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NPO法人「ひまわりの会」
平田容子さん

現在18歳のあなた⇨2040年は40歳
介護保険の被保険者に。仕事や子育てに加え
て、親の介護をしているかもしれません……。
現在43歳のあなた⇨2040年は65歳
団塊ジュニア世代も高齢者となり、現在約２６
％の高齢化率は35%を超える見込み。介護に
関わるさまざまな課題を抱えているかもし
れません……。

未来のあなたと介護
　高齢者人口がピークに向かう２０４０年には、
６5歳以上の高齢者１人を１5〜６４歳の約１.5
人で支える社会が訪れるといわれています。

2040年

市内全店舗のスターバックスコ
ーヒーで開催する「Ｄカフェ（認知症カフ
ェ）」は認知症当事者の方やその家族、地域住民
などが気軽に集まって交流や情報交換をする場です。
　　場の調整役である平田容子さんは、認知症の母を
介護した経験を生かしてNPO法人「ひまわりの会」
で働いています。「認知症の当事者同士の会話が不安
解消に役立つのと同様に、家族の不安を取り除くに
は家族介護者同士の会話が大切」と、家族での参加を
積極的に呼び掛けています。
　Ｄカフェに関する情報を詳しく知り
たい方は、「まちだＤマップ」公式ホーム
ページ（右下のQRコード参照）をご覧
下さい。認知症について知る機会とし
て、Ｄカフェに参加してみてはいかが
でしょうか。

問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

高齢者の介護予
防自主グループが、市内の

各所で地域の子ども達を対象に
読み聞かせを行うなど、多世代
交流の活動が増えています。高
齢者の生きがいづくりや介護予
防の取り組みが地域貢献につな
がることで、地域の支え合いが
進んでいます。
問高齢者福祉課

☎７２４・２１４６

介

D

現在53歳のあなた⇨2040年は75歳
後期高齢者の仲間入り。支援・介護が必要と
なっているかもしれません……。

ア アクティブシニア
（5０歳以上の元気な方）
に、介護の担い手として
地域で活躍していただけ
るよう、市内の介護保険事
業所等への就労支援を行
っています。
問いきいき総務課

☎７２４・２9１６

2面で、新たに策定した介護保険事業計画を紹介しています

スターバックス
コーヒー店名 開催日 時　間 住　所 定　員

（予定）
鶴川店 7月 2 日㈪

午前１０時～
正午

能ヶ谷１－５－１ １０人
ぽっぽ町田店 7月 ５ 日㈭ 原町田４－１０－2０ ８人
ルミネ町田店 7月 7 日㈯ 原町田６－１－１１ ６人
町田パリオ店 7月 9 日㈪ 森野１－１５－１３ ８人
町田東急ツインズ店 7月１2日㈭ 原町田６－４－１ １０人
多摩境店 7月１８日㈬ 午前9時～１１時 小山ヶ丘３－2－８ １５人
町田金森店 7月2１日㈯ 午前１０時～

正午
金森３－１－１０ １０人

小田急町田駅店 7月2６日㈭ 原町田６－１2－2０ ８人
※定員を超えた場合、他のお客様の都合上、参加できない場合もありますのでご了承下さい。
※申し込み不要です。直接会場においで下さい。費用は実費（飲食代）となります。

出張認知症カフェ（Ｄカフェ）　7月開催日程

町田市　Dカフェ 検索

介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、
医療・介護サービスだけでなく、自助・互助といった地域の支え合いが重要となります。

現在、介護が必要な方はもちろん、そうでない方も、未来のあなたが自分らしく安心して暮らしていける
地域づくりのため、今できることについて、一緒に考えてみませんか。

他人事ではないこれからの介護

今号の紙面から 　●4面　みんなでつくる未来の場　●5面　納入・納税通知書をお送りします
かたち
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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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高齢者の尊厳が守られ、
人生の豊かさが実感できるま ち
地域で支えあい健やかで自分らしさを感じられるまちの実現

第７期町田市介護保険事業計画

介護保険制度の改正と介護保険料の改定について

詳細は次号以降の「広報まちだ」に掲載する予定です

※７月２日に「介護保険料決定通知書（納入通知書）」を発送します。具体的な介護保
険料額が記載されていますので、ご確認下さい。

⃝65歳以上の介護保険サービス利用者の負担割合が変わります
⃝２０１８年４月１日の申請から、更新認定の有効期間の上限が２４か
月から３6か月に延長されました

⃝介護保険料月額基準額を5３9０円から5４5０円に改定しました

地域の支え合いで
いきいきと暮らしている
�地域の身近な相談窓口として、高齢者
支援センターの機能の充実を図ります
地域の一員として生きがいを持って暮
らしていけるよう、介護予防・生活支援
サービスの充実を図ります

※直接会場においで下さい。

市民説明会 開催します！を

いきいき総務課☎７２４・２9１6問

市民協働おうえんルーム（市庁舎２階）会場

日時 ７月1日日午前10時30分～11時30分

支援が必要になっても
住み慣れた地域で生活できている
認知症になっても地域の一員として暮らしてい
くことができるよう、認知症の方やその家族の
視点を重視した取り組みを推進します
必要な医療・介護サービスを受けながら、住み慣
れた地域での生活を続けられるよう、医療・介護
の連携を推進します

Dカフェは
この取り組み！
（1面参照）

質の高い介護保険サービスが必要な時に安心して
受けられるよう、介護人材の確保・育成を進めます
介護サービスが必要になっても住み慣れた地域
で暮らし続けられるよう、地域密着型サービス
の整備を推進します

よりよい介護保険サービスを
適切に利用できている

アクティブ
シニアは

この取り組み！
（1面参照）

　第７期町田市介護保険事業計画は町田市ホームページや高齢者福祉課（市庁舎１階）、
各市立図書館等でご覧いただけます。
問いきいき総務課☎７２４・２9１6

３月に策定した第７期町田市介護保険事業計画では、高齢者が安心して住み慣れた地域で暮らすために、
３つの基本目標と6つの重点的な取り組みの柱を掲げました。

重点

重点

重点

重点

重点

重点

介護予防
自主グループは
この取り組み！
（1面参照）

町田市　介護保険事業計画 検索

基本目標１

基本目標２

基本目標３

地域の一員として
生きがいを持って生活したい！

必要な支援を受けながら、
在宅で生活したい！

質の高い介護サービスを
安心して受けたい！
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6月1日～30日「City SCOOP」５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます

　多くの自治体が人口減少に直面す
る中、国は、働き方改革を進めること
で労働生産性の向上やワーク・ライフ
・バランスの実現を目指しています。
　町田市の状況に目を向けると、近
年、年少人口の転入超過者数が全国で
上位に入るという喜ばしいニュース
がある一方で、出生率の低さや２０代
の市外転出の多さも目立っています。
　国の働き方改革と同様に、町田市
においても、子育てと仕事を両立で

きる環境づくりや、まちの魅力を向
上させる取り組みを進め、積極的に
若年層の定住促進に乗り出していく
必要があると改めて感じています。
　そして、住む場所として実際に町
田市を選んでいただいた方に、暮ら
しやすさや便利さを実感していただ
けるよう、あらゆる面で他自治体以
上の行政サービスを提供すること
で、１５年後も３０年後も選ばれ続け
るまちを目指します。

　これからの４年間は、町田市基本
計画「まちだ未来づくりプラン」の集
大成の期間となります。
　多摩都市モノレールの延伸や中心
市街地の再開発など、長期的な対応
が必要な取り組みについても、しっ
かりと向き合い、将来への道筋をつ

けていきたいと考えています。
　そして、目標を着実に達成してい
く姿を、市民の皆様をはじめ、多くの
方にお示ししていくことで、１５年後
も３０年後も選ばれ続けるまちを目
指します。

２０２０オリンピック・パラリンピ
ックではパラバドミントンのイン
ドネシア代表のキャンプ地に内定
しました。

　キャンプ期間中は、競技団体と
協力して、スポーツを通した国際
交流に取り組んでいきたいと考え
ています。

　２０１８年４月１日時点の待機児童
数は１４６人で、現在の形で集計を
始めた２００１年以降最も少ない人
数でした。そのうちの９割以上を
占める０歳から２歳の待機児童を解
消すべく、南地区・町田地区を中心
に小規模保育所の整備などを進
め、２０１９年４月の待機児童ゼロを
目指します。
　また、放課後子ども教室「まちと
も」の実施校数を増やすことに加
え、小山中学校区や鶴川第二中学
校区に子どもクラブの整備を進め
るなど、子どもの居場所づくりも

着実に進めていきます。
　学校教育では、次期学習指導要
領を先取りし、今年度から市内の
全小学校で英語の教科化を実施し
ています。
　また、外国語指導助手の増員等
を図り、授業以外でも児童が英語
に触れる機会を増やすことや、玉
川大学と共同開発した独自カリキ
ュラムを生かした町田市ならでは
の英語教育を推進することで、「英
語教育で選ばれるまちだ」を実現
します。

将来を担う人が育つまちをつくる

　これから先のまちづくりはすべ
て、多摩都市モノレールの延伸を前
提とするため、新たに「多摩都市モ
ノレール推進室」を立ち上げ、その
推進体制を整えました。今後は、関
係機関との協議を加速させ、延伸
ルートや中間駅の位置など、事業計
画の内容を着実に固めていきます。
　町田市の東の玄関口である鶴川
駅周辺については、北口交通広場の
拡張整備に具体的に着手し、都市
計画変更と予備設計を進めます。
　そして、「南町田拠点創出まちづ
くりプロジェクト」については、
２０１９年秋のまちびらきに向け、
鶴間公園の整備に着手しました。

まちの中心部分である「（仮称）パ
ークライフ・サイト」についても、
子どもクラブやミュージアムなど
多機能が複合するエリアとして、
施設計画を具体化していきます。
　また、相原駅周辺のまちづくり
では、町田街道の立体交差化工事
に備え、相原駅東口への新たなア
クセス路の整備に向けた測量・調
査・設計を行っていきます。
　本年３月に策定した「熱回収施設
等の周辺施設整備基本構想」では、
小山田桜台側に位置する池の辺

はた

処
分場の整備に向けた基本設計に入
るとともに、健康増進温浴施設の
基本設計にも取り掛かります。

暮らしやすいまちをつくる

　高齢者が住み慣れた地域で安心
して暮らし続けることができる環
境づくりに取り組むため、本年３
月に第７期町田市介護保険事業計
画を策定しました。
　この計画に基づき、介護人材の
育成支援や、アクティブシニアの
就労支援などを行っていきます。
　また、地域の文化活動の拠点と
して利用されてきた玉川学園コミ

ュニティセンターについて、老朽
化が顕著であることから、建て替
えを進めていきます。施設規模を
拡大して、新たに地域活動室等を
設けるとともに、駅からのアクセ
ス向上とバリアフリーに資する
「（仮称）玉川学園前駅デッキ」を整
備することで、より多くの方にと
って利用しやすい施設にしていき
ます。

安心して生活できるまちをつくる

直していきます。
　最後に、公共施設における行政
サービス改革の柱となる「公共施
設再編計画」を７月に公表します。
この計画は、３８年間を計画期間と
し、公共施設の配置の最適化を図
ることを目的としています。２０１８
年度からは、今後９年間に取り組
む内容をまとめた「短期再編プロ
グラム」に基づき、公共施設再編の
第一歩を踏み出します。

　生産性向上の取り組みでは、他
自治体との比較分析に基づく事務
事業見直しを継続して実施し、新
たに住民基本台帳業務などの分野
に対象を広げていきます。
　次に、行政サービス向上と職員
の意識改革を目指し、「見直そう！
“伝わる日本語”推進運動」を開始
します。専門用語を使った通知文
等について、市民視点に立ち、内容
を分かりやすく伝えられるよう見

行政経営改革

　観光、文化芸術、スポーツという
それぞれの視点から整備中の「３
つのもり」について、薬師池公園四
季彩の杜では、２０２０年度の西園
オープンを目指し、農産物直売所
やカフェを備えた「ウェルカムゲ
ート」を整備していきます。
　芹ヶ谷公園芸術の杜では、公園
北側の都営住宅跡地一帯を芝生広
場へと整備します。また、（仮称）国
際工芸美術館の建設も進め、芹ヶ

谷公園を「芸術の杜」の名にふさわ
しい場所としていきます。
　そして、野津田公園スポーツの
森では、北側の拡張区域に人工芝
のグラウンドやテニスコートを整
備するとともに、陸上競技場観客
席増設に向けた実施設計と造成工
事に着手します。
　また、このたび町田市は、ラグビ
ーワールドカップ２０１９でアフリ
カ地区代表のキャンプ地に、東京

賑わいのあるまちをつくる

2018 年度の市政運営の視点

2018 年度の主要な取り組み

むすびに

多摩都市モノレール

15年後も30年後も
　　選ばれ続けるまちへ
15年後も30年後も
　　選ばれ続けるまちへ

平成30年度（2018年度）施政方針 　平成30年（２0１8年）第２回市議会定例
会が開会され、石阪市長は６月７日の本会
議で施政方針を表明しました。
　ここでは、その概要を掲載します。全文
は町田市ホームページでご覧いただけま
す。
問企画政策課☎７２４・２１03

町田市長 石阪丈一
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まちだくらしフェア2018 ７月６日㈮、７日㈯にまちだくらしフェア2018を開催します。７月６日㈮、７日㈯にまちだくらしフェア2018を開催します。　詳細は｢消費生活センター　　だより特集号｣(６月１４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。　問消費生活センター☎７２５・８８０５

健康案内健康案内
胸 部 エ ッ ク ス 線 健 診
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
で、健診受診希望日の前後１年間、胸
部エックス線検査を受ける機会のな
い方
日７月４日㈬、１７日㈫、８月１日㈬、２１
日㈫、９月５日㈬、１８日㈫、午前９時
３０分～１１時
場町田市保健所（中町庁舎）
定各２０人（申し込み順）
申健診受診希望日の１週間前まで
に、イベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）へ。
問保健予防課☎７２２・７６３６
お送りします

成 人 健 康 診 査 受 診 券
　６月２９日から順次、成人健康診査
の受診券を送付します。
　対象者は、４０歳以上の町田市国民
健康保険加入者、生活保護受給者、中
国残留邦人等支援給付受給者、後期
高齢者医療制度加入者のうち、１０月
～３月に生まれた方です。なお、年度
内に７５歳になる方は送付時期が異
なる場合があります。
問市役所代表☎７２２・３１１１

募　集募　集
町田市学童保育クラブ

夏 季 期 間 臨 時 職 員
　各学童保育クラブに在籍する児童
（障がい児を含む）の保育及び介助の
仕事です。
勤務日７月２１日～８月３１日の月～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（最大７時間
３０分）
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１１人程度

催し・講座催し・講座
か ら だ 測 定 会

【お子さん連れ大歓迎！測って、知っ
て、健康づくり！】
対市内在住の①１８～６４歳の女性②
１８歳以上の方
日６月２５日㈪①午前１０時１５分～１０
時４０分②午前１１時２５分～正午（お
子さん連れを優先する場合も有り）
場子どもセンターつるっこ　わくわ
く（卓球室）
内血管年齢測定、骨の健康度測定、口
の健康チェック、しこりチェッカー
（乳がん自己触診用）、保健師・栄養士
による結果説明・講話（②は測定の
み、講話はありません）
問保健予防課☎７２２・７９９６
アルファ化米と乾パンを使って

防災食をおいしく食べよう
　おいしく食べるレシピを実習しま
す。
対市内在住の方
日７月５日㈭午前１１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２４人（申し込み順）
費１００円（食材費）
申６月１９日正午～２７日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１８０６１９Ａへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６
開催します
「 ま ち カ フ ェ！」準 備 会
　１２月２日㈰に開催する第１２回市
民協働フェスティバル「まちカフェ
！」は、市内を中心に活躍する町内会
・自治会やNPO法人、ボランティア
団体などが一堂に集い、活動発表な
どを通じて交流を深めるイベントで

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
の教員免許、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）及び資格をお持ちの
方は資格証明書の写しを、直接また
は郵送で児童青少年課（市庁舎２階、
〒１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問児童青少年課☎７２４・２１８２

お知らせお知らせ
民泊の届出制度がはじまります
　いわゆる「民泊」を実施する場合の一
定のルールを定めた住宅宿泊事業法が
６月１５日に施行されました。
　住宅宿泊事業者として届出を行っ
た方は、年間１８０日を超えない範囲
で、住宅を活用して、宿泊サービスを
提供する事業を営むことができます。

【届出の窓口】
　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。
※届出の際は、事前に必ず同課へ相談
をして下さい。
※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）による届出が可能です。詳細は、民
泊制度コールセンター（☎０５７０・０４１
・３８９、受付時間＝午前９時～午後１０
時）へお問い合わせ下さい。
問生活衛生課☎７２２・７３５４

盲導犬の利用者を募集します
　視覚に障がいのある方を、安全・快
適に誘導する盲導犬の利用を希望す
る方は、６月２２日までにお住まいの
地域の障がい者支援センターへお問
い合わせ下さい。
対都内在住の１８歳以上で次のすべ
ての要件を満たす方　①視覚障害１
級である②都内におおむね１年以上
居住している③世帯の所得税課税額
が月平均で７万７０００円未満である
④盲導犬の飼育を、家屋の所有者・管
理者から認められている⑤決められ

す。今回、実行委員会の設立に先立
ち、準備会を開催します。
　出展を考えている団体や、企画に
携わりたい方、ボランティアとして
参加したい方はご出席下さい。
　詳細は、町田市ホームページをご
覧下さい。
日７月９日㈪午後６時３０分～８時
場市庁舎
申団体名（団体として参加する場合）
・氏名・電話番号・Ｅメールアドレス
を明示し、７月２日午後５時までに電
話またはＦＡＸで市民協働推進課（☎
７２４・４３６２返０５０・３０８５・６５１７）
へ。
再就職を目指す

女性のための職業訓練
【５日間コース～Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ基礎
科】
　東京都と共催です。
※原則受講決定後の辞退はできませ
ん。
対結婚・出産・育児・介護等で退職し、
求職中の方で、次のすべての要件を
満たす方　①ハローワークで求職登
録をしている②全回参加できる③講
習終了後、ハローワークに職業相談
をすることができる
※６か月以上の未就学児（１０人）は、
訓練中、同施設内でお預かりします。
日７月２３日㈪～２７日㈮、午前１０時
～午後３時、全５回
場町田市文化交流センター
定１０人（要件を確認のうえ、抽選）
申申込書（産業政策課〔市庁舎９階〕
に有り、ＴOＫＹOはたらくネットホ
ームページでダウンロードも可）に
記入し、６月２５日～７月６日（必着）に
直接または郵送で東京都産業労働局
雇用就業部能力開発課「Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃ
ｅｌ基 礎 科 申込窓口」（〒１６３－
８００１、新宿区西新宿２－８－１、都庁
第一本庁舎２１階）へ。

た訓練を受け、盲導犬を適切に管理
できると認められる⑥盲導犬の利用
が、社会活動への参加に効果がある
と認められる
※介助犬・聴導犬については、募集時
期になりましたら、本紙及び町田市
ホームページでお知らせします。
問各地域の障がい者支援センター
（堺☎７９４・８７９０返７９８・２２９０、忠
生☎７９４・４８５１返７９４・４８５２、鶴川
☎７０８・８８２１返７０８・８９７７、町田☎
７０９・１３０１返７０９・１３０２、南☎７０６
・９６２４返７０６・９６３２）、障がい福祉
課☎７２４・２１４５返０５０・３１０１・
１６５３
６月２３日～２９日は

男女共同参画週間です
　職場や学校、地域、家庭で、男性と
女性が一人ひとりの個性と能力を発
揮できる「男女共同参画社会」を実現
するには、国や市だけでなく、市民の
皆さんの取り組みが必要です。
　この機会に、男女のパートナーシ
ップについて考えてみませんか。
内閣府男女共同参画局 検索

問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８
生涯学習センターまつり

参加団体を募集します
　１０月１９日㈮～２１日㈰に「第７回
生涯学習センターまつり」を開催し
ます。同センターで活動している、ま
たは活動しようと考えているサーク
ル・団体で実行委員会を組織し、運営
を行います。

【事前説明会を開催します】
　参加希望団体は、必ず１人以上出
席して下さい。
対主に生涯学習センターで活動して
いる団体
日７月６日㈮、午後２時から、午後６時
から、７日㈯午前１０時から、いずれも
１時間程度（各回とも同一内容）

※持参の方は、２１階フロア入り口の
電話で就業促進担当を呼び出して下
さい。
※講習内容や申込要件等の詳細は申
込書をご確認下さい。
問同局雇用就業部能力開発課☎０３
・５３２０・４８０７、町田市産業政策課☎
７２４・２１２９
女性のための

就 職 準 備 セ ミ ナ ー
対就職を考えている女性
日７月１２日㈭午前９時３０分～正午
場町田市民フォーラム
内「就職を取り巻く環境と心構え」
「いま一番知りたい！短時間労働者
の社会保険適用と税～おさえておき
たい１０３万円の壁」
講社会保険労務士・大塚隆裕氏
定２４人（申し込み順）
申６月１９日正午～７月９日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８０６１９Ｂへ。保育
希望者（１歳６か月以上の未就学児、
申し込み順に１０人）は７月４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
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７月６日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内「のっぺらぼう」（脚本／渋谷勲、画

場同センター６階学習室１・２
内まつりの趣旨や参加申込方法等の
説明、参加申込書等の配布
問同センター☎７２８・００７１

催し・講座催し・講座
堺 市 民 セ ン タ ー 祭 り
日６月３０日㈯、７月１日㈰、午前１０時
～午後５時
場同センター
※駐車台数に限りがあります。
内相原地域の保育園・幼稚園、小・中
学校、その他団体による発表（歌、ダ
ンス、カラオケ等）、展示（書道、押し
花、絵画、俳句等）、販売（おにぎり、サ
ンドイッチ、かき氷、クッキー、すい
とん、竹酢液等）
問同センター☎７７４・０００３

町田産新鮮野菜の販売
　市内の認定農業者が作
った町田産新鮮野菜の販
売です。
　いずれも売り切れ次第
終了です。

【市役所まち☆ベジ市】
日６月１８日㈪午前１１時～午後１時
場市庁舎前

【７月の日曜朝市】
日７月１日㈰午前７時～８時
場教育センター駐車場

◇
問農業振興課☎７２４・２１６６
東京競馬「町田特別」開催に合わせて

町田の名産品をＰＲ販売します
　６月１７日に開催される東京競馬第
１０レース「町田特別」に合わせて、町
田市のPRを目的に名産品を販売し
ます。
日６月１７日㈰午前９時～午後６時ごろ
場東京競馬場（府中市）
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８

／小沢良吉）、「人魚ひめ」（原作／ア
ンデルセン、脚本／堀尾青史、画／い
わさきちひろ）　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６月１５日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。

町田市介護人材バンク 
出張相談・求職登録会ｉｎ三輪
　市内の介護保険施設への就職をお
考えの方向けに相談会・求職登録会
を行います。就職の相談・仕事の悩み
等、ご相談下さい。
※履歴書等は不要です。
日６月２７日㈬午後１時３０分～４時
場三輪コミュニティセンター第１会
議室
問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＝月～金曜日の午前９時
～午後５時）、町田市いきいき総務課
☎７２４・２９１６

家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日①６月２９日㈮午後２時～３時３０分
②７月８日㈰午後２時～４時
場①（特）桜実会②ふれあい桜館
内①悪徳詐欺商法の被害に遭わない
ための啓発活動と対策②おむつの選
び方や当て方、漏れ対策等の講習
定各２０人（申し込み順）
申電話で①町田第３高齢者支援セン
ター（☎７１０・３３７８）へ②忠生第１高
齢者支援センター（☎７９７・８０３２）
へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

　それぞれの納入・納税通知書を
７月から下表のとおり順次お送り
します。
　記載されている料（税）額は、市
で把握した前年所得等をもとに算
出しています。所得の申告等によ
り、料（税）額が変更になる場合は、
改めて通知します。
※料（税）額の計算方法等の詳細

は、各通知書、町田市ホームページ
をご覧下さい。

【還付金詐欺にご注意下さい】
　「還付金がある」「住所や口座番
号を教えて」等の、市の職員を名乗
る不審な電話がかかってきたら、
一旦電話を切り、町田市役所に電
話をかけて確認して下さい。

　日程等の詳細は、①町田製菓専
門学校ホームページ②稲城市ホー
ムページをご覧下さい。

【①パティシエ体験～製菓学校で
本格的なパティシエになろう！】
　パティシエ教員と一緒に作りま
す。町田・多摩・稲城市と町田製菓
専門学校が協働で実施する事業で
す。
対町田・多摩・稲城市在住の小・中学生
場町田製菓専門学校（原町田）
内小学生＝マジパン＆クッキー、
中学生＝ロールケーキ作り
定各２８人（抽選、結果は７月下旬ご
ろ当選者にハガキで通知）
費２０００円
※別途振込手数料がかかります。
申同専門学校ホームページで申し
込み。または、ハガキに住所・氏名
・電話番号・学年・保護者氏名・参
加希望日と午前／午後の指定を明
記し、６月１８日～７月６日（必着）
に、町田製菓専門学校（〒１９４－
００１３、原町田５－１－３）へ。
※会場の詳細等は同専門学校ホー

ムページ、まちだ子育てサイトま
たはチラシをご覧下さい。
問同専門学校☎７３９・４４６６また
は町田市子ども総務課

【②『声優』・『アニソン』の基礎を学
ぼう！】
　プロの指導で基礎からレッスン
を受けます。
対町田・多摩・稲城市在住の小学生
～高校生
場稲城市立ｉプラザ（稲城市）
内声優コース・アニソンコース
定各６０人（抽選）
費各３５００円
申住所・氏名・電話番号・学年・保護
者氏名・参加希望コースを明記し、
７月８日午後６時までにＥメールで
ＪＴＢコミュニケーションデザイン
（遍ｋｏｄｏｍｏｔａｉｋｅｎｎｊｙｕｋｕ．ｓｅｉｙｕ
２０１８＠ｊｔｂｃｏｍ．ｃｏ．ｊｐ）へ。
問ＪＴＢコミュニケーションデザイ
ン（子ども体験塾係）☎０３・５６５７
・０６９８または町田市子ども総務
課

問介護保険料について＝介護保険課☎７２４・４３６４、国民健康保険税につ 
　いて＝保険年金課☎７２４・２１２４、後期高齢者医療保険料について＝保　
　険年金課☎７２４・２１４４平成３０年度多摩・島しょ広域連携活動助成事業

納入・納税通知書の発送日
種　類 発送日 宛　先

介護保険料 7月2日（月） 本人
国民健康保険税 7月6日（金） 世帯主
後期高齢者医療保険料 7月12日（木） 本人

　今後は、いただいたご意見を踏まえ、６月に計画を策定し、ご意見に
対する回答は、６月下旬に町田市ホームページに掲載する予定です。

公共施設の未来を一緒に考えていきましょう。
ご意見は企画政策課（遍ｍｃｉｔｙ３２７０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）で受け付けています。

市民意見募集を実施しました
　市では、現在、公共施設の再編に向けて推進する取り組みを定める、
公共施設再編計画を策定するため検討を進めています。
　３月から４月にかけて公共施設再編計画の素案に対する意見募集を
実施し、１２５件のご意見が寄せられました（４月２３日集計時点）。多くの
ご意見をいただきありがとうございました。

問企画政策課☎７２４・２１０３未来の場
かたち

⑧みんなでつくる

✓�お互いが納得できるところまで話し合うことが重要。地域の人の話
を多く聞いてほしい。
✓それぞれの施設の独自性と機能がどの程度守られるのか心配だ。
✓複合化する事のメリット・デメリットをきちんと話し合ってほしい。
✓�再編の必要性への理解を深める啓発を継続的に実施する必要があ
る。
✓�民間の知恵を借りて、より充実した施設の運営を考えるべき。

ご意見例

　ホタルブクロの花が咲いて、初夏か
ら本格的な夏への橋渡しの季節、梅雨
の季節になりました。
　５月の半ばを過ぎた頃から、広袴・真
光寺の谷戸の上空からホトトギスの
声が降ってくるようになりました。時
を同じくして、南からアオバズクも渡
ってきました。真夜中にフクロウ（こ
ちらは留鳥）の鳴き声を聞くこともあ
ります。広袴公園の調整池では、バン
やカルガモの子どもたちも泳いでい
ます。
　さて、既に広報でお知らせしていま
すが、この度、町田市が東京２０２０パラ
リンピック競技大会に参加するイン

ドネシアのパラバドミントンチーム
の事前キャンプ地になることが決ま
りました。
　山田副市長がインドネシアで覚書
の締結をしてきました。東京２０２０大
会のキャンプ地招致では、インドネシ
アのその他の競技についても働きか
けをしています。
　また、来年のラグビーワールドカッ
プ２０１９については、アフリカ地区代
表チームのキャンプ地に決まりまし
た。
　どこの国が来るかは、この６月から
８月のアフリカでの大会で決まること
になっています。
　町田市は、東京２０２０大会の南アフ
リカ共和国のホストタウンになって
います。その南アフリカ共和国につい
ても、大会事前キャンプの招致をして
います。
　こうした、スポーツを通じた国際交
流の機会を多く設けて、とくに、子ど
もたちのさまざまな学習、体験の場を
増やしていきたいと思っています。

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１３7

バンの親子(右手前はアルビノ〔白化個体〕)

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
町田市環境マネジ
メントシステム外
部評価委員会

6月28日（木）
午後6時30分
～8時30分

市庁舎5階会議
室5-3

10人
（申し込み順）

6月27日午後5時まで
に 電 話 で 環 境 政 策 課

（☎724・4386）へ

町田市認知症施策
推進協議会

6月29日（金）
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）

6月22日までに電話で
高齢者福祉課（☎724・
2140）へ

町田市地域包括支
援センター運営協
議会

7月5日（木）午
後 4 時 ～ 5 時
30分

市庁舎2階会議
室2-2

5人
（申し込み順）

事前に電話で高齢者福
祉課（☎724・2140）へ

町田市廃棄物減量
等推進審議会

7月5日（木）午
後6時～8時

市庁舎2階会議
室2-3

10人
（申し込み順）

7月4日午後5時までに
環境政策課（☎724・
4379）へ

町田市高齢者・障が
い者虐待防止協議会

7月11日（水）
午後2時～3時
30分

市庁舎2階会議
室2-2

5人
（申し込み順）

事前に電話で高齢者福
祉課（☎724・2140）へ

介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料

納入・納税通知書をお送りします

問子ども総務課☎７２４・２8７６

「パティシエ体験」「『声優』・『アニソン』の基礎を学ぼう！」



6 2018．6．15 ☎042・724・5656（電話受付時間＝午前7時〜午後7時）番号間違いにご注意下さい町田市イベントダイヤル

詳細はお問い合わせ下さい。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131 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！

催し・講座催し・講座
ロコモ予防！
歩 く 力 測 定 会
対相原町にお住まいの６５歳以上で、
自分で公共交通機関を利用して来場
できる方
日７月２１日㈯午後２時～４時３０分
場堺市民センター
内立つ・歩く等の移動に必要なバラ
ンス能力や筋力を測定し、測定結果
を今後の生活や運動習慣につなげる
講健康運動指導士・柴田智氏
定３０人（申し込み順）
申６月１５日午前９時～７月１０日午後
３時に電話で堺第１高齢者支援セン
ター（☎７７０・２５５８）へ。
※当日については堺第１高齢者支援
センターへお問い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
さがまちカレッジ
講 座 受 講 者 募 集

　詳細は講座案内チラシ（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）をご覧下さ
い（さがまちコンソーシア
ムホームページでダウンロ
ードも可）。
【①犬の病気を知ってペットを長生
きさせよう】
日７月２１日㈯午後１時～３時

場麻布大学（相模原市）
内講義、カードゲーム
講麻布大学名誉教授・宇根有美氏
定２４人（抽選）
費１０００円
【②こども体験講座】
　パソコンを使う講座や、親子で学
ぶ講座など、自由研究にも役立ちま
す。
※講座ごとに定員が異なります（抽
選、いずれも講座は有料）。
対５歳～小学生とその保護者（講座
により異なる）
場生涯学習センター等

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①７月３日まで②７月５日
まで（いずれも必着）に、郵送または
ＦＡＸでさがまちコンソーシアム事
務局へ（さがまちコンソーシアムホ
ームページで申し込みも可）。
※①は申込締切日までに定員に達し
ない場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
夏休み障がい児（者）
水 泳 教 室

　浮き輪やボールなどで楽しく遊び
ます。水慣れしたい方も歓迎です。
対市内在住の小学生以上で障がいの
ある方
日７月２５日㈬、２７日㈮、８月１日㈬、
午前１０時～１１時３０分

場すみれ会館温水プール
申６月２９日までに電話で障がい福祉
課へ（参加は１人２回まで、抽選の場
合も有り）。
※心臓病、高血圧、循環器系に障がい
のある方は医師に相談のうえ、お申
し込み下さい。伝染病疾患のある方
は参加できません。
問障がい福祉課☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３
大地沢青少年センター
ピザ窯・薫製箱利用講習会

　講座受講後は、ピザ窯・薫製箱の個
人利用ができます。
対１５歳以上の方（中学生は不可）
日７月７日㈯午前１０時～午後３時
場同センター
定２０人（申し込み順）
費４００円
申６月１５日午前９時から電話で同セ
ンター（☎７８２・３８００）へ。
開催します
まちエコ・フリーマーケット

　包丁研ぎもあります（正午まで）。
日７月８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
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
鶴 川 の 歴 史

【幕末のコレラ・麻
ま

疹
しん

の流行】
対市内在住、在勤、在学の方
日６月２０日㈬午前１０時～１１時
場和光大学ポプリホール鶴川１階交
流スペース
講小島日記研究会会員・廣井理恵子氏
問生涯学習センター☎７２８・００７１

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６月２５日㈪午前１０時～１１時（受
け付け＝午前９時３０分～１０時）
場健康福祉会館２階
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
忠生公園
定 例 自 然 観 察 会

【夏の谷戸観察】
日７月１日㈰午前９時３０分～１１時３０
分（雨天中止）
場同公園
※集合は同公園自然観察センター

（忠生がにやら自然館）です。
問同公園☎７９２・１３２６

●ひなた村☎７２２・５７３６
【ひなた村デイキャンプ】
対市内在住、在学の小学生とその家
族日７月１６日㈷午前９時３０分～午後
３時内野外炊事、森での外遊び定４０
人（申し込み順）費１人３００円申６月
１５日午前１０時から電話でひなた村へ
【親子陶芸教室】
　カップや茶わんを作ります対市内
在住、在勤、在学の両日参加できる小
学生～１８歳とその保護者日・内７月
２２日㈰午前１０時～午後３時＝形作
り、８月５日㈰午前１０時～正午＝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（抽選）費大人７００
円、子ども３００円申往復ハガキに教

室名・住所・氏名（ふりがな）・電話番
号・学年・学校名（市外在住の方）・参
加者全員の氏名、返信用にも宛先を
明記し、７月７日まで（必着）にひなた
村（〒１９４－００３２、本町田２８６３）へ
／定員に空きがある場合は、７月９日
午前１０時から電話で受け付けます
【子ども陶芸教室】
対市内在住、在勤、在学の両日参加で
きる①小学１～３年生②小学４年生～
１８歳の方日①７月２１日㈯午前１０時
～午後３時、８月４日㈯午前１０時～正
午②７月２３日㈪午前１０時～午後３
時、８月６日㈪午前１０時～正午、各全
２回内１日目＝形作り、２日目＝釉薬
がけ講陶芸教室「徳」主宰・小口徳子

氏定各２０人（抽選）費３００円申往復
ハガキに教室名・住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・学年・学校名（市外在
住の方）、返信用にも宛先を明記し、
７月７日まで（必着）にひなた村（〒
１９４－００３２、本町田２８６３）へ／定
員に空きがある場合は、７月９日午前
１０時から電話で受け付けます
●生涯学習センター☎７２８・００７１
【なつまつりであそぼう～くるくる
ロケット】
対市内在住の未就学児とその保護者
日７月１０日㈫午前１０時３０分～１１時
３０分場同センター内身近にある材
料でおもちゃや壁飾りを作る、お話
等定１５組（申し込み順）申６月２６日

午前９時から電話で同センターへ
●国際版画美術館☎７２６・２８８９
【夏期子ども講座～あってみたいな、
紙版画でつくるオリジナル妖怪】
対両日参加できる小学３～６年生日７
月２１日㈯、２２日㈰、午前１０時３０分
～午後３時３０分、全２回場同館内厚
紙を使った凹凸版画の多色刷りで、
楽しいオリジナル妖怪を作る講東京
学芸大学教授・清野泰行氏、同大学生
定２０人（抽選、結果は７月５日ごろ郵
送）費２０００円申７月１日までにイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１８０６１２Ｈへ（同
館ホームページで申し込みも可）

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。

おいで下さい　特定の期日に行うイベント

市民の広場 　「市民の広場」は、市民の皆さんの交流や、仲
間づくりを応援するコーナーです。
　サークル活動のイベントをお知らせする「お

【コーナー掲載の申込方法】
●必ず「掲載ルール」をご覧下さい。
●おいで下さい：毎月１５日号です。掲載された場合、次は３か月後以降
に申し込めます。申込期間＝掲載したい月の前月の１日～２０日
●仲間に：年２回掲載で、次回は１１月１５日号です。次回申込期間＝８月
１５日～１０月２０日
　申込用紙と掲載ルールは広報課（市庁舎４階）で配布しています（町
田市ホームページでダウンロードも可）。市HP 検索市民の広場
問広報課☎７２４・２１０１

いで下さい」のコーナーと、会員募集を掲載する「仲間に」があり、「おい
で下さい」は毎月１５日号、「仲間に」は年２回掲載しています。
※ 活動内容の確認やトラブルの解決は、当事者間でお願いします（市は関与

していません）。また、各開催施設へのお問い合わせはご遠慮下さい。
※ 市民サークルに関しての情報は 施設案内予約システム 検索 の「団体・サ

ークル紹介」でもご案内しています。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
はまなすダンスパーティー（ダンス大好き） ６月２０日㊌７月５日㊍午後１時～４時 健康福祉会館 ５００円 星山☎７２６・４９７３ お気軽にご参加下さい。
サルビア　ダンスパーティー（ミキシング有） ６月２１日、７月５日午後１時２０分～４時 鶴川市民センターホール ５００円 高瀬☎７３４・１８４８ お気軽においで下さい！！
アンサンブル・ヴァリエ　街の小さなコンサート ６月２４日㊐午後３時から 玉川学園コミュニティセン

ター 無料 こそし☎７２５・９５８５ 上質のクラシック音楽
健康麻雀　初心者体験教室 ６月２６日㊋午前１０時～午後４時 町田市民ホール １０００円 𠮷原☎０９０・５４９０・２４２４
体幹づくり「ピラティスをしましょう」 ６月２９日㊎午前１０時１５分～１１時１５分 つくし野コミュニティセン

ター ５００円 井上☎０８０・６５３１・７４８０ まずは携帯電話にメールを
和太鼓衆雅

が

武
む

者
しゃ

・うきうきライブとわくわく体験 ７月１日㊐午後１時３０分～３時３０分 大戸小学校体育館 無料 佐久間☎０９０・７１８０・５２３２ 問合せは午後５時３０分以降に
うたごえフラ～懐メロ歌いながら簡単フラダンス ７月２日㊊午前１０時～１１時３０分 なるせ駅前市民セン

ターホール ２００円 マノア・フラサークル☎０９０・５５６１・６４７０ ウクレレ参加も歓迎
「朗読で楽しむ」つるの会主催のミニ朗読会です ７月７日㊏午後２時から 和光大学ポプリホール鶴川 無料 橋本英子☎７３６・０４５５ お気軽においでください
いきいき薬膳　夏カゼ対策（奇数月開催予定） ７月１２日㊍午前１０時～午後０時３０分 生涯学習センター調理室 ２２００円 清水☎７２８・５６２８
第２回町田落語会（素人落語の会） ７月１５日㊐午後２時から 生涯学習セン

ター８階学習室６ 無料 町田落語研究会☎０９０・６１９６・８９７１ ４席を予定（１時間３０分程）
岩田マンドリーノ・シンフォニカ第５８回演奏会 ７月１６日㊗午後２時開演 町田市民ホール 無料 斉藤☎７９８・２５９２ 午後０時４０分整理券配布
かけはし講演会「ことばが見えたら広がる世界」 ７月２２日㊐午前１０時～１１時３０分 町田市民フォーラム４階 無料 えびぬま返７２５・６７１５ 要約筆記・手話通訳つき
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■問納税課　724・21216月は、「市・都民税」の納付月です ☎☎納付はお済みですか？

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

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 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3
16日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

17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 吉野医院 ☎722・5729 金森2-12-31

内科、
小児科 アツミ医院 ☎722・2185 中町3-6-13

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 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

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

18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
19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
20日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
21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
22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
23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

24日㈰

午前9時～午後5時
※ミーナ町田ジェイク
リニックは午前10時
から診療開始

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 ミーナ町田ジェイクリニック ☎732・5120 原町田4-1-17
内科 町田南ホームクリニック ☎788・2581 南町田5-3-28

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

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

25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
26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
27日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
28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
29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
30日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

●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

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

●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【小・中学生バドミントン教
室】
対市内在住、在学の小学4年生～中
学生日7月23日㈪～8月3日㈮（7月
28日、29日を除く）、午前9時30分
～11時30分、全10回定50人（抽選）
費2200円申往復ハガキに教室名・
住所・氏名（ふりがな）・電話番号・学
年を明記し、6月30日まで（消印有
効）に同館へ
●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【小学生短期集中体操教室】
対市内在住、在学の小学1・2年生
日7月23日㈪～27日㈮①午後3時
15分～4時15分②午後4時30分～5
時30分、各全5回定各30人（抽選）費
1300円申往復ハガキに必要事項を
明記し、6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）
【なわとび教室】
対市内在住、在学、在園の①6歳児

（年長）～小学2年生②小学3～6年生
日7月31日㈫、8月1日㈬①午前9時
15分～10時15分②午前10時30分
～11時45分、各全2回定各30人（抽
選）費1000円申往復ハガキに必要
事項を明記し、6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）

●小田急電鉄（株）～鶴川駅アイディ
アコンテスト
　駅舎のリニューアルに向けて募
集。受賞作品は実際の建物に採用す
る場合も有り／応募資格等詳細は鶴
川駅アイディアコンテスト公式ホー
ムページを参照募集内容駅舎デザイ
ン部門、駅周辺空間アイディア部門、
駅活用アイディア部門申8月31日ま
でに同コンテスト公式ホームページ
で事前登録のうえ、デザイン・アイデ
ィアを9月28日まで（必着）に小田急
電鉄鶴川駅アイディアコンテスト事
務局〔（株）ＪＤＮ〕（〒110－0005、台

【まちだフィットネスまつり】
対市内在住、在勤、在学の15歳以上
の方日7月16日㈷①午前10時～正
午②午後1時～4時10分内①新田美
穂氏による「自律神経を整え身体の
不調を改善する」筋膜リリース講座
②エンジョイフィットネス（骨盤調
整ヨガ、かんたんエアロ、ダンスエア
ロ、ＺＵＭＢＡ®、ポルトブラ）定各
200人（申し込み順）申同館ホームペ
ージで申し込み
●小野路宿里山交流館☎８６０・４８３５
【①うどん作り教室】
日7月4日㈬午前10時30分～正午場
同館定8人（申し込み順）費1000円

（材料代）
【②親子うどん作り教室】
対小・中学生とその保護者（保護者1
人に対し、子ども2人まで）日7月25
日㈬午前10時30分～正午場同館定
8組（申し込み順）費1組1000円（材
料代）
【③竹灯

とう

篭
ろう

かざり】
　小野路地域の竹で作った同館オリ
ジナルの竹灯篭に明かりをともしま
す日7月28日㈯午後5時～9時場同
館庭園

◇
申①6月20日正午から②7月11日正
午から、イベントダイヤル（☎724・
5656）ま た は イ ベ シ スコード①
180620Ａ②180711Ａへ③直接会
場へ

東区上野5－3－4　4階）へ問コン
テスト事務局☎03・6284・2330
●東沢地区山村留学協力会～子ども
の心を育むやんちゃ留学
　詳細はまちだ子育てサイトを参照
対市内在住の小学3～5年生日程7月
27日～30日、3泊4日、宿泊は東沢活性
化センター内少年自然の家での自然
体験、自然観察、語り部による民話等
費3万7000円（東京駅からの往復旅
費、滞在費等）申ハガキに住所・氏名
・電話番号・性別・学校名・学年・保護
者氏名を明記し、6月29日まで（必着）
に同協力会事務局（〒999－0151、
山形県東置賜郡川西町大字大舟
2525－2、川西町東沢活性化セン
ター内、☎070・4060・9016）へ

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。 情報コーナー

　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
（25日～29日を除く）

前週の金曜日から電話で予約
※6月22日は予約受付を行いません。次回分は
6月29日に受け付けます。

②交通事故相談 20日、27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） 15日、22日㈮ 電話予約制（随時）／午後1時30分～4時
④国税相談 19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 26日㈫
⑥登記相談 21日㈭
⑦行政手続相談 28日㈭
⑧ 少年相談 26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

暮らしに関する相談

市HP 暮らしに関する相談 検索
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あけぼの病院あけぼの病院

町田市立
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東急ツインズ
イースト

町田駅前通り

町田駅前通り

飯田内科
クリニック
飯田内科
クリニック

広　　告

問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎７２４・４４４２

　平成３０年第２回市議会定例
会（６月議会）が６月７日に開会
されました。今議会には、平成
３０年度一般会計補正予算な
ど２１議案が提案されました。
　議案等の内訳は予算２件、
条例６件、契約７件、損害賠償１
件、報告承認５件となっていま
す。会期は今月２９日までです。

予　算　案
　今回の補正予算額は、一般
会計が１７億７３８万２千円、特
別会計が１３４１万３千円、合計
で１７億２０７９万５千円です。
　補正後の予算額は、一般会
計１４８２億３９２６万４千円、特別
会計１１２４億１４７６万６千円、
合計２６０６億５４０３万円です。
主な事業は次のとおりです。
○将来を担う人が育つまちを
つくるための「子どもクラブ
整備事業」
○安心して生活できるまちを
つくるための「温浴施設整備
事業」
○賑わいのあるまちをつくる
ための「町田薬師池公園四季
彩の杜整備事業」「芹ヶ谷公園
芸術の杜整備事業」
○暮らしやすいまちをつくる
ための「循環型施設整備事業」

「忠生５７９号線・忠生６３０号線
新設改良事業」

条　例　案
○小山中学校区に新たな子ど
もクラブを設置することに伴
い、関係する規定を整備する
ため、所要の改正をする「町田
市子どもセンター条例の一部
を改正する条例」
○厚生労働省令の改正に伴
い、関係する規定を整備する
ため、所要の改正をする「町田
市放課後児童健全育成事業の
設備及び運営の基準に関する
条例の一部を改正する条例」
○施設の設置目的、事業内容
及び利用対象に関する規定を
改めるとともに、施設の名称
を「子ども創造キャンパスひ
なた村」に改め、指定管理者制
度導入のための規定を加える
ため、条例の全部を改正する
「町田市子ども創造キャンパ
スひなた村条例」
○保険医療機関相互の機能分
担を推進することを目的とし
て、非紹介患者に対する加算
料を改めるため、所要の改正
をする「町田市民病院使用条
例の一部を改正する条例」
など６条例です。

　４月に募集した「南町
田グランベリーパーク」
周辺の２つの道路の愛称
が決定しました（右図参
照）。この愛称には、「歩き
めぐって楽しいまち」を
目指す思いが込められて
います。
　また、同プロジェクトで
は、駅に降りたとき新しい
まちを実感できるよう、
駅名を「南町田グランベ
リーパーク駅」に変更す
ることも検討しています。

　世界パラ陸上競技連盟認定の公式大会が町田で開催されます。過去には世界記録が生
まれ、毎年日本記録が生まれているハイレベルな競技会です。

　パラ陸上競技は、「トラック種目」と「フィ
ールド種目」に分かれ、さらに障がいの程度
によって、細かく種目が分かれています。選
手たちの真剣勝負をぜひご覧下さい。
○日時　６月３０日㈯、７月１日㈰、午前１０時
～午後５時
※当日の競技状況によっては、終了時間が
前後します。詳細は、関東パラ陸上競技協会
ホームページをご覧下さい。
○会場　市立陸上競技場

　７月１日㈰から、地域コミュニティ
バス「かわせみ号」の成瀬駅ルートの
一部運行時間帯で、新たな経路の運
行を開始します。
○運行内容　
　午前９時台から午後４時台は、従来
の運行経路「わさび田公園前経由」と
新たに設定する運行経路「南中学校
東経由」を交互に運行し、それ以外の
時間帯は、「わさび田公園前経由」の
み運行します。
※運行時刻の詳細は、町田市ホーム
ページをご覧いただくか、バス停掲
示のお知らせをご覧下さい。
※運賃の変更はありません。
○サルビアカードの申請を受け付け
ています　
　７０歳以上の方は、かわせみ号を
１００円で利用できます。運転士に口
頭で申し出ていただくか、市が発行
する「サルビアカード（高齢者乗車証
明証）」を提示のうえ、１００円をお支
払い下さい。

　サルビアカードは、交通事業推進
課（市庁舎８階）の窓口で随時発行し
ます。郵送での受け付けを希望の方
はお問い合わせ下さい。
　また、下記日時のみ、各施設でも受
け付けます。

日　時 場　所
６月２５日㈪
午前１０時～午後３時 南市民センター

６月２６日㈫
午前１０時～午後３時 金森図書館

６月２９日㈮
午前１０時～午後３時

なるせ駅前市民
センター

※本人確認書類（運転免許証、パスポ
ート、住民基本台帳カード〔顔写真付
き〕等、国・地方公共団体が発行した
写真付きの免許証、許可証、資格証明
書等）の提示が必要です。
※顔写真付きの証明書をお持ちでな
い方は、健康保険証や年金手帳等の
氏名や生年月日等が記載された書類
を複数提示して下さい。

●　６月議会が開会　●
補正予算などを審議 問総務課☎７２４・２１０４

南町田拠点創出まちづくりプロジェクト
「南町田グランベリーパーク」
周辺の道路の愛称決定！

問南町田拠点創出まち
づくりプロジェクトに
ついて＝都市政策課☎
７２４・４２４８、道路の愛
称について＝道路政策
課☎７２４・１１２４

パラリンピック出場選手がやってくる！
 第２３回  関東パラ陸上競技選手権大会開催

地域コミュニティバス「かわせみ号」
成瀬駅ルートの経由が運行時間帯で変わります〜「わさび田公園前経由」「南中学校東経由」

７月１日㈰から 問交通事業推進課☎７２４・４２６０

昨年の同大会の様子（車いす４００ｍレース）

←至つきみ野

←
至
厚
木

至
渋
谷
→

北口広場

国
道246号

南町田病院

鶴間
小学校北

国道16号

東急
田園
都市
線

境
川

①鶴間パークウォーク
（南1601号線のうち、国道16号
南町田北交差点から南側の区間）

②南町田グラン
ベリーウォーク
（新設道路～南1602・
1603・1604号線の各一
部～南1605号線まで）

1

2

南町田駅

東名入口

南町田北南町田北

金森

南中学校入口

南中学校東

小川高校入口

ふれあいもみじ館

金森図書館

南第四小学校

金森中央会館

町
田
街
道

ＪＲ横浜線

成  瀬  駅

至 町田駅

至 長津田駅

町田市わさびだ療育園

※既存の路線バス停と同じ場所です。

凡例
わさび田公園前経由
（従来の運行経路）

南中学校東経由
（新たに設定する運行経路）

なるせ駅前市民センター

①
成
瀬
駅
南
口
前 

⑰
成
瀬
が
丘
二
丁
目
西

②
成
瀬
が
丘
三
丁
目
東

③
三
丁
目
児
童
公
園
入
口

④
成
瀬
が
丘
三
丁
目
西

⑤
金
森
図
書
館
前

⑥
松
葉
谷
戸
公
園
入
口

⑦
都
営
金
森
第
９
前

⑧
金
森
二
丁
目
中
央

⑯
都
立
小
川
高
校
前

⑨金森

⑮南第四小学校入口

⑭みずき山ふるさとの森

⑬わさび田公園前

⑩都営金森第11入口

⑪市営住宅入口

運行経路

⑫南中学校北

⑱南中学校前

⑲南中学校東

文

小川高校
文

南中学校 文

新設
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