
❶草木の繁  茂
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一戸建て
総住戸数9万3305戸

戸1217一戸建て
の空家

空家に関することで

市への要望が多い
内容

❹敷地内の

放置物

（「平成28年町田市空家実態調査」より）

備えあれば空家なし
　市内にある総住戸数22万4120戸のうち、住人のい
ない空家は1万7360戸。東京都全体や多摩26市の状
況と比較すると空家率としては低いものの、空家数では
八王子市に次いで２番目に多い状況です（出典：総務省
「平成25年住宅・土地統計調査」）。
　また町田市の特徴として、一戸建ての未活用空家の

数が増加傾向にあり、昨年度実施した市の空家実態調
査の結果によると、市内の一戸建ての総住戸数9万3305
戸のうち、1217戸の空家が存在しています。市では、
2016年度に一戸建ての空家を対象とした「空家0計画」
を策定し、適切に管理・活用されていない一戸建ての空
家を減らすための取り組みを進めています。

住宅資産の管理・活用のススメ

町田市の
空家事情 ゼロ

問住宅課 ☎724・4269

管理されていない空家は地域にさまざまな問題や影響を及ぼします
例えば…
〇木の葉や枝が隣の家の敷地や道路上にはみ出してきて危険。
〇夏は空家の敷地にできた水たまりに蚊が発生して迷惑。
〇空家敷地内に大量の放置物があり、地域の景観を阻害。
〇空家があると放火が心配。
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人口と世帯（外国人含む） 2018年2月1日現在人口 ： 428,687人（ 男：210,241人・女：218,446人）（前月より55人減） ／ 世帯 ： 194,125世帯（前月より4世帯増）



2 2018．3．1 広報まちだは1日・15日の月2回発行です

　不動産団体と協定を結び、空
家所有者の同意がある場合に不
動産団体へ空家の情報を提供
し、民間の不動産流通にのせる
制度を設けています。

市HP 町田市空家０計画  検索

まずは空家を発生させない

空家をどう管理する？

空家の利活用を考える

財産管理が不安な方へ

ここで紹介した取り組みの詳細は「町田市空家０
ゼロ

計画」でご覧いただけます。本計画の詳細は、町田市ホームページでご覧いただけます。

　市では空家を発生させないために、市民や空家の所有者に対し、住宅を資産として活用する方法や、適切に管理されていない
空家が引き起こすトラブルなどを周知しています。また、住宅の維持管理や相続の方法等の情報提供も行っています。

自分の家をどう
残していくか？

▲取り壊し前

▶取り壊し後
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空家出張相談会

所有者へお知らせを送付

空家を不動産流通にのせる仕組み 公共公益的利活用のためのマッチング事業

旧耐震建物の解体費用補助

無料相談会

「地域の空家対策に取り組んでいます」
鶴川平和台まちづくり推進委員会　委員長・滝口英荘さん　市内には、一戸建てに居住する高齢の単身世帯が増加しています。高齢

化に伴い、所有する財産を管理できなくなるケースも予想されます。財産
管理に不安のある高齢者にご利用いただける、以下のような制度もあり
ますのでご利用下さい。
◎成年後見制度…判断能力が低下した高齢者、知的障がい者、精神障がい

者などの財産管理や、契約を補助したり代理したりする人（成年後見人
等）を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
問福祉総務課☎７２４・２５３７
◎マイホーム借り上げ制度（一般社団法人移住・住みかえ支援機構）…住

み替えを希望しているシニア世代の持ち家を借り上げ、子育て世代な
どに安い家賃で広い住宅を転貸する制度です。
問同機構☎０３・５２１１・０７５７
◎リバースモーゲージの仕組み（金融機関等）…高齢者世帯の持ち家を担

保に、金融機関から融資を受け、死亡時に家（土地）を売却して借入金
　を一括返済する仕組みです。

　空家の所有者向けに、専門家による
無料相談会を行っています。今年度は３
月１２日㈪が最終回になります。
【３月１２日㈪　無料相談会】
相談時間１回目＝午前９時から、２回目
＝午前１０時から、３回目＝午前１１時から
定員各１人（申し込み順）
申３月７日までに電話で住宅課（☎７２４
・４２69）へ。

　昭和５6年５月３１日以前に着工され、市
の簡易耐震診断で耐震性不足と診断され
た戸建ての木造住宅について、除却工事
に要する経費の２分の１の額（５０万円を限
度）を助成しています（今年度の受け付け
は終了しています。ご希望の方は４月以
降、住宅課へお申し出下さい）。

空家関連情報の発信
　市内に固定資産をお持ちの方に対し
て、毎年５月に発送する固定資産税・都市
計画税納税通知書の送付にあわせて、通
知書の封筒裏面に空家に関する情報を掲
載し、意識啓発を行っています。

　市内の町内会・自治会へ弁護士・税理
士・宅地建物取引士といった専門家を派
遣し、住んでいる家屋が空家にならない
ようにするため、無料で相談に応じま
す。ご希望の町内会・自治会の方は住宅課

（☎７２４・４２69）へご連絡下さい。

空家セミナーの実施
　市と協定を結んでいる各専門家の団
体から講師を招いて、空家に関する講
演会を行っています。

　空家が発生した場合には、住宅課が空家相談の総合窓口となり、空家の所
有者等による適切な管理を促進するための支援を行っています。

　空家を地域の資源として利活用できるよう、不動産流通のための仕組
みづくりや支援を行っています。

　空家所有者へ、定期的に市の空家施策
等に関するご案内を送付しています。

　空家に関して、市に入る相談の７割以
上が草木の繁茂についてとなっていま
す。市では、町田市シルバー人材センター
と協定を結び空家問題に取り組んでいま
す。町田市シルバー人材センターでは空
家の草刈等の管理を行っていますので、
所有する空家の草木の繁茂でお困りの際
はご活用下さい。
問町田市シルバー人材センター☎７２３・
２１4７

　外観等から「誰も住んでいない」「使われている形跡がない」と判断され
た建物は空家とみなされますが、その状態が1年以上続き、周辺に深刻な
影響を与える状況になると、国の法律や市の条例に基づき「特定空家等」
と認定され、所有者には「指導または助言」、更には「勧告」「命令」「代執行」
といった措置が取られます。大切な資産を適切に管理、または活用するた
めに、知っておきたいポイントと対策を紹介します。

　所有する空家を公共公益目的
で利用することに同意いただけ
る所有者と、市内の空家を公共
公益目的で利用したいという団
体等を募集し、条件が合えば両
者をマッチングさせる事業を実
施しています。
※事業の詳細は町田市ホームページをご覧下さい。

●「空家出張相談会」を利用しました
　自治会として空家対策に取り組んできましたが、対策を進めるにあたり
会員の関心度を高めることが必要でした。無料相談会なら参加してみよう
という方はいると思い、市の「空家出張相談会」を利用しました。
　私自身も、あらかじめ弁護士、税理士、宅地建物取引士を選んで、わが家の
懸案事項について具体的なことや、特に人前ではなかなか質問しにくいよ
うな問題点についても遠慮なく質問できました。また親切に応答していた
だき、非常に効果的でした。
●今後活用されない空家を作らないために地域でできること
　自治会で借り上げ、小集会室として公益的な活用ができれば、高齢者の小
会合にも役立ち、空家を減らすことにもなり一石二鳥ではないかと思いま
す。高齢化が進む中、健康寿命をいかに延ばしていくかも、空家の増加
にブレーキをかけることにつながると思います。

草木の繁茂にご注意を
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４月１日から国民健康保険加入予定の方へ～証明書類をお持ちの方は早めの手続きを
問保険年金課保険加入係☎７２４・２1２４

市・都民税、償却資産、事業所税、個人事業税

申告はお済みですか

２０１８年度から　国民健康保険制度が変わります
問保険年金課事業管理係☎７２４・４０２７

南多摩斎場　ダイオキシン類調査結果
問南多摩斎場☎７９７・７６４1、町田市市民総務課☎７２４・４３４６

第２回全国一斉情報伝達訓練の実施
問防災課☎７２４・３２1８

答申が行われました　町田市子ども発達支援計画
問子ども総務課☎７２４・２８７６

農業体験プログラム参加者募集
問農業振興課☎７２４・２1６６

３月１日～７日　火の用心　一人一人の　心掛け　春の火災予防運動
問町田消防署☎７９４・０11９、町田市防災課☎７２４・３２５４

　本会議･委員会を下表のとおり開催します。開会時間は午前10時です。
問議会事務局☎724・4049

３月定例会・常任委員会を開催します

本会議・常任委員会日程（予定）
日 曜日 内　　　　容
9 金 本会議（議会構成）

※議案審議はありません。12 月
13 火 本会議（包括外部監査結果報告・補正予

算・施政方針・新年度議案）
14 水 議案説明会
15 木 議案説明会（予備日）・全員協議会
19 月 本会議（質疑）
20 火 総務常任委員会・健康福祉常任委員会・文

教社会常任委員会・建設常任委員会22 木
23 金 本会議（表決・一般質問）
26 月

本会議（一般質問）27 火
28 水
29 木

議会を傍聴しましょう
※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。
※会議の日程・時間等は変更
になることがあります。

ツイッターで情報発信
Twitterアカウント名=町田
市議会（町田市公式）
＠machida_gikai

【市・都民税】
　申告書の提出期限は３月1５日で
す。期限間近は窓口が大変混雑し
ます。お早めに提出して下さい。
問市民税課☎724・2114、211５
【償却資産（固定資産税）】
　毎年1月1日（賦課期日）現在で所
有している償却資産の内容を、1月
３1日までに市へ申告して下さい。
問資産税課償却資産係☎724・
2119
【事業所税】
　法人の場合は事業年度終了の日
から2か月以内、個人の場合は事

　市内では、2017年中に94件の
火災が発生しました。
　火災で亡くなる方の多くが住宅
火災によるものであり、寝たばこ
をしない、電気コードの上に家具
などの重いものを乗せない、調理
中にコンロから離れないことなど
が大切です。
　また、住宅用火災警報器をすべ

　2017年11月17日に火葬炉排ガス
中のダイオキシン類等の測定を行い
ました。測定結果は下表のとおりです。
　なお、火葬によるダイオキシン類

の発生や焼骨の損傷を防ぐため、棺
の中に副葬品（特にプラスチック製
品や化学繊維製品等）を入れないよ
う、ご協力をお願いします。

業を行った年の翌年の３月1５日ま
でに申告して納付して下さい。
問資産税課家屋係☎724・211８

ての居室や台所に設置し、電池交
換など適正に行いましょう。
　町田消防署では、防火防災フェ
アを実施します。
日３月4日㈰午前11時～午後３時
場町田東急ツインズＥＡＳT銅像前
広場（原町田6-５）
※詳細は町田消防署ホームページ
をご覧下さい。

　総務省消防庁から発信されるＪ
アラート（全国瞬時警報システム）
を使用した、全国一斉情報伝達訓
練を実施します。
　この訓練は、弾道ミサイル情報
や緊急地震速報等を市庁舎にある
Ｊアラート受信機が受け取り、自動
で町田市防災行政無線屋外スピー
カー及び戸別受信機から市内全域

に放送されることを確認するもの
です。詳細は、町田市ホームページ
をご覧下さい。
※町田市メール配信サービスに登
録している方には、事前にお知ら
せします。
日３月14日㈬午前11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。

Ｊアラートでお知らせする情報

国民保護関係情報

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

緊急地震速報 推定震度5弱以上のとき
気象警報 大雨特別警報など
火山噴火警報 噴火警戒レベル4以上（避難準備）など
※Jアラート以外にも市庁舎に設置している計測震度計での計測震度が震度4以上の場
合、自動で同無線屋外スピーカー及び戸別受信機から放送されます。

　2月9日に、町田市子ども・子育て
会議会長の金子和正氏（東京家政学
院大学教授）から市長へ、「町田市子
ども発達支援計画」の答申書が手渡
されました。
　この計画は、2017年4月に市長か
ら諮問を受けた同会議が、障がいの
有無にかかわらず、すべての子ども
が共に成長できるよう、地域社会へ

　市内の農業者が企画する農業体験
の年間プログラムです。羊や日本ミ
ツバチを飼育する里山の農場で、無
農薬での野菜栽培を体験します。
※日程、費用等は農業者へお問い合
わせ下さい。
場あした農場（小野路町7５0周辺の畑）

の参加や包容を推進するため、子ど
も・子育て家
庭のニーズや
パブリックコ
メント等での
意見を踏ま
え、検討を重
ねて作成した
ものです。

申電話またはＥメールで、あした農
場（☎090・7219・0047、遍ｎaｂe2
ｎe３＠ｙahｏｏ．cｏ．ｊｐ）へ。
※詳細は、あした農場ホームページ
またはフェイスブックをご覧下さい。
※単発の体験イベントもあります。また、
援農ボランティアも募集しています。

答申書が提出されました

調査項目（単位） 2号炉 12号炉 指針値等
ダイオキシン類濃度（ng-ＴＥＱ/㎥N） 0.15 0.15 5（※1）
ばいじん濃度（g/㎥N） 0.01未満 0.013 0.15（※2）
塩化水素濃度（mg/㎥N） 10 9 700（※2）
硫黄酸化物濃度（volppm） 2 2 無し
窒素酸化物濃度（volppm） 100 110 250（※2）
※1「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」による指針値
※2「大気汚染防止法」の廃棄物焼却炉の規制値

　国民健康保険（国保）の将来にわた
る安定のため、201８年度からは都
道府県と市区町村がともに国保の保
険者となります。
　今後、都は、財政運営の責任主体と
して、安定的な財政運営や効率的な
事業運営の中心的な役割を担うこと
で制度の安定化を目指します。
　また、市は、被保険者証（保険証）の
発行や保険給付の決定など、国保の
被保険者の方に身近な業務をこれま
でどおり行います。
※各種申請・お問い合わせ先は、これ
までどおり町田市保険年金課です。

【制度改正による変更】
○被保険者証等の様式
　都道府県全体で被保険者資格を管
理することになるため、被保険者証
（保険証）や限度額適用認定証等に
「都道府県名（東京都）」の表記が追加
されます。なお、被保険者の方が手続
きを行う必要はありません。
　今お持ちの保険証等は、記載の有
効期限までお使いいただけます。
○高額療養費の多数回該当の通算方
法
　高額療養費制度には、直近12か月
のうちに高額療養費の支給を4回以

上受けた場合に、4回目以降の自己
負担限度額を引き下げる仕組み（多
数回該当）があります。
　これまで他の市区町村に転居した
場合は、前住所地における高額療養
費の適用回数は通算されませんでし

た。
　201８年度からは、都内での転居
であれば、高額療養費の適用回数が
前住所地から引き継がれて通算され
ます。これにより、被保険者の方の自
己負担が軽減されやすくなります。

　4月2日は、退職等で健康保険の資
格を喪失した方が国民健康保険の加
入手続きを行うため、窓口が大変混
み合います。これまで加入していた
健康保険の資格を、4月1日に喪失す
ることが分かる証明書類をお持ちの
方は、３月22日から保険年金課、各市
民センターで加入手続きを事前に行

うことができます。
　被扶養者であった方が一緒に加入
する場合は、退職する方だけでなく、
被扶養者であった方の喪失日も記載
されている証明書類が必要です。手
続きには証明書類と印鑑、官公庁発
行の写真付き身分証明書をお持ち下
さい。

対前年に事業主控除額を超える事
業所得等のある個人事業主申告期
限３月1５日まで／所得税の確定申
告書や住民税の申告書を提出した
方は、必要ありません。なお、事業
を廃止した場合は1か月以内（死
亡による場合は4か月以内）に申
告が必要です。問八王子都税事務
所☎042・644・1114

八王子都税事務所【個人事業税】
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募　集募　集
町田市学童保育クラブ
臨 時 職 員
　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）、
つるっこ学童保育クラブ（大蔵町）、相
原たけの子学童保育クラブ（相原町）
募集人員合わせて８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、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
男女平等推進センター
運 営 委 員 会 委 員
対次のいずれかに当てはまる方　①
男女平等参画推進に取り組む同セン
ター登録団体の推薦を受け、かつ事
業に協力できる②市内在住で、男女
平等参画推進に理解があり、事業に
協力できる
任期５月～２０２０年３月
内月１回の定例会への出席（交通費
程度の謝礼・保育有り）
定①１０人②２人（抽選）
申①所定の推薦書②所定の申込書に
必要事項を記入し、３月２２日まで（必
着）に、郵送で男女平等推進センター
へ。
※所定の用紙は同センターで配布の
ほか、町田市ホームページでダウン
ロードもできます。
問同センター☎７２３・２９０８

忠生公園
２０１８年度ボランティア
対１年間を通じて活動できる方
日観察会＝毎月第１日曜日、軽作業
＝毎月第２・４木曜日、午前９時～正午
※季節による時間変更や臨時活動日
もあります。
場同公園自然観察センター（忠生が
にやら自然館）
内同公園の保全整備、自然観察会・下
見・準備・行事への支援等
定１０人（申し込み順）
申直接同館で申込書に記入（３月１８
日午前１０時から申込者対象の説明
会有り）。
問同公園☎７９２・１３２６、町田市公園
緑地課☎７２４・４３９９

お知らせお知らせ
玉川学園コミュニティセンター整備
事業に関する
説明会を開催します
　事業を実施するにあたり地域の皆
さんに事業内容、事業スケジュール
を知っていただくため、説明会を開
催します。
日３月１２日㈪午後７時～８時３０分
場玉川学園さくらんぼホール
問市民総務課☎７２４・４３４６
高齢受給者証が
カード型に変わります
　７０～７４歳の方がお持ちの国民健
康保険高齢受給者証の大きさが、こ
れまでのハガキサイズから、カード
型に変更となります。
　３月１２日㈪以降、新規加入する方
から順次切り替えを行います。現在、
ハガキサイズの高齢受給者証をお持
ちの方には、７月中旬ごろにカード
型の高齢受給者証をお送りします。
問保険年金課☎７２４・２１２４
３月１日～７日は
建 築 物 防 災 週 間
　建築物の所有者・管理者は、建物の

事故を防ぐために「外壁等、経年劣化
や脱落による落下の危険性の確認」
「防火扉や防火シャッターの周りに
障害物を置かない」「吹き付け石綿等
が使用された建物の適切な対策」等、
建築物を常に適法な状態に維持する
義務があります。日ごろから適切な
維持管理を行うようにしましょう。
問建築開発審査課☎７２４・４２６８
「愛の家グループホーム町田南成瀬」
入 居 者 募 集
　認知症高齢者グループホーム「愛
の家グループホーム町田南成瀬」が
開設されました。
※入居者の決定方法は申し込み順で
はありません。入居の必要性等を総
合的に判断して決定します。
定１８人（全室個室）
申申込書（愛の家グループホーム町
田南成瀬で配布）に記入し、直接また
は郵送で愛の家グループホーム町田
南成瀬（〒１９４－００４５、南成瀬５－５
－１、☎７３２・５８２０返７３２・５８２１）へ。
※申込書の郵送希望者は、電話また
はＦＡＸで取り寄せできます。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
「（仮称）ペンギンステイ南町田」
利 用 者 募 集
　３月２５日に、看護小規模多機能型
居宅介護事業所「（仮称）ペンギンス
テイ南町田」が開所します。
定２６人（宿泊９人）
申申込書（南町田病院正面入り口南
側の予約センター前で配布）に記入
し、持参の方は同病院受付で「総合サ
ポートセンター」を呼び出し、スタッ
フに手渡し。郵送の方は南町田病院
総合サポートセンター（〒１９４－
０００４、鶴間４－４－１、☎７０６・８８９１
返７８８・５０１２）へ。
※申込書の郵送希望者は、電話また
はＦＡＸで取り寄せできます。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

震度体験（起震車）訓練の申
込方法を一時変更します
　市では、地域の防災訓練時に、起震
車ぐらり号を使用した擬似震度体験
を実施しています。
　なお、９月～１１月の土・日曜日、祝
休日に実施する震度体験訓練の申し
込みは抽選となります（上記以外の
期間は申込開始日の午前８時３０分か
ら先着順で受け付け）。
申申込開始日は訓練実施日の６か月
前（閉庁日の場合は翌営業日）です。
申込開始日の午前８時３０分～９時に
直接または電話で防災課（市庁舎３
階）へ（仮受付期間）。その後、抽選で
訓練を実施する団体を決定します。
問防災課☎７２４・２１０７
消費生活センター
特 別 相 談 を 実 施

【多重債務１１０番】
　都と共催で、来所・電話相談を実施
します。お気軽にご相談下さい。
日３月５日㈪、６日㈫、午前９時～正
午、午後１時～４時
【若者のトラブル１１０番】
　悪質商法被害防止共同キャンペー
ンとして、来所・電話相談を実施しま
す。
日３月１２日㈪、１３日㈫、午前９時～正

午、午後１時～４時
◇

対市内在住、在勤、在学の方
場消費生活センター
電話相談番号☎７２２・０００１（相談専用）
問同センター☎７２５・８８０５

民泊の届出制度がはじまります
【住宅宿泊事業法とは】
　住宅を活用し、インターネットで
宿泊客を募る「民泊サービス」が広が
りをみせていますが、有償で人を宿
泊させるには、旅館業法に基づく許
可が必要です。
　近年の観光客の宿泊をめぐる状況
を考慮し、年間の宿泊提供日数が
１８０日（泊）までであれば、必要な届
出を行うことで、旅館業法の許可を
要しない、住宅宿泊事業法が６月１５
日から施行されることになりました。
【届出の窓口】
　３月１５日から生活衛生課環境衛生
係（町田市保健所〔中町庁舎〕）へ提出
して下さい。
※国土交通省観光庁が構築した電子
届出システム（民泊制度運営システ
ム）による届出も可能です。
【届出をする前に】
　住宅宿泊事業は、不特定多数の方
が宿泊することから、宿泊者の衛生、
安全措置等が適合している必要があ
ります。また、必要な書類が複数あり
ますので、届出をする前に必ず生活
衛生課へご相談下さい。
問生活衛生課☎７２２・７３５４
大地沢青少年センター～９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３月３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。
※９月４日、１１日、１８日、１９日、２５
日、２６日は利用できません。
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
９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３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）。
※９月１１日～１３日、１８日～２０日、
２７日は利用できません。

催し・講座催し・講座
家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日３月１８日㈰午前１０時～正午
場本町田高齢者在宅サービスセンタ
ー湧和
内家族介護者のこころとストレス
定２０人（申し込み順）
申電話で町田第２高齢者支援センタ
ー（☎７２９・０７４７）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

まちだ・さがみはら絆
ばん

・創
そう

・光
こう

　町田市・相模原市
ライトダウンイベント情報

問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

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
町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

3月12日㈪午
前10時~正午

市庁舎2階
会議室2-3

3人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報
課（☎724・8407）へ

　３月１１日午後７時～８時に、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。
【講演会と星空観望会】
　講演や星空の観察を通して、地球
温暖化防止や光

ひかり

害
がい

の防止について考
えます。
対町田・相模原市に在住、在勤、在学
の小学生以上の方（中学生以下は保
護者同伴）
日３月１１日㈰、講演会＝午後６時～７
時、観望会＝午後７時～８時（観望会
は雨天中止）
場まちだターミナルプラザ（観望会
は、まちだターミナルパーキング屋上）

講（株）五藤光学研究所・小林則子氏
【ＦＭ　ＨＯＴ　８３９でまちの様子を生
中継】
　「ＦＭ　ＨＯＴ　８３９」（８３．９ＭＨｚ）の
ラジオ番組で、観望会や両市のライ
トダウンの様子を生中継します。
　中心市街地では、商店街や大型店
が協力し、自主的な消灯により、来街
者とともに復興を願います。
　原町田中央通りでは、屋外の有線放
送により、同番組が生放送されます。
　この機会に、改めて電力等のエネ
ルギーの使い方や災害に対する備え
などについて見直しましょう。
放送日時３月１１日㈰午後６時～８時
３０分
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日3月4日㈰午前7時30分～8時30分（売り切れ次第終了） 場教育センター校庭 問農業振興課☎724・2166町田産新鮮野菜がいっぱい!日曜朝市

催し・講座催し・講座
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。
　３月の特別プログラムは、ゴム鉄
砲の予定です（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３月１１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
まちだの体力向上プロジェクト

春 の ス ポ ー ツ 教 室
【①ゼルビア探健隊によるボールエ
クササイズ教室】
対２０歳以上の方
日３月１２日㈪、１４日㈬、午前９時３０
分～１０時３０分、午前１０時４５分～
１１時４５分
申３月２日正午～８日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード１８０３０２Ａへ。

【②脳いきいき体操教室】
対おおむね５０歳以上の方
日３月１５日㈭、午前９時３０分～１０時
３０分、午前１０時４５分～１１時４５分
申３月２日正午～１３日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０３０２Ｂへ。

【③今日からはじめる簡単健康体操
教室】
対おおむね５０歳以上の方
日３月２０日㈫、午前９時３０分～１０時
３０分、午前１０時４５分～１１時４５分
申３月２日正午～１６日にイベントダ

イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０３０２Ｃへ。

【④はじめてのヨガ教室】
対２０歳以上の方
日３月２２日㈭、午前９時３０分～１０時
３０分、午前１０時４５分～１１時４５分
申３月２日正午～１９日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０３０２Ｄへ。

【⑤はじめてのピラティス教室】
対２０歳以上の方
日３月２８日㈬、午前９時３０分～１０時
３０分、午前１０時４５分～１１時４５分
申３月２日正午～２６日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０３０２Ｅへ。

◇
場①②④市庁舎③⑤なるせ駅前市民
センター
定各２０人（申し込み順）
費１００円（保険料）
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
新緑と起伏のあるコースが魅力

武相マラソン参加者募集
対１５歳以上の一般アマチュア競技
者（中学生は不可）
日４月２９日㈷、受け付けは午前７時
５０分～８時３０分、スタートは①ハー
フの部＝午前９時②８㎞の部＝午前９
時３０分（雨天実施、荒天中止）
コース①市立陸上競技場（野津田公
園内）～小野路～図師～小山田桜台
～同競技場②同競技場～小野路～図
師折り返し～同競技場
定①３０００人②１５００人（申し込み
順）
費４０００円
申３月２９日までに電話でスポーツエ
ントリー（☎０５７０・５５０・８４６）へ

（スポーツエントリーホームページ、
Ｓｐｏｒｔｓｎａｖｉ Ｄｏホームページまたは
全国のファミリーマートに設置のＦ
ａｍｉポートで申し込みも可）。
※申し込みには、別途手数料がかか

ります。詳細は、武相マラソンエント
リーセンター（☎０４８・７７８・５８８０、
受付時間＝祝日を除く月～金曜日の
午前１０時～午後５時）へお問い合わ
せ下さい。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
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３月１５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＝「畦地梅
太郎」／おはなし＝「ボロずきんの冒
険」（北欧の昔話）、「猫の結婚式」（安
房直子作）
語り手（特）まちだ語り手の会
※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１日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。

小山市民センターまつり
　小山市民センターを利用するサー
クル等が、日ごろの成果を発表し、地
域の活性化と交流を図ります。
日３月３日㈯、４日㈰、午前１０時～午
後４時
場同センター
内展示＝絵画・写真・生け花・絵手紙

・俳句等、発表＝ダンス・合唱・民謡・
舞踊・大正琴・和太鼓・カラオケ等
※お茶のお点

て

前
まえ

、各種模擬店もあり
ます（模擬店は有料）。
問同センター☎７９８・１９２７

里山保全活動参加者募集
　市内で初めて「関東・水と緑のネッ
トワーク拠点百選」に選ばれ、「生物
多様性保全上重要な里地里山」にも
選定された小野路町奈良ばい谷戸の
豊かな里山の環境を、後世に伝える
担い手を募集します。
対１８歳以上の方
日４月～２０１９年３月の土曜日、午前
９時４５分～午後３時、月１～２回を予
定
場奈良ばい谷戸（小野路町）
内農地の保全再生（水田・畑・道路・水
路整備）、雑木林の保全再生（竹伐採
・下草刈り・枝落とし）
定１０人（申し込み順）
費２０００円（連絡通信費、原材料費）
※参加者を対象に、現地説明会を４
月７日㈯午前９時４５分～午後３時３０
分に行います。
申３月６日正午～２６日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０３０６Ｃへ。
問（特）まちだ結の里事務局☎０９０・
２２２５・５４４４、町田市北部丘陵整備
課☎７２４・２１６４

開催します　第２１回町田市民交通安全の集い
やさしさが　走

はし

るこの街
まち

　この道
どう

路
ろ

問市民生活安全課☎７２４・４００３

町田市シルバー人材センター・町田市高齢者福祉課共催　

シルバー交流まつり
問町田市シルバー人材センター☎７２３・２１４７、町田市高齢者福祉課☎７２４・２１４１

市立博物館
小瀧千佐子コレクション　旅するヴェネチアン・ビーズ展
～１６世紀のアフリカトレード・ビーズから２０世紀のコスチューム・ジュエリーまで

問同館☎７２６・１５３１

　市では、町田・南大沢警察署や、町
田・南大沢交通安全協会をはじめと
する関係機関と連携し、交通安全対
策に取り組んでいます。
　その一環として、「第２１回町田市
民交通安全の集い」を開催します。
日３月１８日㈰午後１時３０分開演（開
場は午後１時）
場町田市民ホール
※満席の場合は入場いただけない場
合があります。
※駐車場はありません。
内式典、（特）高齢者安全運転支援研

究会による交通安全講話、アトラク
ション（つくし野中学校による交通
安全演劇、警視庁音楽隊と警視庁音
楽隊カラーガードによるパフォーマ
ンス）

　地域の皆さんへの日ごろの感謝を
込めて、シルバー交流まつりを開催
します。
日３月５日㈪午前１０時～午後４時
場わくわくプラザ町田３階
内パーソナルスタイリスト・辻恵氏

による講演「自分に似合う色でマイ
ナス１０才」、相続に関するミニセミ
ナー、お囃

は や し

子、小物製品等の物品販売
等
※詳細は町田市シルバー人材センタ
ーホームページをご覧下さい。

　コレクターである小瀧千佐子氏が収集した、１６
～２０世紀のヴェネチアン・ビーズで作られたネッ
クレスなど約１２０点を展示します。
会期３月１０日㈯～５月６日㈰
休館日月曜日（ただし４月３０日は開館し、５月１日
は休館）
開館時間午前９時～午後４時３０分
入館料一般３００円（障がい者１５０円、中学生以下無料）

関連イベント  
　参加は、当日展示をご覧いただい
た方に限ります（⑤⑥を除く）。

【①講演会～ビーズの歴史】
日４月８日㈰午後２時～３時３０分
講林原美術館館長・谷一尚氏
定６０人（先着順）

【②体験講座～ヴェネチアン・ビーズ
で作るデザインネックレス】
対中学生以上の方
日４月２２日㈰、午前１０時～正午、午
後２時～４時（各回とも同一内容）
講ヴェネチアン・ビーズコレクター　
小瀧千佐子氏
定各２０人（申し込み順）
費４５００円

【③学芸員によるギャラリー・トーク】
日３月１０日㈯、１８日㈰、４月１日㈰、
１４日㈯、５月５日㈷、６日㈰、午後２時
～２時３０分
定各２０人（先着順）

【④マルのつく日は缶バッジ・デイ】
　会期中、毎月１０日、２０日、３０日（休
館日の場合は翌日）に、展覧会の内容
にちなんだオリジナル・デザインの
缶バッジを２０人（先着順、１人１日１
個限定）にプレゼントします。５個集
めた方には更に特大プレミアム缶バ

ッジを差し上げます。
日３月１０日㈯、２０日㈫、３０日㈮、４月
１０日㈫、２０日㈮、３０日（振休）の開館
時間内

【⑤町田華道協会によるいけばな展
示】
日程４月１７日㈫～２９日㈷

【⑥博物館で年中行事～ＵＶレジン
で春色髪飾りをつくろう！】
対小学生以上の方（小学生は保護者
同伴、保護者は見学のみも可）
日３月２４日㈯、午前１０時～１１時３０
分、午後２時～３時３０分（各回とも同
一内容）
定各１６人（申し込み順）
費１０００円

◇
場①②⑥同館２階講堂（エレベータ
ー無し）③同館１階展示室④同館受
付⑤同館１階エントランスホール
申①③④⑤直接会場へ②３月２日正
午～４月１６日にイベントダイヤル

（☎７２４・５６５６）またはイベシスコー
ド１８０３０２Ｇへ⑥３月２日正午～１９日
にイベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード１８０３０２Ｆへ。

フィオラーテビーズネック
レス　ヴェネチア　２０世
紀前半　小瀧千佐子氏蔵
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福祉サポートまちだ
成年後見制度出張講座

【ご存知ですか？成年後見制度】
日３月１５日㈭午後２時～３時
場成瀬コミュニティセンター
内成年後見制度（法定後見制度）概要
や手続きの流れ、相談先の紹介等
定２０人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、直接、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（町
田市民フォーラム４階、☎７２０・９４６１
返７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７
自由民権資料館

町田自由民権カレッジ 
受 講 生 募 集
　受講生が自ら調査や学習・研究を
進める力を身に着けることを目的に
３年間（全４５回）で行う講座です。
対初めて受講する方
日１年目＝４月２１日、５月１２日、１９日、
６月２日、１６日、３０日、７月１４日、９月
８日、２２日、１０月６日、２０日、１１月１０
日、２４日、１２月１日、１５日、いずれも
土曜日午前１０時～正午、年１５回
場同館
内町田を中心に武相地域の幕末・明
治期の歴史を学ぶ（１年目＝座学中
心、２年目＝ゼミ形式で幕末・明治期
の史料を読む、３年目＝研究発表や
卒業論文を書く）
定３０人（市内在住、在勤、在学の方
〔市内の学習団体等で活動している
方を含む〕を優先のうえ、抽選）
費４０００円／年（別途フィールドワ
ーク時の損害保険加入料が必要）

申往復ハガキに講座名「町田自由民
権カレッジ」、住所・氏名（ふりがな）・
電話番号、在勤・在学の方はその旨を
書き、返信用にも宛名を明記し、４月
２日まで（必着）に、自由民権資料館
（〒１９５－００６３、野津田町８９７）へ。
問同館☎７３４・４５０８
生涯学習センター~学生活動報告会

ガ ク マ チ Ｅ Ｘ Ｐ Ｏ
　町田・相模原地域で活躍している
学生団体が、活動紹介や各団体ブー
スでの交流などを通して、日ごろの
成果を地域で活動する皆さんに向け
てＰＲするイベントです。
日３月１５日㈭午後１時～４時（入退場
自由）
場生涯学習センター７階ホール
問同センター☎７２８・００７１
開講します

２０１８年度前期ことぶき大学
　日程等の詳細は、募集プログラム
の冊子（生涯学習センター、各市民セ
ンター、各市立図書館等で配布、町田
市ホームページでダウンロードも
可）をご覧下さい。
対市内在住の２０１８年４月１日現在
６０歳以上の方
日①７月～９月の土曜日、午前１０時
～正午②５月～１２月の土曜日、午後
２時～４時③４月～２０１９年２月の金
曜日、午後２時～４時④４月～７月の

金曜日、午前１０時３０分～正午⑤５月
～６月の木曜日、午後２時３０分～４時
３０分、各全６回
場生涯学習センター
内①世界文学の中の村上春樹②合戦
から読み解く戦国社会～東の戦い・
西の戦い③日本の名建築総ざらい～
法隆寺から現代建築まで④なつかし
い歌をうたって、声の力でエネルギ
ッシュになりましょう！⑤オリンピ
ックを哲学する
定各１５８人、④のみ１００人（抽選）
申募集プログラムに添付の往復ハガ
キ（往返信ともに６２円切手貼付、市
販の往復ハガキも可）に、希望コース
名（第２希望まで）・住所・氏名（ふり
がな）・電話番号・年齢・性別を明記
し、３月２０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
（〒１９４－００１３、原町田６－８－１）へ。
問同センター☎７２８・００７１
おいしく！楽しく！健康に！

男 性 料 理 教 室
　栄養バランスが良く、繰り返し作
れるメニューを調理・会食します。
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４月１２日㈭、２０日㈮、２７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３月２７日ごろ
発送）

費２０００円（食材費等）
申３月６日正午～１２日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０３０６Ｂ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。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
わくわく仲間づくりカレッジ

里 山 ウ ォ ー キ ン グ
対市内在住の６５歳以上の方
※医師から運動制限等を受けている
方はご遠慮下さい。
日①４月６日㈮午前８時５０分～午後３
時②４月１９日㈭午前８時５０分～午後
３時③５月２日㈬午前８時５０分～午後
３時３０分、全３回
※集合は①ＪＲ横浜線成瀬駅前②③
町田バスセンターです。
内①成瀬②小山田③ＪＡＸＡの各コー
ス（各約７㎞）を歩く
定３０人（抽選、結果は３月２２日ごろ
発送）
費１２００円（施設入場料等）
申３月６日正午～１２日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０３０６Ａ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

催し・講座催し・講座

情報コーナー
●自衛隊町田募集案内所～自衛官等
採用案内（一般幹部候補生・一般曹候
補生）
　詳細は、同案内所へお問い合わせ
いただくか、自衛隊東京地方協力本
部ホームページを参照対一般幹部候
補生＝２２歳以上２６歳未満の方（２０
歳以上２２歳未満の方は大卒、修士課
程修了者等は２８歳未満の方〔いずれ
も見込み含む〕）、一般曹候補生＝１８
歳以上２７歳未満の方申５月１日まで
（必着）問同案内所☎７２３・１１８６
●東京都住宅供給公社～公営住宅入

居者募集
【市営住宅（一般世帯家族向〔３人以
上向〕＝２戸、若年ファミリー向＝６
戸）、都営住宅地元割当分（単身者向
シルバーピア＝１０戸、２人世帯向シ
ルバーピア＝１戸）】
　詳細は募集案内を参照／募集案内
は、３月１２日まで市庁舎１階総合案
内、各市民センター、町田・南町田・鶴
川の各駅前連絡所、木曽山崎・玉川学
園の各コミュニティセンター、同公
社町田窓口センターで配布（各施設
で開所日時が異なる）、同公社ホーム
ページで配布期間中に限りダウンロ
ードも可申郵送で３月１４日まで（必
着）問同公社都営住宅募集センター

☎７１３・５０９４
●（社福）町田市社会福祉協議会から
のお知らせ
　いずれも詳細は町田ボランティア
センターへ

【手話講習会受講生募集（①初級②中
級③上級④養成）】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
（④は１９歳以上）の方日５月１２日～
２０１９年３月９日、①④は火曜日、②③
は木曜日、昼の部＝午前１０時～正
午、夜の部＝午後７時～９時、各全３３
回（③④は４月１４日、１５日に入講試
験有り）費６４８０円から（税込み、別
途テキスト代）／クラスによって金
額の変動有り申所定の申込用紙（町

田ボランティアセンターに有り、同
センターホームページで申し込みも
可）に記入し、３月３１日まで（必着）に
郵送で町田ボランティアセンター
（〒１９４－００１３、原町田４－９－８）
へ

【ボランティア団体活動支援講座～
上手な助成金の活用方法】
対ボランティア・市民活動をしてい
る方日３月２２日午後７時～９時費
５４０円（税込み）申電話で町田ボラン
ティアセンターへ

◇
場町田市民フォーラム問同センター
☎７２５・４４６５

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。

●ひなた村
【①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
３月１７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）
【②ひなた村シアター】
日３月２５日㈰午前１０時３０分～１１時
３０分場ひなた村第１レクルーム内
「のどかな森のシンフォニー」「くま
の子ウーフ」「草原の少女ローラ」

◇
申①３月１日午前１０時から電話でひ

なた村へ②直接会場へ／①は３月１０
日以降定員に空きがあれば１９歳以
上の方も電話で受け付けます問ひな
た村☎７２２・５７３６
●産業観光課～春の体験型キッズセ
ミナー２０１８
　町田新産業創造センターでは、春
休みに２週連続で小学生向けの体験
型セミナーを開催します
【未来のエジソンは君だ！～まちだ
キッズ発明工作教室】
対小学３～６年生（保護者同伴の参加
も可）日３月２４日㈯午後２時～４時内
電子紙芝居を使って発明に関する疑
問を説明、発明品の紹介、紙皿と紙コ
ップを使った工作を通して発明の心

構えを学ぶ講日本弁理士会・本谷孝
夫氏、伊藤夏香氏、上田精一氏、吉田
倫太郎氏定３０人（申し込み順）
【まちだで未来にふれてみよう！～
まちふれ親子教室】
　同センターの入居企業から楽しく
学べる体験教室です対小学１～３年
生と保護者日４月１日㈰、午前１０時
～午後０時３０分、午後２時～４時３０
分（各回とも同一内容）内①簡単な数
字ゲームを使った体験プログラム②
ブロック型のロボットを動かすプロ
グラミングを体験講①学習塾マーチ
アシスト代表・加藤弥生氏②（株）プ
ロスク代表取締役・曽我泰彦氏定各
５０人（申し込み順）

◇
場町田新産業創造センター申同セン
ターホームページで申し込み問同セ
ンター☎８５０・８５２５、町田市産業観
光課☎７２４・２１２９
●生涯学習センター～親子イベント
人形劇団ひぽぽたあむ公演「かえる
くん・かえるくん」
　安心して観られるよう、静かなピ
アノ曲に合わせて上演します対市内
在住の未就学児とその保護者日３月
３１日㈯、午前１０時１５分から、午前
１１時３０分から場同センター定各５０
組（申し込み順）申３月１日午前９時か
ら電話で同センター（☎７２８・００７１）
へ

市立図書館3月、4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 ３月の日時 ４月の日時 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

①３月１４日、２８日 午後２時から
②３月１４日、２８日 午後３時から
③３月９日、２３日 午前１０時３０分から、１１時から
④３月７日 午後３時から

①４月１１日、１８日、２５日 午後２時３０分から
②４月１１日、２５日 午後３時３０分から
③４月１３日、２７日 午前１０時３０分から、１１時から
④４月４日 午後３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。
※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



72018．3．1催しや講座など、申込方法の記載がない場合は直接会場へおいで下さい。

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”ご利用下さい！

●市立総合体育館
【親子ふれあい体操教室】
対市内在住、在園の４～６歳
の未就学児とその保護者日４月７日
～６月１６日の土曜日（５月５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（１組１枚）に必要事項を明記し、３
月８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）
【小学生体操教室】
対市内在住、在学の運動が苦手な小
学生日４月１０日～６月１９日の火曜日

（６月５日を除く）、午後４時３０分～６
時、全１０回定４０人（抽選）費１４００円
申往復ハガキ（１人１枚）に必要事項
を明記し、３月８日まで（消印有効）に
同館へ

◇
問同館☎７２４・３４４０
●サン町田旭体育館～ラテ
ンエアロビクス
対市内在住、在勤、在学の
１８歳以上の方日４月１０日～２０１９年
３月１９日の火曜日（祝日・大会等を除
く）、午後０時１５分～１時１５分費１００
円（公開指導料）／別途施設利用料が
必要問同館☎７２０・０６１１
●市立室内プール～ピラテ
ィススクール
対１６歳以上の方日４月６日
～５月１８日の金曜日（５月４日を除
く）、午後３時３０分～４時３０分、全６

回定２０人（抽選）費３６００円申往復ハ
ガキに必要事項を明記し、３月２３日
まで（必着）に同プールへ問同プール
☎７９２・７７６１
●成瀬クリーンセンターテ
ニスコート～テニススクー
ル（第３５期）
対①ジュニアコース（７クラス）＝市
内在住、在学、在園の４歳～高校生②
一般コース（４クラス）＝市内在住、
在勤、在学の１８歳以上の方（高校生
は不可）日程３月１２日～４月１１日／
除外日等有り、要問い合わせ定各ク
ラス８人（申し込み順）費①５４００円
～７５６０円／月②８６４０円～９７２０円
／月申直接または電話で同テニスコ
ートへ問同テニスコート管理事務所
☎７２７・６２４０
●忠生公園～定例自然観察会「早春
のいきもの」
日３月４日㈰午前９時３０分～１１時３０
分（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）問同公園
☎７９２・１３２６
●町田市フォトサロン～春の薬師池
公園撮影会
日３月３１日㈯午前１０時～正午（小雨
実施）場薬師池公園問同サロン☎
７３６・８２８１
●町田市自然休暇村～忍野八海巡礼
ツアー受付開始
　１日目は忍野八海の散策とマルス
山梨ワインの工場見学、２日目は桔

梗屋の工場見学をします／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４月１９日㈭午前７時３０分～
２０日㈮午後４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・１
日目夕食から２日目昼食まで、入場

料・保険料含む）／旅行条件書、振込
先は申込者に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〕）申３月１日
午前９時から電話で自然休暇村（錆
０１２０・５５・２８３８）へ（４月９日以降の
取り消しはキャンセル料が必要）／
２０１８年度ツアー年間予定は自然休
暇村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。

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

暮らしに関する相談
　予約制の相談は、電話で①～⑧市民相談室（☎７２４・２１０２）⑨八王子少年センター（☎
０４２・６７９・１０８２）へ対①③～⑪市内在住の方⑫市内在住、在勤、在学の女性

名　称 日　程 予約方法／相談時間
①法律相談 月～金曜日 前週の金曜日から電話で予約
②交通事故相談 １４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）２日、９日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 ６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 １３日㈫
⑥登記相談 １日㈭
⑦行政手続相談 ８日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 ７日㈬
⑨少年相談 １３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
⑩国の行政相談 ６日㈫ 直接市民相談室（市庁舎１階）へ/午後１時３０分～４時⑪建築・耐震相談 ７日㈬
⑫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７～１１ページを参照

市HP 暮らしに関する相談 検索

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時～
午後5時）、4日＝ほづみ耳鼻いんこう科
・小児科医院（☎728・0275、南大谷
1426-138）

診療日 診療時間 診療科 医療機関名 電　話 住　所
１日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
２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
３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

４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 町田南ホームクリニック ☎７８８・２５８１ 南町田５-３-２８

内科、
小児科 小林クリニック ☎７３５・９９９０ 能ヶ谷１-７-１

内科 相原医院 ☎７７３・６７２４ 相原町１２４１-８

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
町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

５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
６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
７日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
８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
９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
１０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

１１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 栄山医院 ☎７２２・７４３０ 金森２-２５-３０
内科 なるせクリニック ☎７２１・６６８６ 西成瀬１-５７-１７
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 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

外科系
町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

１２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
１３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
１４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

国際版画美術館 問イベントダイヤル☎☎724・5656、同館☎☎726・2771、0860

浜田知明　100年のまなざし展
－戦争を経て、人間を見つめる。

　「山崎団地センター」バス停を中心に、団地同士が隣り合う
木曽山崎団地地区で3つのイベントが同時開催されます。

遊団地～団地はケーキである
　「スイーツ×団地」をテーマ
に、子どもも大人もアートで
遊ぶイベントです。
日3月10日㈯午前10時～午
後4時（小雨実施）
場町田木曽団地名店街広場
交通町田バスセンター4番・5
番乗り場から「山崎団地」行き
バス他に乗り「山崎団地セン
ター」下車すぐ南
※会場及び周辺に無料駐車場
はありません。公共交通機関
をご利用下さい。
○メインイベント　
　市内在住のイラストレータ
ー・本田亮さんによる下敷き

DANCHI Caravan in 町田山崎 ～防災まつり
　ワークショップや防災訓
練、キャンプファイアなど
を行います。
日3月10日㈯午前10時～
午後6時、11日㈰午前10時

～午後4時（予定、小雨実
施）
場町田山崎団地
問UR都市機構防災まつり
事務局☎☎080・2249・1679

木曽山崎コミュニティセンターまつり
日3月10日㈯午前10時～
午後4時30分、11日㈰午前
10時～午後4時
場同センター
内展示（書・俳画・絵手紙・手
芸品・絵画・写真・保育園児
の作品等）、舞台発表（舞踊

・カラオケ・コーラス・和太
鼓・民謡・ダンス等）、模擬店
（バザー・焼き鳥・手作り品
や植物苗等の販売・ごみ減
量PR等）
問木曽山崎連絡所☎☎793・
3030

ふれあいくぬぎ館（木曽山崎コミュニティセンター内）
は3月10日㈯はセンターまつりのため臨時休館します。

　町田シバヒロ初の屋外映画
上映イベントを開催します。
当日は、お子さん向けの楽し
いステージもあります。
　屋外イベントですので、レ
ジャーシートや毛布などをご
持参のうえ、暖かい服装でご
参加下さい（雨天中止）。

日3月18日㈰午後3時から
場町田シバヒロ
定300人（先着順、予約不要）
○上映時間・内容　午後6時
から「怪盗グルーのミニオン
大脱走」（2017年製作）
※詳細は町田市ホームページ
をご覧下さい。

　浜田知明（はまだちめい）は
2017年12月に100歳を迎えた版
画家・彫刻家です。過酷な戦争経験
を原点に、社会や人間そして自分
自身をも鋭くユーモラスに表現し
続ける作品は、国内のみならず世
界的に高く評価されています。
会期3月10日㈯～4月8日㈰
休館日月曜日
開館時間火～金曜日＝午前10時
～午後5時、土・日曜日、祝日＝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）
場同館企画展示室
入館料一般600円、高校・大学生・
65歳以上300円、中学生以下は無料
※3月10日は無料です。

関 連 催 事
○プロムナード・コンサート　
日3月17日㈯午後1時から、午後3時
から（いずれも30分程度）
場同館エントランスホール
演奏中里亜美（ピアノ）
※立ち見での鑑賞です。
※曲目等は、同館ホームページをご
覧下さい。
○映画上映会　
　当日観覧券をお持ちのうえ、直接
会場へおいで下さい（先着100人）。
※各回とも上映終了後に解説があり
ます。
日・内3月18日㈰午後1時30分～4
時15分＝「真空地帯」（1952年、監督
:山本薩夫、原作:野間宏）、3月25日㈰

午後1時30分～3時15分＝「戦ふ兵
隊」（1939年、監督:亀井文夫）
場同館講堂
解説東京大学大学院総合文化研究科
超域文化科学専攻表象文化論博士課
程・角尾宣信氏
○ギャラリートーク（入退場自由）　
　当日観覧券をお持ちのうえ、2階
企画展示室入り口にお集まり下さ
い。
日①3月11日㈰、4月7日㈯、午後2時
から45分程度②3月21日㈷午後2時
から45分程度
場同館企画展示室
内①担当学芸員によるギャラリート
ーク②館長によるスペシャルトーク

問企画政策課☎☎724・2103

　いずれも当日は、防災無線で黙とう
のご案内をします。
【東京都平和の日】
　1945（昭和20）年3月10日、東京大
空襲で一夜にして多くの尊い命が失わ
れました。東京都では、平和国家日本の
首都として、戦争の惨禍を再び繰り返
さないことを誓い、3月10日を「東京都
平和の日」と定めています。
　戦没者のご冥福と世界平和を祈って
黙とうを捧げましょう。
日3月10日㈯午後2時から1分間
【東日本大震災から7年】
　2011（平成23）年3月11日、東日本
大震災で多くの方が被災されました。
犠牲者のご冥福と被災地の1日も早い
復興を祈って、黙とうを捧げましょう。
日3月11日㈰午後2時46分から1分間

団地の新しい魅力を団地の新しい魅力を
木曽山崎団地で発見しよう木曽山崎団地で発見しよう！！

問住宅課☎☎724・4269

芝★楽★座
～町田シバヒロでえいがと星空を楽しもう

問産業観光課☎☎724・2128

©2016 Universal Studios. 
All Rights Reserved．
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春は3つのイベントが同時開催！

名誉市民　三橋國民氏逝去
　町田市名誉市民である三橋
國民氏（97歳）が、2月4日に
ご逝去されました。氏の逝去
を悼み、謹んでお悔やみ申し
上げます。
　三橋氏は、造形美術家とし
て、「鎮魂」と「平和への願い」
をライフワークとして彫刻、
絵画、彫金など、幅広い創作活
動を続けてこられました。
　また、自らの戦争体験や平

和を希求する思いをさまざま
な世代に向けて語る「語り部」
としての講演活動にも取り組
んでこられました。
　戦争の悲惨さ、平和への祈
りを訴え続けてこられた三橋
氏の姿は、広く市民に敬愛さ
れ、誇りとするところであり、
心から哀悼の意を表します。

町田市長　石阪　丈一

を使ったワークショップで
す。団地を巨大なスイーツに
変身させます。
○粘土細工ワークショップ　
　思い思いのスイーツを作っ
ちゃおう！（材料費がかかり
ます）
○スイーツ団地の探検　
　冒険マップを片手に団地を
探検して回ろう！
○お菓子の釣り堀　
　がんばってお菓子やプレゼ
ントを釣り上げよう！
○スイーツマルシェ　
　団地の名店街に1日限定の
特別なお店が登場します。

○懐かしい団地の写真展　
　昔の風景とスイーツを楽し
める憩いの場です。
○子育て世帯向け住宅紹介　
　東京都住宅供給公社（JKK
東京）によるオープンルーム
を実施しています。
○その他　
　音楽ライブ、モッタイナイ
マーケット等
※詳細は、町田市ホームペー
ジをご覧下さい。イベント内
容については町田パリオ（☎☎
725・3710）へお問い合わせ
下さい。
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