２０１７年１１月１８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 投票できない

町田市内で転居

２０１８年１月１９日までに町田市内で転居の
届出をした方 新住所で投票

２０１８年１月２０日以降に町田市内で転居の
届出をした方 旧住所で投票

選挙公報を全戸に配布します
　候補者の政見等を掲載した選挙公報を、２月２３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。２月２４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。
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。

※町田市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。

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

成瀬が丘ふれあい会館成瀬が丘ふれあい会館

南口

そば

公園

看板看板

成瀬駅前ハイツ

銀行銀行
スーパー

駐輪場

※駐車場は
　ありません。

成瀬駅
成瀬駅ガード北

成瀬駅
ガード南
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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

不在者投票（町田市外で投票するには）

身体の不自由な方などが利用できる投票

投票所への車での来所はご遠慮下さい
　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ので、ご注意下さい。

●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

●駐車場のない当日（２月２５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、成
瀬が丘ふれあい会館、和光大学ポプリホール鶴川

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
●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…午後１０時ごろから公開

開票は２月２５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。

　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。

●手続き

【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
すことでご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）。

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

※代理記載制度について
上表のいずれかに該当し、身体障害者手帳に「上肢」または「視覚」の障害の程度が１級で
あると記載されている方で、ご自身で字を書くことが困難な方が利用できる制度です。
※手帳の等級が上記以外であっても、手帳に複数の障がい名または表以外の障がい名が
記載されている場合は該当することもあります。その際はお問い合わせ下さい。
●手続き
　希望する方に、証明書の交付を請求するための「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。投票日の直前だと開票に間に合わな
い場合がありますので、お早めに申請して下さい。
※「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【２月２１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。

期日前投票
　選挙当日（投票日）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。

【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

２月１９日（月）～２４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）

２月２０日（火）～２３日（金）
午前８時３０分～午後８時

２月２４日（土）
午前８時３０分～午後５時

南市民センター
（金森４－５－６）
なるせ駅前市民センター
（南成瀬１－２－５）
鶴川市民センター
（大蔵町１９８１－４）
忠生市民センター
（忠生３－１４－２）
小山市民センター
（小山町２５０７－１）
堺市民センター※
（相原町７９５－１）
玉川学園コミュニティセンター
（玉川学園２－１９－１２）
木曽山崎コミュニティセンター
（山崎町２１６０－４）
南町田駅前連絡所（南町田リエゾン）
（鶴間３－１０－２　セミナープラス南町田２階）
和光大学ポプリホール鶴川
（能ヶ谷１－２－１）

※今回より堺市民センターでの、期日前投票所を再開します。

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

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➡２０１８年２月２５日執行町田市議会議
員・町田市長選挙のお知らせ➡期日前投票・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　

町田市議会議員選挙・町田市長選挙

2月25日（日）

町田市明るい選挙
推進協議会

町田市選挙管理委
員会ホームページ
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催し・講座催し・講座
法政大学と市との連携事業
ス ポ ー ツ 教 室

【①テニス塾】
日４月７日～６月２日の土曜日、小・中
学生＝午前９時３０分～１０時５０分、
１６～６５歳の方＝午前１１時～午後０
時２０分、各全８回
定各３０人（申し込み順）
費小・中学生９０００円、１６～６５歳１万
円
【②バドミントン塾（土曜日）】
日５月１２日～２０１９年２月２３日の土
曜日、初心者コース＝午前９時３０分
～１０時５０分、中・上級者コース＝午
前１１時～午後０時２０分、各全２３回
定各３０人（申し込み順）
費小・中学生２万４０００円、１６～６５歳
２万７３００円
【③バドミントン塾（日曜日）】
日１２月１６日～２０１９年２月２４日の
日曜日、初心者コース＝午前９時３０
分～１０時５０分、中・上級者コース＝
午前１１時～午後０時２０分、各全６回
定各３０人（申し込み順）
費小・中学生７０００円、１６～６５歳
８６００円
【④陸上競技】
日４月８日～２０１９年２月１７日の日曜
日（月２回）、午後１時３０分～３時３０
分、全２２回
定小・中学生＝１００人、１６～６５歳＝
４０人（申し込み順）
費小・中学生２万３０００円、１６～６５歳
２万４０００円（家族割引有り、要問い
合わせ）
【⑤サッカー塾】
日４月１４日～２０１９年２月２３日の土
曜日、小学１・２年生＝午前９時～１０
時、小学３・４年生＝午前１０時３０分～
１１時５０分、各全２４回
定各２０人（申し込み順）
費２万５０００円
【⑥バスケットボール塾】
日４月７日～２０１９年３月２日の土曜
日、午後５時～７時、全２４回
定４０人（申し込み順）
費４月～９月分２万２０００円、１０月～
２０１９年３月分２万１０００円（２回払
い）

◇
対①～④市内在住、在勤、在学の小学

生～６５歳の方⑤市内在住、在学の小
学１～４年生⑥市内在住、在学の小学
４年生～中学生
場法政大学多摩キャンパス（相原町）
申（特）法政クラブホームページで申
し込み。
※定員に達しない場合は、講座途中
からの参加も可能で、講座数に応じ
た費用になります。
※各費用には、年会費（高校生以上
２０００円、中学生以下１０００円）を含
みます。なお、受講料は講座開始前に
お支払いいただきます（バスケット
ボール塾を除く）。
※各講座、除外日や日程を変更する
場合があります。詳細は、同クラブ事
務局へお問い合わせいただくか、同
クラブホームページをご覧下さい。
問連携事業について＝スポーツ振興
課☎７２４・４０３６、教室の詳細につい
て＝同クラブ事務局☎７８３・２０９０
（受付時間＝祝休日を除く月～金曜
日の午前９時～１１時３０分、午後０時
３０分～５時）
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。おもちゃ病院まち
だ、包丁研ぎもあります（いずれも正
午まで）。
日２月２５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
「高齢者の依存」を理解する講座
依存と向き合いましょう
　依存症には、アルコール、ギャンブ
ル、薬物、買い物などさまざまなもの
があります。悩んでいる人や家族を
地域で支える社会について考えてみ
ませんか。
対①市内の高齢者の依存症ケアに関
心のある方、家庭でケアをしている
方②市内の介護保険事業所・関係機
関で働く職員、ボランティア等
日３月１５日㈭午後２時～４時

場健康福祉会館
内市内の医療・介護保険事業所職員
等によるパネルディスカッション
定１００人（申し込み順）
申住所・氏名・電話番号を明示し、３
月９日午後５時までに電話またはＦＡ
Ｘで町田市介護人材開発センター
（☎８５１・９５７８返８５１・９５７９、受付
時間＝月～金曜日の午前９時～午後
５時）へ。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６
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

【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。
　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。
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３月１４日㈬午後１時３０分～５時
場町田市民フォーラム
定３０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

女性の健康に関する講演会
【ますます充実！知っておきたい女
性ホルモン】
　女性がいつまでも健康で自分らし
く過ごすために、各年代のからだと
こころの特徴や女性特有の病気につ
いて知ることが大切です。医師から
最新の情報も踏まえてお話しいただ
きます。
日３月１１日㈰午前１０時～１１時３０分
場健康福祉会館
講町田市民病院産婦人科部長・長尾
充医師
定１００人（申し込み順）
申３月４日までにイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６コード１８０２１４Ａ）へ。
問健康推進課☎７２５・５１７８

消 費 生 活 セ ン タ ー
【①学習会～あなたもできる野菜の
保存術　ムダなく使い切る工夫】
　買ってきた野菜の鮮度を保ったま
ま、長持ちさせる方法等を学びます。
日３月１４日㈬午前１０時～正午
講東京家政学院大学現代生活学部生
活デザイン学科教授・小口悦子氏
定４０人（申し込み順）
【②くらしに役立つテスト教室～お
いしい水と安全な水の違い　賢く選
択をしよう】
　水道水とペットボトルの水は何が
違うのか？選択する力を身に着けま
しょう。
日３月１５日㈭午前１０時～正午
講消費生活センター運営協議会委員
・小林好教氏、福岡ひとみ氏
定１６人（申し込み順）
費１００円（検体費）

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
申２月１６日正午～３月８日にイベン

トダイヤル（☎７２４・５６５６コード①
１８０２１６Ｂ②１８０２１６Ｃ）へ。保育希
望者（１歳以上の未就学児、申し込み
順に各６人）は併せて申し込みを。
問同センター☎７２５・８８０５
町田・安心して暮らせるまちづくり
プロジェクト
市 民 向 け 講 座

【住み慣れたわが家で自分らしく生
きたい～市民みんなで支える在宅療
養】
　高齢になっても住み慣れた地域で
過ごしたいと考える方を支えるチー
ムケアについて、寸劇を交えながら
分かりやすく説明します。
対市内在住、在勤、在学の方
日３月３日㈯午後２時～４時
場町田市民フォーラム
申住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
年齢・性別を明示し、２月２８日までに
電話で町田市介護人材開発センター
（☎８５１・９５７８、受付時間＝月～金
曜日の午前９時～午後５時）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
開催します
町田市役所就職セミナー
　町田市職員を希望する方向けのセ
ミナーです。詳細は、町田市ホームペ
ージ「町田市職員採用情報」をご覧下
さい。
※ツイッターで情報発信を始めまし
た。アカウント名＝「町田市職員採用
試験情報（町田市公式）」をフォロー
して下さい。
対象職種①一般事務、保健師②一般
事務、土木技術③一般事務、保育士
日３月１１日㈰①午前９時～１０時３０
分②正午～午後１時３０分③午後３時
～４時３０分
場市庁舎２階市民協働おうえんルー
ム
定各９０人（先着順）
問職員課☎７２４・２５１８
大地沢青少年センター
大地沢ガイドウォーキング

【神社巡り編】
対市内在住、在勤、在学の方（小・中学
生は保護者同伴）
日３月３日㈯午前１０時～午後２時
場同センター周辺
内神社や歴史的な遺物を巡り、周辺
地域の歴史や特性を学ぶ
定２０人（申し込み順）
費２００円（保険料）
申２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。
ひなた村
ピ ザ 窯 講 習 会
　ピザ作りをしながらドラム缶ピザ
窯の使い方を学びます（受講後に、今
後ピザ窯の利用ができる修了証を交
付）。
対市内在住、在勤、在学の１５歳以上
の方（中学生は不可）
日３月３日㈯午前１０時～午後２時
定２０人（申し込み順）
費４００円
申２月１５日午前１０時から電話でひ
なた村（☎７２２・５７３６）へ。

2月1日～28日「障害者差別解消法」 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

３月１１日　午後７時～８時　ライトダウンにご協力を

まちだ・さがみはら絆
ばん

・創
そう

・光
こう

問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

　３月１１日に、町田市・相模原市全域
で消灯を実施し、関連したイベント
等を町田市会場で行います。
○市立図書館�
【地球温暖化特集】
　地球温暖化に関連した図書を特集
コーナーで紹介します。
日程３月７日㈬まで
場中央図書館５階
【おはなし会・紙芝居】
　各市立図書館では、子ども向けお
はなし会に加えて、笑い療法士でも
あるプロ紙芝居師・さるびあ亭かー
こ。さんが、節電をテーマにした紙芝
居を行います。

日①２月２１日②２月２８日③３月７日、
いずれも水曜日、おはなし会＝午後
３時～３時３０分、紙芝居＝おはなし
会終了後１０～１５分程度（全席自由）
場①鶴川駅前図書館②忠生図書館③
金森図書館
【映画会】
日３月９日㈮午後２時から（午後１時
３０分開場）
場中央図書館６階ホール
内「めぐり逢

あ

えたら」（１０５分）
定１１７人（先着順）
※当日午前１０時から同館５階視聴覚
カウンター前（午後１時以降は６階ホ
ール前）で整理券を配布します。
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生涯学習センター
まちだガールズクワイア 
は る か ぜ コ ン サ ー ト

　町田のご当地アイドル「まちだガ
ールズクワイア」が、お子さんからご
高齢の方まで楽しめる曲目を披露し
ます。歌詞の中に町田の名所が出て
くるオリジナル曲もあります。
日３月１８日㈰午後２時開演
場同センター
曲目「Ｈｅｌｌｏ ｔｏ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ」「赤とん
ぼ」「やさしさに包まれたなら」　他

（予定）
定１３８人（抽選）
申２月２１日正午～３月４日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１８０２２１Ａ）へ。
問同センター☎７２８・００７１
生涯学習センター

時 事 問 題 講 座
【被災から７年目のいま、こころのケ
アを振り返る～地域の精神保健の取
り組み、宮城県気仙沼市から学ぶ】
　東日本大震災の経験を今後につな
げるため、災害時におけるメンタル
ケアの重要性について考えてみませ
んか。災害発生時から中長期支援期
において、地域で実践されたグリー
フケア会、災害後のストレス回復プ
ログラムなどの実践報告を、宮城県
気仙沼市の保健師である鈴木由佳理
氏に伺います。
日３月５日㈪午後２時～４時
定１５８人（申し込み順）
申２月２０日正午～３月１日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１８０２２０Ｂ）へ。附室利用希望者（申し
込み順に２組）は併せて申し込みを。

【醸造調味料再発見！味
み

噌
そ

・醤
しょう

油
ゆ

・み
りん】
　世界遺産にも登録された和食を支
える日本古来の醸造調味料。１日目
はその成り立ち、魅力、将来性につい
て学び、２日目は実際に味噌を仕込
みます（出来上がり約３．４㎏）。
対市内在住、在勤、在学の方
日①３月９日②３月１６日、いずれも金
曜日午前１０時～正午
内①和食を支える麹菌のパワー②米
味噌を作ってみよう
講東京農業大学教授・舘博氏
定２４人、①のみ参加１６人
※②のみの参加はできません。
費８００円（麹代、②の参加者のみ）
申２月１５日午前９時から電話で同セ
ンターへ。
※持ち物がありますので、詳細は同
センターへお問い合わせ下さい。

【新しい市場のつくりかた】
　どうしたらモノが売れるのか？

「新しい文化の開発こそが、新しい市
場を創造する」という見方で、具体的
な成功事例を交えながら、人気サイ
ト「ほぼ日刊イトイ新聞」でも紹介さ
れた三宅氏が、目からウロコの発想
法を楽しく解説します。
日３月１６日㈮午後７時～９時
講専修大学准教授・三宅秀道氏
定３０人程度（申し込み順）
申２月１５日午前９時から電話で同セ
ンターへ。

◇
場同センター
問同センター☎７２８・００７１

ママのための防災セミナー
【子どもと一緒に防災食をつくって
みよう！】
　被災時に安全に過ごすための防災
知識をお伝えします。また、身近な食
材を使って子どもにも食べやすい防
災食を作り、電気やガス・水道が使え
ない中でも、温かいご飯が用意でき
るよう、日ごろの備えについて考え
ます。
※食物アレルギーの方は、お問い合
わせ下さい。
対小学１～３年生とその母親
日３月１０日㈯午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講（特）ママプラグ理事・宮丸みゆき
氏
定１０組（申し込み順）
申２月１６日正午～３月６日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１８０２１６Ａ）へ。保育希望者（１歳６か
月以上の未就学児、申し込み順に６
人）は、３月１日までに併せて申し込
みを。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８
自由民権資料館

講 演 会
【〈デモクラシー〉の夢と挫折～自著
「自由民権運動」とその展望を語る】
　村落社会の変化を丁寧に跡づけて
こられた松沢氏を講師にお招きし、
２０１６年に刊行された「自由民権運
動－〈デモクラシー〉の夢と挫折－」
を中心に、民権運動や民権期の社会
の描き方を語っていただきます。
日３月４日㈰午後２時～４時
場自由民権資料館閲覧室
講慶應義塾大学経済学部准教授・松
沢裕作氏
定４０人（先着順）
問同館☎７３４・４５０８

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３月２日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
内「うぐいすのホー」（脚本／杉浦宏、
画／松成真理子）、「マツとおばあち
ゃん」（原作／戸川幸夫、脚本／渡辺
泰子、画／田代三善）　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２月１５日午前９
時から電話で同館へ。

【保育付き実技講座～コミュニケー
ションのための身体と声づくり】
対全回参加できる方（初受講者優先）
日３月１６日、３０日、いずれも金曜日
午前１０時～正午、全２回
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は、３月９日午前
１０時からの保育面談へ参加して下
さい。
内コミュニケーション能力向上のた
めの講義と実技

講舞台演出家・池田練悟氏
定１６人（申し込み順）
申２月１５日午前９時から電話で同館
へ。

◇
場同館２階大会議室
問同館☎７３９・３４２０
福祉講座

障害者差別解消法と暮らし
【だれもが自分らしく暮らしていく
ために】
　障害者差別解消法の施行後、暮ら
しがどのように変わったかについ
て、講演と参加者によるグループデ
ィスカッションを行います。
日３月１１日㈰午後２時～４時
場市庁舎
講全国手をつなぐ育成会連合会政策
センター委員・又村あおい氏
定６０人（申し込み順）
申２月１６日正午～３月５日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１８０２１６Ｄ）へ。
問ひかり療育園☎７９４・０７３３
市立博物館主催「旅するヴェネチア
ン・ビーズ」展

関 連 催 事
【出張講座　とんぼ玉制作体験＆吹
きガラス工房見学】
　ガスバーナーを使って、ビーズの
一種であるとんぼ玉を２点制作しま
す。ガラス作家による吹きガラスの
実演もあります。
対小学４年生以上（小学生は保護者
同伴）
日３月２１日㈷、午前１０時～午後０時
３０分、午後１時３０分～４時（いずれも
同一内容）
場厚木グラススタジオ（厚木市妻田
北２－１３－８）
※現地集合・現地解散です。
講ガラス作家・秋田圭子氏　他　
定各１２人（申し込み順）
費３６００円（材料費、送料、傷害保険
料）
※保護者も参加費が必要です。
申２月２１日正午～３月５日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１８０２２１Ｂ）へ。
問同館☎７２６・１５３１

町田市民文化祭春の催し
町 田 市 民 美 術 展
日２月２４日㈯～３月４日㈰、午前１０

時～午後５時（入場は終了の１時間前
まで、２月２６日は休館）
場国際版画美術館企画展示室・市民
展示室
内絵画・デザイン・彫刻部門、手芸・工
芸・写真部門、書道部門の公募作品を
展示
※２月２４日㈯午後１時から絵画体験

「楽しく絵を描こう」、３月３日㈯午後
１時から「席上揮

き

毫
ごう

」をエントランス
ホールで行います（見学自由）。
※美術展の内容については、町田市
民美術展事務局〔町田市書道連盟〕

（☎７３５・３５６７）へお問い合わせ下
さい。
問文化振興課☎７２４・２１８４

労 務 管 理 セ ミ ナ ー
【雇う人、働く人、見えないトラブル
でつまずく前に】
　社会保険労務士や弁護士が分かり
やすく説明します。
対起業・創業して間もない事業者
日３月２日㈮午後１時３０分～４時１５
分（午後１時から受付開始）
場町田新産業創造センター１階イベ
ントスペース
内就業規則を作ろう！～必要性と具
体的な作成のポイント、創業・起業者
に必要な労務管理ポイント～就業規
則において紛争になりやすい事例、
個別相談会
問東京圏雇用労働相談センター☎
０３・５５４２・１７４０、町田市産業観光
課☎７２４・２１２９
鶴見川源流保水の森植樹会

森 を つ く ろ う
　苗を植えて、カブトムシの森を育
てませんか。
※中学生以下は保護者同伴でおいで
下さい。
日２月２５日㈰午後１時～４時（小雨実
施、荒天時は小山田桜台集会所で講
話のみ実施）、集合は小山田バス停
内講話、植樹体験、鶴見川源流保水の
森の散策（アップダウン有り）
講慶應義塾大学名誉教授・岸由二氏
定２０人（申し込み順）
持ち物長袖、長ズボン、帽子、軍手、し
っかりした靴（長靴・軽登山靴）、雨具
申参加者全員の住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・年齢・性別を明記し、
２月２０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＠ｏ
ｆｆｉｃｅ．ｅｍａｉｌ．ｎｅ．ｊｐ）へ（同ネットワー
クホームページで申し込みも可）。
問同ネットワーク事務局☎７９８・
２６９３、町田市北部丘陵整備課☎
７２４・２１６４

催し・講座催し・講座

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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日2月19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

●ひなた村
【科学クラブ～「糖

あ ま さ

度」を色で測ってみ
よう！偏光のきらきらファンタジー】
対市内在住、在学の小・中学生日３月
１８日㈰午前１０時～正午内偏光につ
いての講義、偏光スコープの製作と
実験等講町田わくわく！サイエンス
・池田勇五氏定２０人（申し込み順）費
５００円申２月１５日午前１０時から電
話でひなた村へ
【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
３月２４日㈯午後１時～４時内ねじり
パン作りと森の外遊び定２０人（申し
込み順）費２００円申２月１５日午前１０
時から電話でひなた村へ
【町田市少年少女発明クラブ～会員、
準会員募集】
　同クラブは、全国チャレンジ創造
コンテスト（からくりパフォーマン
スカー）で４年連続金賞を受賞する
など、全国２１２クラブの中でも一、二
を争う中心的団体です対市内在住、
在学の小学３年生～中学生（準会員

は小学２年生から可）日４月８日～
２０１９年３月中旬の原則月１回日曜
日、午前９時３０分～午後４時、全１４回
（準会員は９回）場ひなた村等内科学
講座、アイデアものづくり、水ロケッ
ト、こま、卵落とし大会等、筑波宇宙
センター見学（希望者）講大学教授、
大手企業技術者、弁理士、作家等定各
５０人（抽選、結果は３月上旬に郵送）
費会員１万３０００円、準会員８０００円
（年会費、保険料含む）申ハガキに住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・性別
・学校名・新学年・会員／準会員の別
を明記し、３月１日まで（消印有効）に
町田市少年少女発明クラブ（〒１９４
－００１４、高ヶ坂３－６－１５、☎７２８
・１５０４）へ／理科工作が好きな「ボ
ランティア指導者」も募集します。詳
細は同クラブへ

◇
問ひなた村☎７２２・５７３６
●子どもセンター合同事業～町田市
一周チャレンジハイク
　市内一周約７４ｋｍを３日間かけて

歩きます対市内在住、在学の小学５
年生～１８歳の方日程３月２６日㈪～
２８日㈬／集合・解散は市庁舎宿泊場
所２６日＝子どもセンターつるっこ、
２７日＝大地沢青少年センター定３０
人（申し込み順）費３０００円申２月２４
日午前１０時３０分から直接または電
話でつるっこ（☎７０８・０２３６）へ（申
し込みは本人または保護者に限る）
●子どもセンターただＯＮ～臨時休
館
　町田市議会議員選挙及び町田市長
選挙投票所となるため、２月２４日㈯
午後６時～９時、２５日㈰終日は臨時
休館します問ただＯＮ☎７９４・６７２２
●大地沢青少年センター
【親子で草戸山ハイキング＆バード
コール作り】
　町田市最高峰の草戸山をハイキン
グしたあと、同センターでオリジナ
ルのバードコールを作ります対市内
在住、在学の小学生の親子日３月１０
日㈯午前９時３０分～午後０時２０分
（雨天中止）定２０人（申し込み順）費１
人３００円申２月１５日午前９時から電
話で同センターへ
【春の子どもキャンプ】
　キャビンに宿泊し、野外炊事や自
然散策をします対市内在住、在学の
小学４～６年生日３月１７日㈯午前８時
３０分～１８日㈰午後４時、１泊２日場
同センター定４０人（抽選）費２０００円
申ハガキに住所・氏名（ふりがな）・電
話番号・学年・性別・送迎バスの利用
の有無を明記し、２月２３日まで（必
着）に大地沢青少年センター（〒１９４
－０２１１、相原町５３０７－２）へ（グル
ープ単位で申し込みも可）

◇

※ＪＲ横浜線相原駅西口～同センタ
ー間の送迎バスを運行します問同セ
ンター☎７８２・３８００
●生涯学習センター～春休み親子講
座
【親子で取り組む、初めての「将棋」】
　市内在住のプロ棋士が、参加者の
レベルに合わせて指導します対小学
生以上とその保護者日３月２５日㈰午
前１０時～正午内将棋のルール説明、
講師による指導対局、将棋の歴史、礼
儀作法等の講義講（公社）日本将棋連
盟・勝又清和六段
【親子で取り組む、初めての「どうぶ
つしょうぎ」】
　「どうぶつしょうぎ」考案者が指導
します対４歳～高校生とその保護者
日３月２４日㈯午前１０時～正午内ル
ール、礼儀作法、戦い方講（公社）日本
将棋連盟・北尾まどか女流二段
　　　　　　　　◇
場同センター定各３０人（申し込み
順）申２月１５日午前９時から電話で
同センター（☎７２８・００７１）へ
●国際版画美術館～子ども講座　あ
なただけの森をつくろう
対４歳～小学生（未就学児１人につき
保護者１人同伴、小学生は子どもの
みの参加も可）日３月２４日㈯午後１
時３０分～４時３０分場同館内フロッ
タージュ（こすりだし）の技法を使っ
て森を描く講画家・東田理佐氏定２５
人（保護者を含む）／抽選（結果は３
月８日ごろ全員に郵送）費子ども１人
につき５００円申２月１６日正午～３月
４日にイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６コード１８０２１６Ｈ）へ（同館ホ
ームページで申し込みも可）問同館
☎７２６・２８８９

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。

●八王子年金事務所からのお知らせ
【国民年金保険料の納付は口座振替
をご利用下さい】
　国民年金保険料の納付には、納付
書・クレジットカードでの納付の他
に、口座振替による納付もできます。
口座振替で、２年・１年・半年分をまと
めて納付（前納）すると、保険料がそ

れぞれ割引になります／なお、当月
に口座振替する早割制度もありま
す。前納を希望する方は、２月末まで
に金融機関または同年金事務所へ手
続きが必要です。詳細はお問い合わ
せ下さい
【確定申告で国民年金保険料の控除
を希望する方へ】
　２０１７年１月～１２月の間に納付さ
れた国民年金保険料は、確定申告で
社会保険料控除の対象となります。

申告の際には、国民年金保険料の納
付を証明する「社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書」や国民年金保険
料の「領収証書」を提出して下さい。
控除証明書は、２０１７年１１月上旬に
送付されています（２０１７年１０月以
降に初めて保険料を納付した方には
２月上旬に送付）。紛失等による再発
行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
●町田市シルバー人材センター～入
会説明会
対市内在住の6０歳以上で、健康で働
く意欲のある方／趣旨に賛同のう
え、会員になっていただきます日３
月１２日午後１時３０分から場わくわ
くプラザ町田３階講習室問同センタ
ー☎７２３・２１４７

情報コーナー

【子どもグループ募集】　①のみ材料費として１０００円必要です。
グループ名 対象／日時／内容／定員 申し込み

①ネイチャー

市内在住、在学の小学３年生～中学生／４月８日
㈰から１年間、原則月１回日曜日、午前１０時～午
後３時／ひなた村の自然を生かしたさまざまな
活動を行う／３６人（高学年を優先のうえ、抽選）
※３月１８日に保護者説明会があります。

往復ハガキに住所・氏名
（ふりがな）・新学年・電話
番号・市外の方は学校名、
返信用にも宛先を明記
し、２月２８日まで（必着）
に ひ な た 村（ 〒１９４ -
００３２、本町田２８６３）へ。
※定員に満たない場合は
３月１日午前１０時から電
話で受け付けます。

②遊び

市内在住、在学の小学２～４年生（継続参加は中学
生まで）／４月１１日㈬から１年間、原則毎週水曜
日、午後３時３０分～５時（冬季は午後４時３０分ま
で、夏休み期間等は休み）／外遊びを楽しむ／１６
人（抽選）
※３月２１日に保護者説明会があります。

③人形劇

市内在住、在学の小学３年生～高校生／原則毎週
日曜日、午前９時３０分～正午／役を決め、人形の
デザインを考え制作し、公演に向けて人形劇の
練習を行う／２０人（申し込み順）
※４月１５日に保護者説明会があります。

４月１日午前１０時から電
話でひなた村（☎７２２・
５７３６）へ。

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。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
芹ヶ谷ひだまり荘ひなまつりにおこし下さい ２月１７日㊏～３月４日㊐午後４時３０分迄 芹ヶ谷ひだまり荘 無料 高島☎０９０・５５１５・０２６６ 吊し飾り・手まり等有り
はじめよう！車いすダンス・スポーツ ２月１８日㊐午後３時～４時３０分 サン町田旭体育館多目的室 無料 丸山☎０９０・３５２５・０８４３ 車いすの方・健常者・歓迎
読書会　課題本「ヤシ酒飲み」 ２月２０日午後１時３０分から 町田市民文学館 無料 小宮山☎７２２・２８７２
講演会「高次脳機能障がい者の社会参加のために」 ２月２８日㊌午後２時～４時 町田市民フォーラム４階 無料 レインボー町田・西川☎７２６・５２２８ ＯＴの先生の話
成瀬尾根緑地「野鳥観察会」早春の尾根の小鳥たち ３月４日㊐午前９時３０分～正午 成瀬台庚申塚公園 無料 成瀬の自然を守る会・塚本☎７２７・２３３５ 雨天中止
はがき俳画作品展 ３月７日㊌～１２日㊊午前１０時～午後４時 生涯学習センター 無料 山中☎７２５・２０４７ 俳画・かえでの会
はまなすダンスパーティー（ダンス大好き） ３月７日㊌午後１時～４時 健康福祉会館 ５００円 星山☎７２６・４９７３ お誘い合ってご参加下さい
第５５回まちだ写好会春季写真展　風景花スナップ等 ３月１４日～１９日午前９時３０分～午後４時 町田市フォトサロン 無料 小林伸太郎☎０９０・４０２６・７７６６ 初日午後１時から最終日３時迄
酒匂川にて室内鑑賞石を探そう会参加者募集気楽に ３月１８日午前８時集合 小田急線町田駅下り待合室 交通費実費 堀泰洋☎０９０・８６８４・４７１６ 主催　武相愛石会
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●市立室内プール
＜お知らせ＞
　第１３回フィンスイミン
グ日本学生選手権大会、日本マスタ
ーズ大会のため、３月１１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）になり、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３月１０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
●市立総合体育館
【走り方・かけっこ教室】
対①③市内在住、在学、在園
の２０１１年４月２日～２０１３年４月１日
生まれの幼児②④市内在住、在学の
小学生日３月２６日㈪①午後３時１５分
～４時１５分②午後４時３０分～５時３０
分、３月２７日㈫③午後３時１５分～４
時１５分④午後４時３０分～５時３０分
定各４０人（抽選）費５００円申往復ハ
ガキ（１人１枚）に必要事項を明記し、

生花と写真で紹介します日３月９日
㈮～１１日㈰場同サロン２階展示室問
同サロン☎７３６・８２８１
●小野路宿里山交流館
【北部丘陵の歴史と自然を学ぶツア
ー】
　まちだ観光案内人のガイドのも
と、北部丘陵エリアの小山田、小野
路、野津田の歴史を学びます日３月９
日㈮午前８時４５分～午後３時／集合
はＪＲ横浜線淵野辺駅改札前、解散は
野津田車庫バス停（小雨実施、荒天中
止）定２０人（申し込み順）費１５００円

２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）
【初心者アーチェリー教室】
対市内在住、在勤、在学のこれからア
ーチェリーを始めようとする１６歳
以上の方日４月７日～５月１２日の土
曜日（５月５日を除く）、午前９時３０分
～１１時３０分、全５回定２０人（抽選）
費３０００円申往復ハガキ（１人１枚）に
必要事項を明記し、３月１５日まで（消
印有効）に同館へ

◇
問同館☎７２４・３４４０
●町田第一中学校温水プール～臨時
休館
　温水プール等空調設備等の修繕の
ため、３月１４日㈬まで臨時休館しま
す。なお、工事期間が延長となる場合
もあります。変更がある場合は、町田
市ホームページ等でお知らせします
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
●野津田公園～炭焼き体験教室
　親子参加も歓迎です日２月２４日㈯
午前８時３０分～正午場同公園内炭焼
き体験、しいたけの植菌（ほだ木づく
り）定５０人（申し込み順）費持ち帰り
のほだ木１本８００円、栽培場で保管
するほだ木１本１２００円申２月１５日午
前９時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、土・日曜日、祝日も可）へ
●町田市フォトサロン～ツバキ展
　日本ツバキ協会町田支部の出展協
力により、春を彩るツバキの花々を

（ガイド料、保険料、昼食代）／路線バ
ス代は別途自己負担です申２月２３日
正午からイベントダイヤル（☎７２４
・５６５６コード１８０２２３Ａ）へ
【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３月１４日㈬午
前１０時３０分～正午定８人（申し込み
順）費１０００円（材料代）申２月２８日
正午からイベントダイヤル（☎７２４
・５６５６コード１８０２２８C）へ

◇
問同館☎８６０・４８３５

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。

暮らしに関する相談

市HP 暮らしに関する相談 検索

　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（２６日
～２８日を除く） 前週の金曜日から電話で予約

②交通事故相談 ２１日、２８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）１６日、２３日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 ２０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 ２７日㈫
⑥登記相談 １５日㈭
⑦行政手続相談 ２２日㈭

⑧少年相談 ２７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７～１１ページを参照

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
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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
１６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
１７日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

１８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 飯田内科クリニック ☎７２５・３８０１ 森野１-３３-１２

内科、
小児科 小泉医院 ☎７２５・８４１１ 玉川学園２-５-２４

内科、
小児科 武蔵岡診療所 ☎７８２・６００１ 相原町３１９０-１０

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
多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

１９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
２０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
２１日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
２２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
２３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
２４日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

２５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 なかまち内科・外科医院 ☎７２５・００２８ 中町３-１５-１７
内科 にしむら内科クリニック ☎７０８・１０２４ 大蔵町２２２２-５

内科、
小児科 たかはしクリニック ☎７９８・７７５５ 常盤町３２００-１

午前９時～翌朝９時
内科系 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
町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

２６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
２７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
２８日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
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広　　告

　市では、経済産業省と東芝テック（株）に協力し、「ＩｏＴを活用した
新産業モデル創出基盤整備事業」の一環として、市内全域の協力店舗
で「電子レシートの社会インフラ化実証実験」を実施中です。レシー
トが電子化され、便利な買い物ができます。ぜひご参加下さい。
期間２月２８日㈬まで

　２０１７年度全国中学生人権作文コンテストが行われ、町田市
では１２校の中学校から１７８４編の応募がありました。
　都大会では、町田市の中学生５人が作文委員会賞を受賞しま
した。また、多摩西地区大会では５人が多摩西人権擁護委員協議
会長賞を受賞するなど、優秀な成績を収めました。
　その功績をたたえ、石阪市長から受賞者全員に優秀賞が授与
されました。
　受賞者は、次の皆さんです（敬称略、カッコ内は中学校名）。
○作文委員会賞（都大会）　
デュセリエ真凜（南中）、山口
太一（南中）、近澤爽風（真光寺
中）、相原美桜（山崎中）、森下
帆乃香（小山中）
○多摩西人権擁護委員協議会
長賞（多摩西地区大会）　
森匠輝（鶴川中）、山田詩織（鶴
川中）、羽山優希（鶴川第二
中）、井出恵（忠生中）、細山快
聖（堺中）

　法務省主唱の「社会を明るくす
る運動」では、犯罪や非行のない明
るい社会を築くことを目的に、毎
年作文コンテストを行っています。
　東京都推進委員会には、都内の
小・中学校から１万４７２７作品（小学
生５１４８作品、中学生９５７９作品）の
応募があり、中学生の部で市内の
生徒の作品が優秀賞に入賞しまし
た（敬称略、カッコ内は中学校名）。

　親子で椅子や時計を作るワークショップです（椅子、時計のどちらかを選択）。椅
子や時計は、持ち帰ることができます。
※詳細は町田市ホームページをご覧下さい。
対鶴川地域にお住まいの親子
日３月１０日㈯午後１時～４時（雨天時は１１日に
順延）
場鶴川中央公園冒険あそび場
定椅子１５組、時計１５組（申し込み順）
申３月７日午後５時までに電話またはEメールで
住宅課（遍ｍｃｉｔｙ３４００＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．�
ｊｐ）へ。

市内店舗で電子レシートの実証実験をしています
問電子レシートコールセンター錆０１２０・１４８・４４０（受付時間＝午前９時～午後６時〔土・日曜日、祝日を除く〕）、町田市産業観光課☎７２４・３２９６

中学生人権作文コンテスト
受賞者を表彰� 問福祉総務課☎７２４・２１３３

技能功労者・永年勤続従業員を表彰
問産業観光課☎７２４・２１２９

第６７回社会を
明るくする運動 作文コンテスト入賞
問福祉総務課☎７２４・２５３７

ワークショップを開催します
問住宅課☎７２４・４２６９

１月５日に市庁舎を訪れました
昨年のワークショップの様子

２月２日に町田商工会議所で表彰式を行いました

アプリをダウンロードして下さい

電子レシートアプリの使い方

　電子レシートの利用には、アプリをダウンロードする
必要があります。アプリは無料ですが、ダウンロードの通
信料は、利用者の負担となります。

　　　　　ミニストップ（町田小川店、町田和光学園前店、町田忠
生店、町田根岸店、町田小山ヶ丘店、町田旭町店、町田街道旭店、町
田小川２丁目店、町田山崎団地店）、HAC（つくし野駅前薬局、本町
田店、町田小山店、成瀬ローゼン店）、ウエルシア（町田木曽店、町田
滝の沢店、町田境川店）、ココカラファイン（町田店、成瀬店、くすり
セイジョー成瀬南口店、ドラッグストアいわい町田中町店、すずか
け台駅前店）、東急ハンズ（町田店）、三徳（町田山崎店、町田北店、本
町田店、成瀬店）、銀座コージーコーナー（成瀬店）
※ポイントがもらえるキャンペーンや、電子レシートと連携して
使える家計簿アプリ等の詳細は、協力店舗等で配布のパンフレッ
トをご参照下さい。

１月２９日に優秀賞の表彰がありました

　市と商工会議所は、２０１７年
度の技能功労者・永年勤続従業
員を表彰し、その功績をたたえ
ました。
　技能功労者は、永く同一の職
業に従事し、技能及び技術の鍛
錬や後進の指導育成にあたり、
市民生活の向上と産業の振興に
顕著な功績が認められている技
能者の方が対象で、今年度は１１
人が表彰されました。
　永年勤続従業員は、市内の同
一事業所に永年にわたり勤務し
ている方が対象で、今年度は３０
年が１０人、２０年以上が１４人、
１０年以上が３５人、合計５９人が
表彰されました。
　技能功労者の推薦業種団体、
技能職名及び氏名は、次のとおり
です（敬称略）。

○東京都理容生活衛生同業組合町田支部　
理容師：大久保和博、中島博孝
○町田市生花商組合　
フラワー装飾技能士：土屋真人
○東京土建一般労働組合町田支部　
大工職：小島喜男、金子健、造園職・植木職：田
中一生、天野信彦、塗装職：入山光信、板金職：
上野義昭
○町田市接骨師会　
柔道整復師：萩原秀一
○東京都電機商業組合町田支部　
家電製品販売：山口正

Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ
ダウンロード用
ＱＲコード

Ａｎｄｒｏｉｄ
ダウンロード用
ＱＲコード

協力店舗

優秀賞
「明るい未来のために」

小澤花音（金井中）

鶴川中央公園冒険あそび場で
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