
まちとも

英語の時間

　市では、これからの世界にはばたく町田っ子を育てるため、独自の取り組
みを行っています。
　特に、全国で２０２０年度から本格的に始まる小学校での英語教育を先取り
し、２０１８年度からすべての市立小学校で開始しました。ＡＬＴ（外国語指導助
手）の配置時間をこれまでの約２倍に増やし、英語教育の充実を図るほか、
２０１７年度から試行していた放課後英語教室を順次展開する等、英語による
コミュニケーション能力を育てる取り組みを充実させています。
　また、教育の情報化を進めるため、大型提示装置やタブレット端末の整備
を行うなど、ＩＣＴ（情報通信技術）環境の充実にも重点的に取り組み、町田の
未来を担う人材を育てていきます。

問教育総務課☎７２4・２１７２

教育委員会の
担当者町田っ子

What animals do you like?
I like
lions!

放課後英語教室

2 面では
町田っ子の
一日を紹介
します !

取材協力
小山ヶ丘小学校、南大谷小学校

今号の紙面から 　●3面　2018年度部長の「仕事目標」　●4面　介護保険制度が改正されました
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人口と世帯（外国人含む） 2018年6月1日現在人口 ： 428,740人（ 男：210,131人・女：218,609人）（前月より5人増） ／ 世帯 ： 195,108世帯（前月より138世帯増）



2 2018．7．1 広報まちだは1日・15日の月2回発行です

9月23日発行の「まちだの教育」で、学校のICT教育を紹介します。問教育総務課☎724・2172

1時間目 英語

2時間目 社会

大型提示装置があると写真や
動画も大きく映るから分かり
やすいんだ。

　2009年度から玉川大学
と連携して研究開発した英
語カリキュラムは、町田市
独自の取り組みです。海外
の絵本を活用し、楽しみな
がら英語でのコミュニケー
ション能力を身に着けるこ
とができます。

午前の休み時間

How many passes 
can you make？
（何回パスが続くかな？）

One，Two，Three…
（1回、2回、3回…）

Ｉ like salad！
（サラダが好

き！）

　すべての市立小学校で、自校調理による給食

を提供しています。中学校はお弁当か給食を選

ぶことができます。
　7月から、中学校給食のインターネット申し込

みが始まり、9月分から月単位や日単位で申し込

めるようになります。ぜひご利用下さい。

問保健給食課☎724・2177

給食の時間

　休み時間や給食の時間にもＡＬＴと英語で話
すなど、積極的に楽しく交流できる機会を増や
すことで、授業で学んだ英語を生活の中で生か
せるようにしています。

3時間目 理科

タブレット端末を
持って外でも勉強
できるの。

放課後 町田市は放課後の過ごし方も
いろいろ選べます！

さまざまな学習支援のメニューがあります

放課後英語教室
まちとも

　小学2〜５年生の希望者を対象に、無
料で放課後に英語教室を行っています。
英語の指導資格を持った講師が指導し
ます。

　自由に利用できる放課後の居場所で
す。教室や校庭を使って、自由に遊べる
だけでなく、宿題等の学習活動やさまざ
まな体験活動ができます。
問児童青少年課☎724・4097

ICT（情報通信技術）や人工知能の進歩によっ

て世界はさらに身近になり、職業や社会の仕組

みも大きく変化しています。
町田っ子が世界へはばたくために、英語教育

やICT環境の充実など、市独自の教育施策を推

進し、子育て世代から、「教育で選ばれる町
田」を目指します。
英語教育やICT環境の充実についての詳細は

指導課（☎７2４・2８６７）へお問い合わせ下さい。
問教育総務課☎７2４・21７2

外国人の先生とたくさん話をした
よ。楽しく勉強できるから、どんど
ん英語で話せるようになってきた
んだ！

※調べ学習とは、児童・生徒が課題を解決するためにさまざま
な情報の中から必要な情報を探し出し、まとめる学習のこと。

　2018〜2020年度の３年間で、すべての学校に大型
提示装置とタブレット端末を整備します。ICＴ機器を
活用することで調べ学習※や自分の考えを他の人の考
えと比較する活動、プレゼンテーションなどの活動を
通して、より充実した学習が実現できます。

　大学生や教員資格を持つ市民が、
学習支援を行います。家庭訪問など
による保護者への支援と合わせて行
います。
問生活援護課☎724・401３

町田の大人が町田の子どもを
育てる！　
生活にお困りの家庭の子ど
もへの学習支援

ALT
（外国語
指導助手）

　塾形式と家庭教師形式の学習支援を行っています。
　勉強だけでなく、日頃の悩みの相談に乗ったり、特別
講師を招いて将来のことを考える課外授業も行ってい
ます。※2018年度の募集は終了しました。
問子ども家庭支援センター☎724・4419

ひとり親家庭等の子ども
の生活・学習を応援します！
まこちゃん教室

What food do you like？
（どんな食べ物が好き？）
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政策経営部長
　小島　達也

▪次期基本計画策定に向けた検討
▪未来づくりプラン、「町田市５ヵ年計画１７
－２１」の推進
▪町田市公共施設再編計画の策定・推進

経営改革室長
　水越　祐介

▪行政経営改革プランの推進
▪市役所業務の生産性の向上
▪経営品質向上活動の実施

広報担当部長
　若林　眞一

▪まちだ〇
まる
ごと大作戦の展開

▪既存の広報手法の見直し
▪市内外の町田市に対する認知度及び好感
度の向上

総務部長
　榎本　悦次

▪職員の配置基準（案）の作成、異動基準の
見直し

▪会計年度任用職員制度の導入
▪やりがいを持っていきいきと働ける健康
職場づくりの支援

情報システム担当部長
　中田　直樹

▪情報セキュリティ監査の実施
▪災害時における事業継続性の確保
▪ＩＣＴを活用した業務の自動化

財務部長
　堀場　淳

▪健全で持続可能な財政の確立
▪財源確保策の強化
▪公会計情報によるマネジメント機能の強
化

営繕担当部長
徳重　和弘

▪財源と再編計画を踏まえた公共施設の維
持保全と長寿命化

▪特定天井脱落防止対策の推進
▪施設管理者との連携強化に向けた施設台
帳の整備と活用

税務担当部長
小口　充

▪市税の収納率の維持・向上
▪一元化に係る強制徴収公債権の収納率の
向上

▪非強制徴収公債権及び私債権の一元化の
推進

防災安全部長
篠﨑　陽彦

▪自主防災リーダーの育成
▪防犯啓発活動の推進
▪消防団員の確保による組織の充実

市民部長
今野　俊哉

▪さわやか窓口の推進
▪玉川学園コミュニティセンター建て替え
▪コンビニ交付の推進

市民協働推進担当部長
平林　隆彦

▪地区協議会の活動支援
▪地域団体を支える新たな支援体制の構築
▪新たな協働による地域社会づくりの推進

文化スポーツ振興部長
能條　敏明

▪東京２０２０オリンピック・パラリンピッ
クのキャンプ地招致

▪国際版画美術館や博物館の魅力ある展覧
会の開催

▪文化芸術やスポーツ資源を活かしたシテ
ィセールスの展開

地域福祉部長
神田　貴史

▪市民後見人育成の推進
▪障がい者の相談支援体制の充実
▪生活困窮者の自立に向けた相談支援の実
施

いきいき生活部長
奥山　孝

▪地域包括ケアシステムの深化・推進
▪「生活習慣病等予防事業実施計画（データ
ヘルス計画）」の推進

▪良質な施設介護サービスの提供の促進

保健所長
広松　恭子

▪医療安全支援体制の整備
▪がん予防対策の推進
▪自殺対策の推進

子ども生活部長
三橋　薫

▪子どもの活動拠点及び身近な居場所の整
備

▪待機児童をゼロにするための施設整備
▪多様なニーズに応えられる教育・保育サ
ービスの充実

経済観光部長
小池　晃

▪中心市街地活性化の推進
▪町田薬師池公園四季彩の杜ブランドマネ
ジメントの推進
▪創業の支援

北部・農政担当部長
荻原 康義

▪里山環境の回復や保全を促進する仕組み
の構築

▪遊休農地の活用
▪農産物の地産地消の推進

環境資源部長
水島　弘

▪持続可能なエネルギー事業の促進
▪町田生きもの共生プランの推進
▪家庭系・事業系ごみの減量と資源化の推
進

循環型施設建設担当部長
田中　耕一

▪町田リサイクル文化センターにおける熱
回収施設等の稼働

▪相原地区における資源ごみ処理施設の稼働
▪上小山田地区における資源ごみ処理施設
の稼働

道路部長
福田　均

▪駅周辺施設の整備
▪みちづくり・まちづくりパートナー事業
による都市計画道路の整備
▪都市計画道路の整備

都市づくり部長
神蔵　重徳

▪町田薬師池公園四季彩の杜の整備
▪バス路線網再編
▪南町田駅周辺地区のにぎわいある拠点づ
くり

多摩都市モノレール推進担当部長
神蔵　重徳

▪多摩都市モノレールの延伸検討

都市整備担当部長
萩野　功一

▪町田駅周辺のまちづくりの推進
▪鶴川駅周辺街づくりの推進
▪住所整理の推進

下水道部長
大場　信吾

▪安心して住める住環境の整備
▪総合地震対策整備事業の実施
▪鶴見川クリーンセンターの増設工事の推
進

会計管理者
髙階　康輔

▪会計事務システムの再構築
▪下水道事業への地方公営企業法適用対応
▪財務諸表の更なる活用方策の開拓

市民病院事務部長
亀田　文生

▪地域医療連携の推進
▪患者満足度の向上
▪経営の安定化

議会事務局長
　古谷　健司

▪議場見学の推進
▪議会関心度の向上
▪他自治体からの視察状況の把握

選挙管理委員会事務局長
　大曽根　政一

▪公平・公正な選挙執行体制の確立
▪投票行動につながる若年層への啓発の実
施
▪投票環境の改善に向けた取り組みの実施

監査事務局長
高橋　修一

▪リスクアプローチ監査におけるリスク評
価方法の検証

▪専門的知見を活用した監査の実施
▪職員の能力の向上

農業委員会事務局長
荻原　康義

▪農地利用集積円滑化事業による農地のあ
っせん

▪市街化調整区域における農地利用最適化
▪市街化区域における農地利用最適化

学校教育部長
北澤　英明

▪町田市教育プラン（２０１９年度～２０２３年
度）の策定

▪安全・快適な教育環境の整備
▪児童や生徒の学力・体力の向上に向けた
取り組みの実施

生涯学習部長
中村　哲也

▪生涯学習施設のあり方の検討
▪文化財の保存・活用
▪地域づくり型生涯学習の推進

２０１8年度のすべて
の取り組み項目、
及び詳しい内容につ
いては、町田市ホー
ムページで公開して
います。

　部長は、年度当初に年度目標を設定し、
中間期に進捗状況を確認します。また、
年度末には成果の確認と評価を行います。
　各段階において、市長がその内容を確
認します。

部長の仕事目標の流れ

⬆⬇⬆⬇
⬆⬇

市長確認

➡ ➡目標設定

年度当初 中間期
進捗状況
確認

年度末
成果確認
及び評価

　市の部長が、それぞれの部署の目標とその実現へ向けた取り組みをまとめ、「仕事目標」を作成しました。
2018年度の「仕事目標」の中から、主な取り組み項目をご紹介します。

問経営改革室☎７２4・２５０３

部長の「仕事目標」は、私と各部長との約束であるとともに、私と市民の皆さんとの約束でもあります。２０１8年度は、特に他の自治体との比較
や環境の変化を強く意識した目標としました。市政運営の視点である「選ばれるまちだ」を実現するため、社会情勢や環境の変化に柔軟に対応する
とともに、マネジメントのスピードアップを図ってまいります。� 市長　石阪　丈一

市民から信頼される
市政を目指して 2018年度　部長の「仕事目標」



4 2018．7．1 インターネットのイベント申込システムで申し込みができます。コード番号を入力し
２４時間申し込みができます。町田市イベント申込システム 検索イベシス

高さは2.2ｍ以下ですか？控壁は設置されていますか？ひび割れ、損傷、傾きはありませんか？安全ですか？あなたの家のブロック塀

募　集募　集
町田市教育委員会

スクール・サポート・スタッフ
　名簿登録制で、各学校からの要請
に基づいて任用されます。
　応募者が多数の場合や学校からの
要請がない場合は、任用されないこ
とがあります。
対学校教育に理解があり、基本的な
パソコン操作ができる方
勤務期間９月１日または１０月１日～
２０１９年３月３１日（予定）
勤務日月～金曜日（土・日曜日、祝休
日を除く）
勤務時間午前８時１５分～午後４時４５
分のうち６時間
勤務場所市立小・中学校
内学習プリント等の印刷・配布準備、
授業準備、採点業務等の教員業務の

補佐
報酬時給９９０円（別途交通費支給）
※社会保険、雇用保険加入有り。
選考書類・面接（７月１７日～２７日の
うち指定する１日）
申選考申込書（教育総務課で配布、町
田市ホームページでダウンロードも
可）と履歴書を７月１３日午後５時ま
で（必着）に直接または郵送で教育総
務課（市庁舎１０階）へ。
※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。
問教育総務課☎７２４・２１７３

認 可 保 育 園 等 職 員
　詳細は各保育園・認定こども園へ
お問い合わせ下さい。
対有資格者
○みどりの森保育園（☎７０８・８１６１）
＝保育士（常勤）
○もりのおがわ保育園（☎７８８・７０２５）
＝保育士（常勤）

○認定こども園開進幼稚園（☎７２５
・７８５１）＝保育教諭（常勤）・幼稚園
教諭（常勤）
○ぽっぽの森保育園（☎８６０・１５１５）
＝保育士（常勤）
○まちっこ保育園（☎７８５・５６５０）
＝保育士（常勤）・看護師（常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８

お知らせお知らせ
行 政 経 営 監 理 委 員 会
　市では、「市役所の生産性の向上」
と「公共施設における行政サービス
改革」の２つを改革の柱とする行政
経営改革プランを着実に推進するた
め、有識者や市長・副市長等で構成す
る行政経営監理委員会を開催しま
す。
　この委員会は、専門的見地から行
政経営改革プランの実施に関する提

言・提案等を行います。
　第１回のテーマは「会計年度任用
職員制度導入のインパクトと今後の
自治体経営」です。委員会は公開で行
い、傍聴できます。
日７月３０日㈪午後２時３０分～４時３０
分
場市庁舎
定３０人（申し込み順）
申７月２３日までに電話で経営改革室
（☎７２４・２５０３）へ。
第７期整備分～介護保険施設等整備
運営候補事業者

南圏域、堺・忠生圏域募集
　第７期町田市介護保険事業計画に
基づき、２０１８年度中に第２回分の介
護保険施設等整備運営候補事業者の
募集を行います。
　募集地区、募集概要等の詳細は、町
田市ホームページをご覧下さい。
問いきいき総務課☎７２４・３２９１

介護保険に関するお知らせ

公開している会議　傍聴のご案内
 

会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み 

町田市教育委員
会定例会

７月６日㈮午前
１０時から

市庁舎１０階会
議室１０－３～５

会議当日に教育総務課
（市庁舎１０階、☎７２４・
２１７２）へ

町田市情報公開
・個人情報保護
運営審議会

７月９日㈪午前
１０時～正午

市庁舎２階会議
室２－２

３人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報課
（☎７２４・８４０７）へ

町田市環境審議会
７月１０日㈫午
後６時３０分～
８時３０分

市庁舎２階会議
室２－３・４

１０人
（申し込み順）

７月９日午後５時までに電
話で環境政策課（☎７２４
・４３８６）へ

町田市地域公共
交通会議

７月１１日㈬午
後２時から

市庁舎１０階会
議室１０－２・３

５人
（申し込み順）

事前に電話で交通事業推
進課（☎７２４・４２６０）へ

町田市国民健康
保険運営協議会

７月１２日㈭午
後２時～４時

市庁舎２階会議
室２－２

３人
（申し込み順）

７月９日午後５時までに電
話で保険年金課（☎７２４
・４０２７）へ

町田市町区域の
新設に関する市
民懇談会

７月１２日㈭午
後７時から２時
間程度

鶴川市民セン
ターホール

２０人
（申し込み順）

事前に電話で土地利用調
整課（☎７２４・４２５４）へ

町田市会計基準
委員会

７月１３日㈮午
前１０時～正午

市庁舎４階会議
室４－１

３人
（申し込み順）

事前に電話で会計課（☎
７２４・２１９６）へ

７月５日　緊急地震速報訓練の実施
問防災課☎７２４・３２１８

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
から放送されます。

　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
用した緊急地震速報訓練を実施しま
す。この訓練は、地震が発生した際に
Ｊアラートが情報を受け取り、自動で
町田市防災行政無線屋外スピーカー
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。
日７月５日㈭午前１０時から
※気象・地震活動の状況により、予告
なく中止となる場合があります。
※Ｊアラートから配信され、自動で同

無線屋外スピーカーから放送する
情報は下表のとおりです。

２０１８年度から介護保険 
制度が改正されました

介護保険料を改定しました
（介護保険のしおり※P.３１・３２参照）

○介護保険料月額基準額を５３９０
円から５４５０円に改定しました
　今後３年間に必要とされる介護
サービス量の見込みを立て、介護
サービスの提供に必要な費用を算
定した結果に基づき、４月からの介
護保険料月額基準額を５３９０円か
ら５４５０円に改定しました。
　なお、ご自身の介護保険料額は、７
月２日発送の「介護保険料納入通知
書（決定通知書）」をご確認下さい。
○所得段階区分を変更しました
・所得区分数を１２段階から１５段
階に細分化しました。
・所得水準に対する負担感を考慮
して、第４・６・７段階の保険料率を
引き下げました。
・第９段階以上の所得要件と保険
料率の上昇幅を、比例するように
変更しました（所得要件２００万円
上昇に対し、保険料率０．２上昇）。
○所得要件の算出方法が変更にな
りました
・介護保険料段階の判定は、合計
所得金額から土地等の分離長期譲

護保険負担限度額認定を受けるた
めには、更新の手続きが必要です。
申８月３１日までに介護保険負担限
度額認定申請書・同意書（各高齢者
支援センター、介護保険課〔市庁舎
１階〕で配布、町田市ホームページ
でダウンロードも可）に記入し、必
要書類を添えて、直接または郵送
で現在入所中の施設または介護保
険課（〒１９４－８５２０、森野２－２－
２２）へ提出して下さい。
○生計困難者に対する利用者負担
額軽減確認証の更新手続き
　生計困難者に対する利用者負担
額軽減確認証の有効期間が７月３１
日で終了します。同確認証をお持
ちの方が、８月１日以降も生計困難
者に対する利用者負担額の軽減を
受けるためには、更新の手続きが
必要です。
申８月３１日までに生計困難者に対
する利用者負担額軽減対象確認申
請書・収入及び預貯金等申告書（各
高齢者支援センター、介護保険課
〔市庁舎１階〕で配布、町田市ホー
ムページでダウンロードも可）に
記入し、必要書類を添えて、直接ま
たは郵送で現在入所中の施設また
は介護保険課（〒１９４－８５２０、森
野２－２－２２）へ提出して下さい。
問介護保険課給付係☎７２４・４３６６

渡所得または短期譲渡所得に係る特
別控除額を控除した額を用います。
・第１段階から第５段階までの介護
保険料段階の判定は、課税年金収入
額と、合計所得金額から年金収入に
係る所得を控除した額の合計を用い
ます。
問介護保険課保険料係☎７２４・４３６４

認定有効期間の延長
　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。
問介護保険課認定係☎７２４・４３６５

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

（介護保険のしおり※P.２０参照）

　６５歳以上の介護保険サービス利
用者の負担割合は、所得に応じて１
割または２割となっていましたが、８
月から一定以上の所得がある方につ
いては３割になります。なお、ご自身
の負担割合は、７月１２日に発送の「介
護保険負担割合証」でご確認下さい。
問介護保険課給付係☎７２４・４３６６
※介護保険のしおりは、７月２日に発
送する「介護保険料納入通知書（決定
通知書）」に同封しています（町田市
ホームページでもご覧いただけま
す）。

平成３０年度介護保険負担割合 
証を７月１２日に発送します

　介護認定をお持ちの方に、８月１日
からご利用いただく介護保険負担割
合証を７月１２日に発送します。なお、
適用期間の終了年月日が平成３０年７
月３１日となっている介護保険負担
割合証は８月１日以降使用できませ
ん。
　新しい介護保険負担割合証が届き
ましたら、ケアマネジャーや利用し
ている介護保険サービス事業所にご
提示下さい。
問介護保険課給付係☎７２４・４３６６

更新手続きのお知らせ
○介護保険負担限度額認定証の更新
手続き
　介護保険負担限度額認定証の有効
期間が７月３１日で終了します。同認定
証をお持ちの方が、８月１日以降も介
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お知らせお知らせ
高齢者世帯へ
ごみ袋を配付しています
　市では、高齢者の経済的負担を軽
減するため、年に１回、一定枚数のご
み袋を配付しています。今年度は７月
末までに順次自宅にお届けします。
　なお、今年度から以下のとおり対
象者が変更となっていますのでご確
認下さい。
対４月１日現在、市内在住の７０歳以
上の方がいる世帯で、かつ世帯員全
員の平成２９年度市・都民税が非課税
の世帯
※４月２日以降、転入・転出した方、生
活保護受給者、税申告が未申告等で
税情報のない方は対象外です。
【配付後の交換について】
　配付されたごみ袋の大きさや種類
の交換を希望する方は、原則未開封
の状態（１０枚単位）で等量交換がで
きます。
交換窓口高齢者福祉課（市庁舎１階）
臨時交換窓口７月７日㈯午前９時～午
後３時＝木曽山崎コミュニティセン
ター

問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
お送りします
国 民 健 康 保 険 高 齢�
受 給 者 証（ 更 新 証 ）
　国民健康保険に加入している７０
～７４歳の方が現在お持ちの「国民健
康保険高齢受給者証」の有効期限は、

７月３１日です。８月１日からお使いい
ただく同受給者証は、７月中に世帯
主の方宛てに普通郵便でお送りしま
す。なお、今回お送りする高齢受給者
証の有効期限は２０１９年７月３１日ま
でです（途中で７５歳になる方は誕生
日の前日まで）。
　また、２０１８年度から高齢受給者
証の大きさをはがきサイズから保険
証と同じカード型へ変更していま
す。医療機関の窓口には「保険証」と
「高齢受給者証」の２枚を提示いただ
く必要があるため、保険証は捨てな
いようご注意下さい。
問保険年金課☎７２４・２１２４
農業経営をがんばっている方へ
認 定 農 業 者 募 集
　認定農業者制度とは、農業経営基
盤強化促進法に基づき、意欲ある農
業者が自らの経営を計画的に改善す
るために作成した「農業経営改善計
画」（５年後の経営目標）を町田市が
認定し、その計画達成に向けた取り
組みを関係機関・団体が支援する仕
組みです。
申７月１３日までに電話で農業振興課
（☎７２４・２１６６）へ。
２０１９年度実施事業募集
農業振興事業補助金
対５年以上農業を続ける意欲のある
市内の農家、または農家３戸以上が
参加する営農集団・農業経営を行う
法人で、次のいずれかに該当する方　
①牛または馬＝５頭以上飼育②豚＝
１０頭以上飼育③鶏＝５００羽以上飼
育④ホダ木＝５００本以上栽培⑤ハウ
ス＝２００㎡以上設置⑥田畑＝２０ａ以
上耕作⑦生産緑地＝１０ａ以上耕作
内機械・施設の導入等、経営改善を目
指した総額が３０万円以上の事業に
対し、認定農業者・認定就農者・営農
集団・農業法人は経費の２分の１

（１５０万円を限度）、その他の農家は
３分の１（１００万円を限度）を交付
※選定審査を行い、不承認となる場
合もあります。
申申請書（農業振興課〔市庁舎９階〕、
ＪＡ各支店に有り）に関係書類を添え
て、７月３１日まで（必着）に直接また
は郵送で農業振興課へ。
問農業振興課☎７２４・２１６６
まちだ男女平等フェスティバル
実 行 委 員 募 集
　２０１９年２月２日㈯、３日㈰に開催
する「第１９回まちだ男女平等フェス
ティバル」の実行委員（市民・団体）を
募集します。
　同フェスティバルでは、男女共同
参画社会づくりの推進に向けて活動
している団体などが中心となり、講
演会やワークショップ、展示などを
行います。
活動日７月～２０１９年２月の毎月第２
火曜日、午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
申電話で男女平等推進センター（☎
７２３・２９０８）へ。
町田エコフェスタ２０１８
出　展（店）者　募　集
　９月３０日に開催予定の同フェスタ
の出展（店）者を募集します。
【フリーマーケット・団体バザー】
対市内在住の方（業者を除く）
費フリーマーケット＝１０００円、団
体バザー＝２０００円
【ＰＲコーナー】
　エコロジーの取り組みを紹介・展
示する場です。
対市内の団体や企業及び市内在住、
在勤、在学の方

◇
日９月３０日㈰午前１０時～午後３時
場市庁舎
申申込用紙に必要事項を記入し、団
体バザーは団体規約、活動内容等の
書類を添付し、７月２日～３１日（必
着）に直接、郵送またはＦＡＸで町田
エコフェスタ実行委員会事務局（〒

１９４－００３６、木曽東２－１－１、境川
クリーンセンター内、〔一財〕まちだ
エコライフ推進公社、☎７９７・９６１７
返７９７・９８８１）へ。後日説明会のご
案内をお送りします。
※９月１５日㈯に出展（店）者説明会を
行いますので、必ず出席して下さい。
※出展（店）要項・申込用紙は、まちだ
エコライフ推進公社で配布します
（同公社ホームページ及び町田市ホ
ームページでダウンロードも可）。郵
送希望の方は封書で、出展（店）区分
を明記し、８２円切手を貼った返信用
封筒を同封のうえ、お送り下さい。
※申込多数の場合は、抽選です（ＰＲ
コーナーの出展内容が重複する場合
等は、同実行委員会で調整も有り）。
問環境政策課☎７２４・４３８６
生涯学習センター
貸出ロッカー申し込み
　生涯学習センターのサークル・団
体用貸出ロッカーの貸出期限は９月
２０日までです。
　これに伴い、新たに貸し出しの申
込受付と公開抽選会を行います。
対生涯学習センターを利用し、予約
システムに団体登録をしているサー
クル・団体
申往復ハガキに団体登録ＩＤ番号・住
所・団体代表者名・電話番号・希望の
ロッカー（大または小）、返信用にも
宛先を明記し、８月２４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

心身障害者医療費助成制度（マル障）

負担上限額が変わります
問障がい福祉課☎７２４・２１４８返０５０・３１０１・１６５３

町田市民病院は地域医療支援病院の承認申請を行いました
問町田市民病院代表☎７２２・２２３０

新たに委嘱されました　民生委員・児童委員
問福祉総務課☎７２４・２５３７

７月１４日� �
コンビニ証明書自動交付
サ ー ビ ス　 終 日 休 止
　システムメンテナンスのため、
７月１４日㈯はコンビニエンススト
アでの証明書自動交付サービスを
終日休止します。
※コンビニ交付の再開は、７月１５
日㈰午前６時３０分からです。
問市民課☎７２４・２８６４

すでにごみ袋を配付した方へ
お詫びと訂正

　ごみ袋配付の際に同封した文書
内の「重要なお知らせ」は誤って記
載してしまいました。削除して訂
正します。

　８月１日から、心身障害者医療費
助成制度（マル障）の住民税課税者
（負担者番号８０１３６３２８の受給者
証をお持ちの方）の負担上限額が
変わります（表１参照）。
　なお、住民税非課税者（負担者番
号８０１３７３２６の受給者証をお持
ちの方）は変更ありません。
【２０１９年１月から対象者が拡大し
ます】
　精神障害者保健福祉手帳１級を
お持ちの方は、２０１９年１月１日か
ら心身障害者医療費助成制度（マ

　町田市民病院は、６月に東京都
へ地域医療支援病院の承認申請を
行いました。
【地域医療支援病院とは？】
　都道府県知事から承認された地
域医療の中心となる病院です。
　今後は、第一線のかかりつけ医
を後方から支援する立場で、入院
が必要になるような重症患者や緊
急性の高い患者への治療等、当院
の果たすべき役割に注力します。
【紹介状をご持参下さい】
　原則、初診で受診の際は医療機
関からの紹介状をお持ち下さい。
紹介状なく受診する場合は、紹介

　新たに委嘱された民生委員・児
童委員と異動のあった地域は下表
のとおりです。

※その他の担当は、福祉総務課へ
お問い合わせ下さい。

ル障）の対象となります。１１月１日
から事前受付を開始する予定です。
申請窓口住民登録のある区市町村
※所得制限基準額を超える方（表
２参照）、生活保護受給中の方、６５
歳までにマル障の申請をしなかっ
た方などは対象外です。
※経過措置として、手帳交付日が
１２月３１日以前で有効期間内の精
神障害者保健福祉手帳１級をお持
ちの６５歳以上の方は、２０１９年６
月３０日までの間に限り、６５歳を超
えていてもマル障を申請できます。

患者を優先するため、待ち時間が
長くなるだけでなく、選定療養費
をご負担いただく必要がありま
す。
　地域医療支援病院の承認後は、
選定療養費（現在、医科・歯科２７００
円）を医科５４００円（税込）、歯科３
２４０円（税込）に改定します。実施
時期の詳細は、承認後、町田市民病
院ホームページ等でお知らせしま
す。
　限られた医療資源を有効活用す
るため、地域の医療機関との役割
分担と連携強化にご理解・ご協力
をお願いします。

民生委員・児童委員（6月・7月異動）
地　区 地　域 担当委員

氏名・電話
町田第二 町田第二地区担当主任児童委員 欠員（退任）
鶴川第一 金井町 ２２８３～３０３２ （新）森高登志夫☎７３４・１６８４

表１　負担上限額
マル障一部負担金 負担上限額※

負担者番号
８０１３６３２８

外来 １割 １万４０００円／月
（１４万４０００円／年）

入院 １割 ５万７６００円／月
（多数回４万４４００円／月）

※同一の医療機関で１か月の負担額が上記の額に達したと
きは、その医療機関でのその月の窓口負担はありません。
なお、外来療養は年間上限が設定されています。入院は、過
去１２か月以内に３回以上、上限額に達した場合は４回目か
ら「多数回」に該当となり、上限額が下がります。

表２� 所得制限基準額
扶養親族
等の数

所得制限
基準額

０人 ３６０万４０００円

１人 ３９８万４０００円

２人 ４３６万４０００円

３人 ４７４万４０００円
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熱中症の予防には「水分補給」と「暑さを避けること」が大切です。 ■問健康推進課　724・4236☎☎

お知らせお知らせ
９月～１２月分申し込み
ひなた村プログラムサービス
　子ども会や子どもサークル等に、
野外炊飯や工作、遊びなどを職員が
指導します。出張指導もあります。
費材料費
申９月分の申込日＝７月１日、１０月分
の申込日＝８月５日、１１月分の申込
日＝９月２日、１２月分の申込日＝１０
月７日、午前１０時～１０時３０分に電
話でひなた村（☎７２２・５７３６）へ。
７月１４日に実施します
夏季献血キャンペーン
　当日、献血にご協力いただいた方
には、記念品を差し上げます（数に限
り有り）。
日７月１４日㈯午前１１時３０分～午後
３時４５分（骨髄バンクドナー登録の
受け付けは午後３時まで）

場ぽっぽ町田、まちだ献血ルーム
問福祉総務課☎７２４・２５３７
大地沢青少年センター～２０１９年１
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７月７日午前８時３０分から電話で
同センター（☎７８２・３８００）へ。
※当日の午前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。
※１月１日～４日、８日、１５日、１６日、
２２日、２９日は利用できません。
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
２０１９年１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７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）。
※１月８日～１０日、１５日、１７日、２２
日～２４日、２８日、３０日、３１日は利用
できません。
※１２月２９日～１月３日の年末年始期
間は抽選です。申込方法は今後の本
紙等でお知らせします。
７月は強調月間です
社会を明るくする運動

【犯罪や非行を防止し、立ち直りを支
える地域のチカラ】
　「社会を明るくする運動」町田大会
を開催します。ＦＣ町田ゼルビアマス
コットキャラクターのゼルビーが皆
さんをお迎えします。
※保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日７月３１日㈫午後１時３０分～３時４５
分（午後１時開場）
場町田市民ホール
内①講演会②南中学校吹奏楽部によ

る演奏
講①多摩少年院院長・木村敦氏
定８５３人（先着順）
※保育希望者（７月３１日現在、１歳以
上の未就学児、申し込み順に６人）
は、７月３日午後１時から電話で福祉
総務課へ。
【寄贈品を募集中】
　当日、参加者に配布する寄贈品を
募集しています。
募集対象持ち帰れる程度の大きさの
物で、同じ種類、１００個以上６００個以
下の未使用の既製品
申電話で福祉総務課へ。

◇
問福祉総務課☎７２４・２５３７
夏号を発行しました！～講座・イベ
ント情報誌
生涯学習ＮＡＶＩ　好き！学び！
　市内や近隣で７月～９月に開催ま
たは募集を開始する講座・イベント
等の情報を掲載しています。「みんな
の学ビバ！！」では、情報ページに載
せきれない学びの機会などを紹介し
ています。
　これから何かにチャレンジしたい
方、学びの機会を探している方はご
覧下さい。
配布場所市庁舎、各市民センター、各
市立図書館等
※町田市ホームページでもご覧いた
だけます。
問生涯学習センター☎７２８・００７１
配布します
夏休み子どもフェア２０１８
　夏休みの市内イベ
ント情報が満載の冊
子「夏休み子どもフ
ェア２０１８」を７月６
日から配布します。
配布場所児童青少年
課（市庁舎２階）、各
市民センター、各子どもセンター、各
市立図書館等
※市内の小学生には、各学校で配布
します。
問児童青少年課☎７２４・４０９７

後期高齢者医療被保険者証（保険証）が新しくなります
問保険年金課☎7２４・２１４４

国民年金保険料の免除・納付猶予制度と各種年金の受給額のご案内
問保険年金課国民年金係☎7２４・２１２7、八王子年金事務所☎０４２・６２６・３５１１

【納付が困難な場合】
　失業や所得減少などで、国民年金定額保険料（月額
１万６３４０円）を納めることが困難な場合に、所得基準
により、保険料納付が免除や猶予となる制度がありま
す。２年１か月前までの未納保険料について免除や猶予
の申請ができます。
　承認を受けた期間は、老齢基礎年金等の受給資格期
間に加えられ、年金額にも一部反映されます。一部免除
の場合は、残りの必要な保険料を納めないと未納の扱
いとなり、受給資格期間に加えられず、年金額にも反映
されません。
　免除や猶予の承認を受けた期間は、保険料を全額納
めたときに比べて、老齢基礎年金の年金額が少なくな
るため、１０年以内であれば、これらの期間の保険料を
「追納」することで、将来受け取る年金額を増やすこと
ができます。
【免除・納付猶予の申請受付】
　７月～２０１９年６月分の保険料の免除や猶予の申請受
付を開始します。
場保険年金課（市庁舎１階）、各市民センター

持ち物認印、年金手帳（失業を理由にする方は、離職票
等も必要）
※必要な書類等の詳細はお問い合わせ下さい。
【今も将来も老後も、国民年金は生涯の備えです】
　国民年金制度は、老齢になったとき、病気やけがで重
度の障がいが残ったとき、家庭の生計を支える方が死
亡したときの生活の維持に備えるための制度です。保
険料未納期間があると、各種年金の受給資格を満たさ
なくなる場合があります。年金受給手続きの際は、保険
年金課国民年金係へご相談下さい。
　なお、厚生年金や共済組合の加入期間のある方や国
民年金第３号被保険者期間のある方は、八王子年金事
務所へご相談下さい。
国民年金の給付の種類と年金受給額（2018年度）

種　類 年金受給額（年額）
老齢基礎年金 77万9300円（満額）
障害基礎年金 97万4125円（1級）、77万9300円（2級）
遺族基礎年金 100万3600円（子が1人いる配偶者の場合）
寡婦年金

国民年金保険料を納めた期間に応じた金額死亡一時金
外国人のための脱退一時金

　新しい保険証（青竹色）は、簡易
書留で７月中旬にお送りします。
有効期限は平成３２年７月３１日で
す。
　お手元に届きましたら、氏名・生
年月日・自己負担割合（表１参照）
などの記載内容をご確認下さい。
なお、現在お使いの保険証（藤色）
は、８月１日以降に、ご自身で破棄
していただくか、保険年金課にお
返し下さい。７月中には返却しな
いようお願いします。
【３割負担から１割負担に変更でき
る場合があります（基準収入額適
用申請）】
　該当すると思われる方には、基
準収入額適用申請書を送付してい
ます。収入金額を証明できる書類
（確定申告書の写し等）を添えて申
請して下さい。手続きの際は、本人
確認書類（運転免許証等やパスポ
ート、個人番号カード）とマイナン

がいずれも６９０万円未満の方は、
申請により限度額適用認定証の交
付を受けることができます。
　医療機関の窓口に提示すると保
険適用の医療費の自己負担限度額
が適用されます。

バー（個人番号）が確認できる書類
（通知カード・個人番号カード等）の
提示が必要となります。
※収入額が基準額を超える方は該当
しません（表２参照）。また、収支上の
損益にかかわらず、確定申告したも
のはすべて収入額に含まれます。
【限度額適用・標準負担額減額認定証
（減額認定証）の更新は８月１日です】
　現在お持ちの減額認定証の有効期
限は、平成３０年７月３１日です。
　すでに交付していて、世帯全員が
住民税非課税の方には、新しい減額
認定証を７月下旬に郵送します。改
めて申請する必要はありません。
　減額認定証を医療機関の窓口に提
示すると、保険適用の医療費の自己
負担限度額と入院時の食費が減額さ
れます。
　世帯全員が住民税非課税の申告を
している方で、まだお持ちでない方
は、申請により減額認定証の交付を

受けることができます。
【自己負担割合が３割の方へ～限度
額適用認定証の交付を受けることが
できます】
　８月から、同じ世帯の後期高齢者
医療被保険者全員の住民税課税所得

表1 保険証の自己負担割合
自己負担割合 所得区分 平成30年度住民税課税所得

（平成29年中の所得から算出）

1割 一般 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員が
いずれも145万円未満の場合

3割 現役並み所得 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に
145万円以上の方がいる場合

表2 基準収入額
後期高齢者医
療被保険者数

収入判定基準
（平成29年1月1日～12月31日の収入で判定）

世帯に1人
収入額が383万円未満（ただし、383万円以上でも、同世帯に他の医
療保険制度に加入の70～74歳の方がいる場合は、その方と被保険
者の収入合計額が520万円未満

世帯に複数 収入合計額が520万円未満
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催し・講座催し・講座
あなたの夢をみんなで実現！

ま ち だ 〇
ま る

ご と 大 作 戦 
「作戦会議」参加者募集
　まちだ〇ごと大作戦は、皆さんが
自ら「やってみたい夢」を実現してい
く取り組みです。
　「作戦会議」は、まちだ〇ごと大作
戦の趣旨をご理解いただき、お互い
の提案を共有し、共感する仲間をつ
くることを目的に実施しています。
　８月４日には、「観光」と「音楽」をテ
ーマに、各分野で活躍している講師
から、仲間づくりの方法や活動の進
め方などを具体的にお話しいただき
ます。
　興味がある方ならどなたでも大歓
迎です。仲間を増やすチャンスです。
わいわい楽しい会ですので、お気軽
にご参加下さい。
日・場①８月３日㈮午前１０時～正午
＝忠生市民センター②８月３日㈮午
後７時～９時＝和光大学ポプリホー
ル鶴川③８月４日㈯午後１時～４時＝
市庁舎
内概要説明、仲間づくり等（③のみ講
演も有り）
※講演は「観光」または「音楽」のどち
らかのテーマを聴講できます。
講③大正大学地域構想研究所教授・
清水愼一氏＝観光、（株）ヤマハミュ
ージックジャパン・佐藤雅樹氏＝音
楽
申１次受付＝７月１日正午～５日午後
７時にイベシスコード１８０７０６Ａへ
／２次受付＝７月６日正午～３１日に
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
またはイベシスへ。
問まちだ○ごと大作戦実行委員会事
務局（広報課まちだ〇ごと大作戦担
当）☎７２４・４０８４
町田ではじめる介護の仕事！

町田市介護人材バンク
　登録後は継続した就労支援を受け
ることができます。

【生涯現役、地域で活躍したいアクテ
ィブシニアの方～初級研修・相談登
録会】
　介護の資格がなくてもできる周辺
業務（清掃、ベッドメイキング、配膳、

介護補助等）での就労に向けた研修
・相談登録会です。
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７月２５日㈬午前１０時～午後０時
３０分
場小山市民センター
定３０人（申し込み順）
申７月１９日までに電話で町田市介護
人材開発センターへ。

【介護施設への就職を希望する方～
就職相談・求職登録会】
　介護の仕事を考えている方を対象
とした就職相談・求職登録会です（資
格や経験は不問）。希望職種や勤務形
態などに応じて多様な働き方を支援
します。
対介護施設に就職を希望する方
日７月２５日㈬午後１時～３時
場小山市民センター第１会議室
※事前予約は町田市介護人材開発セ
ンターへ（予約無しでの参加も可）。

◇
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＝祝日を除く月～金曜日
の午前９時～午後５時）、町田市いき
いき総務課☎７２４・２９１６
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７月１９日㈭午後２時～３時
場小山市民センター
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
講福祉サポートまちだ職員
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
市立図書館～乳幼児向けおはなし会
ボランティア

養 成 講 座
対市内在住、在勤、在学の、全回出席
でき、受講後に中央・さるびあ・鶴川
・鶴川駅前・金森・木曽山崎・忠生の
各市立図書館で乳幼児向けおはなし
会ボランティアとして登録できる方
日１０月２日、９日、１６日、２３日、いず

れも火曜日午前１０時～正午、全４回
場中央図書館
内０～２歳の子を対象にした絵本の
読み方やふれあい遊び、わらべ歌等
を学ぶ
定１０人（抽選）

申７月４日～９月６日に、各市立図書
館で開催している乳幼児向けおはな
し会を見学後に申し込み。
※各市立図書館により、おはなし会
の日程が異なります。
問中央図書館☎７２８・８２２０

　地域や時代を超えたさまざまな版画
に出会う展覧会です。１０００年以上前に
作られた世界最古の印刷物とされる

「百
ひゃく

万
まん

塔
とう

陀
だ

羅
ら

尼
に

」から、ピカソや北斎な
ど西洋美術や日本美術の巨匠の作品、
また、大学生の優秀作品まで、前・後期
合わせて約１８０点が展示されます。
会期９月２日㈰まで
休館日月曜日（ただし、７月１６日は開館
し、１７日は休館）
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（入場は閉館３０分前ま
で）
場同館企画展示室１
観覧料一般８００円、高校・大学生・６５歳
以上４００円、中学生以下無料
※上記の観覧料で、同時開催「インプリ

ントまちだ展２０１８　荒木珠奈　記憶
の繭を紡ぐ」もご覧いただけます。

関連イベント
【３０周年記念イベント～クイズ！版画
キングダム】
　高校生以上は本展観覧券（半券可）が
必要です。
日７月２８日㈯午後２時～３時３０分
場同館講堂
講アートテラー・とに～氏
定１２０人（先着順）

【０歳からの美術館～家族鑑賞会】
　保護者の方は当日有効の観覧券をお
持ち下さい。
対０歳以上の未就学児とその保護者
日７月１８日㈬午前１０時３０分～１１時
３０分、集合は同館講堂

　絵本作家・舘野鴻氏は、緑地や里
山にすむ虫を観察し、長い時間を
かけて一冊の絵本を描いていま
す。本展では、「虫の生態を描くこ
とで＂生きることとは何か＂を伝
えたい」と語る舘野氏の作品を通
して、身近にある自然や生き物の
素晴らしさを感じていただけま
す。
会期７月１４日㈯～９月２４日（振休）
休館日月曜日（７月１６日、９月１７
日、２４日は開館）、第２木曜日
観覧時間午前１０時～午後５時

【展示解説】
　同館学芸員が解説します。
日７月２４日㈫、８月１４日㈫、９月１１
日㈫、２４日（振休）、午後２時から
３０分程度
場同館２階展示室

※夏休みの小学生を対象とする関
連イベントは「夏休み子どもフェ
ア２０１８」をご覧下さい。

　７月２５日の京都サンガＦ.C.との
対戦では、試合開始前に熱中症対
策キャンペーンを開催します。

日・内７月７日㈯午後６時キックオ
フ（対栃木ＳC）、２１日㈯午後６時キ
ックオフ（対ツエーゲン金沢）、２５
日㈬午後７時キックオフ（対京都
サンガＦ.C.）
場市立陸上競技場
費自由席一般２０００円（前売り
１５００円）、自由席小学生～高校生
８００円（前売り８００円）
※その他チケットの詳細はＦC町
田ゼルビア公式ホームページをご
確認下さい。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

講（特）赤ちゃんからのアート
フレンドシップ協会代表理事
・冨田めぐみ氏
定１５組（申し込み順）
申７月３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１８０７０３
Cへ。

【親子で探検！美術館バックヤ
ードツアー】
　保護者の方は当日有効の観覧
券をお持ち下さい。
対小・中学生とその保護者
日８月４日㈯、午前１０時３０分～１１時３０
分、午後２時～３時、集合は同館ロビー
協力博物館学実習生
定各１０組（申し込み順）
申７月４日正午～３１日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード１８０７０４Ｅへ。

【作品解説】
　当日有効の観覧券をご用意のうえ、
企画展示室１入り口へおいで下さい。
日①７月１６日㈷午後２時から４５分程度

②７月２９日㈰、８月１９日㈰、午後２時か
ら３０分程度
内①館長によるスペシャルトーク②担
当学芸員によるギャラリートーク

フェルナン・レジェ『サーカス』より １９５０年
刊、リトグラフ、当館蔵

同時開催　常設展示室

【ミニ企画展「シリーズ現代の作家　
深沢幸雄　生をきわめて」】
会期９月２日㈰まで

　７月の熱中症予防強化月間に合
わせ、市内で活躍しているサッカ
ーチーム「ＦC町田ゼルビア」のホ
ームゲームで熱中症対策キャンペ
ーンを開催します。会場内のブー
スに来た方には、オリジナルクー
ルタオルをプレゼントします（配
布数９００枚〔予定〕、１人１枚、無く
なり次第終了）。
日７月２５日㈬、キャンペーン＝午
後４時３０分～７時（予定）、キック
オフ＝午後７時
場市立陸上競技場外イベント広場

（ゼルビーランド）
問健康推進課☎７２４・４２３６

ＦＣ町田ゼルビアホームゲームで 
熱中症対策キャンペーンを開催

ホームゲーム日程

問同館☎７３９・３４２０

問イベントダイヤル☎７２４・５６５６、同館☎７２６・２７７１、０8６０

ホームゲーム日程と熱中症対策キャンペーン

町田市民文学館

舘野鴻絵本原画展「ぼくの昆虫記～
見つめた先にあったもの」

版画キングダム～古今東西の巨
キング

匠が勢ぞろい！
国際版画美術館　企画展

ＦＣ町田ゼルビア
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7月1日～31日「City　SCOOP」町田市ホームページ、YouTube とケーブルテレビでご覧いただけます５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索

催し・講座催し・講座
まちいきヘルパー養成研修
　まちいきヘルパーは、要支援認定
を受けている方への訪問型サービス
として、高齢者のご自宅に訪問し、掃
除・洗濯・調理等のお手伝いをしま
す。ヘルパー（訪問介護員）の資格が
なくても、研修を修了することで市
のヘルパー（まちいきヘルパー）とし
て働くことができます。
対全回出席でき、市内の訪問介護事
業所でまちいきヘルパーとして働く
意志のある１８歳以上の方
日９月２５日、１０月２日、９日、１６日、い
ずれも火曜日午前９時３０分～午後４
時３０分、全４回
※研修最終日には、訪問介護事業所
による就職説明会を開催します。
場ぽっぽ町田
内講義や演習で、まちいきヘルパー
として必要な知識や技能を習得（計
２０時間程度）
定６０人（抽選）
費１３００円（テキスト代）
申研修申込書（町田市介護人材開発
センター、高齢者福祉課〔市庁舎１
階〕で配布、町田市介護人材開発セン
ターホームページまたは町田市ホー
ムページでダウンロードも可）に必
要事項を記入し、８月３１日まで（消印
有効）に直接、郵送またはＥメールで
町田市介護人材開発センター（〒
１９５－００７４、山崎町２０５５－２Ｃ－
１１１、遍ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ－ｋｊｋｃ．ｊｐ）
へ。
※研修申込書を郵送希望の方、研修
内容や当日の詳細は、同センター（☎
８５１・９５７８）へお問い合わせ下さい
（受付時間＝祝休日を除く月～金曜
日の午前９時～午後５時）。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

家 族 介 護 者 教 室
【お薬は暮らしのパートナー～上手
な付き合い方を知りましょう】
対市内在宅高齢者の家族介護者
日７月２１日㈯午後１時３０分～３時３０

分
場特別養護老人ホーム第二清風園　
定３０人（申し込み順）
申電話で鶴川第１高齢者支援センタ
ー（☎７３６・６９２７）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
空家対策の推進に向けた取り組み
空家セミナーを開催します
　現在所有している住宅を、将来有
効活用するためのセミナーです。
※（公社）東京都宅地建物取引業協会
町田支部、（公社）全日本不動産協会
東京都本部町田支部、町田弁護士ク
ラブ、東京司法書士会町田支部、東京
税理士会町田支部、東京土地家屋調
査士会町田支部、（一社）東京都建築
士事務所協会町田支部、（公社）町田
市シルバー人材センター、（特）顧問
建築家機構、東京都行政書士会町田
支部と共催です。
対市内に住宅を所有している方また
はその親族
日７月２２日㈰①午後１時～１時５０分
②午後２時～３時３０分
場市庁舎
内①講演「知って得する相続登記の
基礎知識～不動産を無駄にしないた
めに」②各分野の専門士（弁護士、司
法書士、税理士、宅建士、建築士など）
が同席し、複合的な悩みの無料相談
会（１件３０分程度）
講①東京司法書士会町田支部支部長
・栗和田真一氏
定①４０人②１５組程度／申し込み順
申７月２日午前９時～１８日に電話で
住宅課へ。
【相談窓口】
　市では専門家による空家に関する
お悩み相談窓口を設置しています。
申電話で住宅課へ。

◇
問住宅課☎７２４・４２６９
ダンボールコンポストによる
講 習 会
　ダンボールコンポスト１セット
（幅３７㎝、奥行３３㎝、高さ３２㎝、重さ
約７㎏）をお持ち帰りいただけます。
※講習会を受講したことがある方は

申し込みできません。
対市内在住の方
日７月２４日㈫、２７日㈮、午後２時３０
分～４時
場市庁舎
定各１５人（申し込み順）
申７月３日正午～１５日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０７０３Ｅへ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
開講します
２０１８年度後期ことぶき大学
　９月～１２月に、２コースのプログ
ラムを開講します。各コースの日程
や申込方法等の詳細は、募集案内（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。
※申込締切は７月３１日午後５時（必
着）です。
対市内在住の２０１８年４月１日現在
６０歳以上の方
場生涯学習センター　他
問生涯学習センター☎７２８・００７１
生涯学習センター　
「まなびテラス」で学びな
お し て み ま せ ん か
　文字の読み書きや小・中学校程度
の学力を身に着けたい方を対象にし
た学習会です。
対１６歳以上の方
日８月３日㈮から、毎週金曜日午後６
時～８時
場生涯学習センター
申電話で同センター（☎７２８・
００７１）へ。
町田地方史研究会・町田市生涯学習
センター共催講演会～長大な空堀に
囲まれた中世武士居館域と
御家人・恩田氏の興亡

【町田市成瀬に隣接する横浜市青葉
区恩田堀ノ内東遺跡の謎を探る】
　横浜市青葉区・恩田堀ノ内地区で
発見された空堀の意味を考察し、空
堀に囲まれた中世武士居館域の主と
推定される御家人・恩田氏の興亡に
ついて語ります。
日８月１８日㈯午後２時～４時
場生涯学習センター
講（一社）日本考古学協会会員・歴史
学博士　久世辰男氏
定１１０人（申し込み順）

申７月５日正午～８月９日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１８０７０５Ｋへ。
問同センター☎７２８・００７１
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ
公 開 講 座

【環境学～流域で豪雨・水土砂災害を
考える　台風・線状降水帯にそなえ
て】
　ゲリラ豪雨や台風による水害・土
砂災害について語っていただきま
す。
※５月１６日開催予定でしたが、中止
となった講座です。
日７月８日㈰午前１０時～正午
場生涯学習センター
講慶應義塾大学名誉教授・岸由二氏
定１００人（申し込み順）
申７月１日午前９時から電話で同セン
ター（☎７２８・００７１）へ。
屋上花畑で収穫した
野菜を使った料理教室
　市庁舎４階にある屋上花畑で収穫
した野菜を使って料理を作ります。
対市内在住、在勤、在学の方
日７月２２日㈰①午前１０時～正午②
午後１時３０分～３時３０分
場生涯学習センター
内玉ねぎのピラフ、ジャーマンポテ
トサラダ、花畑ドレッシングのサラ
ダ（予定）
講フードコーディネーター・松岡明
理氏
定①３０人②１５人／申し込み順
費５００円　
申７月４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１８０７０４Ａへ。
問市有財産活用課☎７２４・２１６５

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７月２３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

講座名 日時／定員／費用 申し込み
①“こ こ ろ”と“か ら だ”
の健康学～自分らしく
元気に生きるために

9月12日～12月5日の水曜日、午前10
時～正午、全7回／70人／2000円

1次受付＝7月1日
正午～４日午後7時
にイベシスコード
①1８0705Ｅ②1８0
705Ｇ③1８0705Ｈ
④1８0705Ｃ⑤1８
0705Ｄ⑥1８0705
Ｆへ／2次受付＝7
月5日正午～８月2
2日にイベントダ
イヤル（☎72４・5６
5６）またはイベシ
スへ。

②人間科学講座～テク
ノロジー・人権・いのち

9月12日～12月5日の水曜日、午後7時
～9時、全11回／50人／3000円

③環境講座～わたした
ちのまちの環境探検

9月1６日～12月2日の土曜日または日
曜日の日中、全9回／32人／2000円

④まちだの福祉～くら
しを支える ひと・まち
・こころ

9月1８日～11月20日の火曜日、午後2
時～４時、全８回／30人／2000円

⑤町田の歴史～モノで
語る町田の歴史

9月1８日～12月４日の火曜日、午後６時
～８時15分、全12回／50人／3000円

⑥くらしに活きる法律
～安心して働き、幸せ
に暮らすための法律

9月20日～12月６日の木曜日、午後7時
～9時、全9回／50人／3000円

　各人が趣味や特技、好きなこと
について書かれた本を持ち寄っ
て、参加者同士のつながりをつく
り、みんなの好きなことを集めた
本棚や企画づくりを行います。１１
月には「まちのがっこう祭」も開催
します。
※詳細は南町田拠点創出まちづく
りプロジェクトホームページをご
覧下さい。
対自分の「お気に入り」に関する本
を持ち寄れる方
日①７月２９日㈰②９月１日㈯③９月
２２日㈯④１１月３日㈷⑤１１月２５日
㈰、①②③⑤午後１時３０分～４時
３０分④終日、全５回
場①②セミナープラス南町田（鶴
間）③～⑤鶴間小学校

内①講演「マイパブリック」「本で
人とつながるまちライブラリーの
楽しみ方」等
定１００人（抽選）
申住所・氏名（ふりがな）・電話番号
・年齢・性別・あなたのお気に入り
（趣味や特技、好きなこと）・「お気
に入り」との出会いなど・「お気に
入り」を紹介できる本とその本を
選んだ理由・所属・託児の有無（定
員有り）を明示し、直接、電話、郵
送、ＦＡＸまたはＥメールで７月２２日
まで（必着）に都市政策課（市庁舎８
階、〒１９４－８５２０、森野２－２－
２２、☎７２４・４２４８返０５０・３１６１・
５５０２遍ｍｃｉｔｙ３０００＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉ
ｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。

参加者募集　南町田拠点創出まちづくりプロジェクト

2018年度後期講座 受講者募集

　９月・１０月から始まる市民大学講座の受講者を募集します。各講座の日程
等の詳細は、募集案内（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。
※市内在住、在勤、在学の方を優先のうえ抽選です。
※会場は、原則生涯学習センターで行います（③のみ野外中心）。
※下表の曜日等は原則です（回によって変わる場合有り）。

市HP まちだ市民大学HＡTS 検索

問生涯学習センター☎728・0071

「南町田のまちのがっこう」を開校します

まちだ市民大学ＨＡＴＳで生涯学習を始めませんか
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防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 ! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス  検索町田市メール配信サービス

ＮＨＫ・市立図書館共催　特別展「縄
文－１万年の美の鼓動」
関 連 文 化 講 演 会

【特別展「縄文－１万年の美の鼓動」
の見どころ】
　東京国立博物館平成館（台東区）で
開催される特別展「縄文－１万年の
美の鼓動」（会期＝７月３日～９月２
日）の見どころを展覧会担当者が解
説します。参加者には本展の招待券
を１人１枚差し上げます。
日７月２８日㈯午後２時開演
場中央図書館
講東京国立博物館学芸研究部調査研
究課考古室・飯田茂雄氏
定１１７人（申し込み順）
申７月６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１８０７０６Ｂへ（申し込み
は２人まで）。
問中央図書館☎７２８・８２２０
生涯学習センター
夏 の 平 和 イ ベ ン ト　

【戦時体験　１枚のハガキを募集し
ます】
　戦時中・戦後の体験を、子どもや孫
の世代に伝えませんか。
対市内在住の、戦時中・戦後の体験を
伝えたい方
内ハガキ表面（宛名面）に住所・氏名
・電話番号・年齢を明記し、裏面（通
信面）に、体験（時期・場所なども）を
書いて、７月２５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「１枚のハガキ」担当（〒１９４
－００１３、原町田６－８－１）へ。
※８月３日～９日に同センター６階で
掲示します（ハガキ裏面のみ、内容に
よっては掲示しない場合も有り）。
※ハガキの返却はできません。
【講演会と座談会～若者と未来の平
和を考える】
　フォトジャーナリストとして世界
各地の貧困と災害を取材し、現在ＴＢ
Ｓ「サンデーモーニング」にコメンテ
ーターとして出演する安田菜津紀氏
の講演と座談会です。
日７月２２日㈰午後２時～４時３０分
場生涯学習センター

内講演「世界、東北から考える『平
和』」、安田氏と都立小川高校生の座
談会「現代における平和のあり方」
定１４４人（申し込み順）
申１次受付＝７月１日正午～４日午後
７時にイベシスコード１８０７０５Ａへ
／２次受付＝７月５日正午～１９日に
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
またはイベシスへ。
【ハンドベルコンサート　祈りの音
色にのせて】
日７月２９日㈰午後２時～３時
※プログラムの途中と終了後にハン
ドベル体験も行います。
場生涯学習センター
曲目ドレミの歌、アンダー・ザ・シー

（リトルマーメイドより）、アメイジ
ンググレイス（予定）
出演ハンドベル・アンダンテ
定１５８人（申し込み順）
申７月５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１８０７０５Ｂへ。

◇
問同センター☎７２８・００７１
さがまちカレッジ
中学・高校生対象講座

　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）。
【ふしぎな超電導磁石で遊ぼう】
対中学・高校生
日７月３０日㈪午前１０時３０分～正午
場青山学院大学（相模原市）
内リニア新幹線や医療用ＭＲＩなどに
幅広く生かされている超伝導体の仕
組みと電磁現象を学ぶ
講青山学院大学理工学部教授・下山
淳一氏
定２０人（抽選）
費１３００円（教材費含む）
【中学生のための初級薬学講座～薬
の秘密を確かめよう】
対中学生
日８月５日㈰午後１時～４時
場ウェルネスさがみはら（相模原市）
内医薬品の工夫や効用について簡単
な実験を行いながら学ぶ
講相模原市薬剤師会会員薬剤師・加
藤由佳氏
定２０人（抽選）

費１５００円（教材費含む）
【バイオや化学の力で身の回りの環
境を調べてみよう】
対小学４年生～高校生（小学生は保
護者同伴）
日８月１０日㈮午前１１時～午後３時
場麻布大学（相模原市）
内培養細胞や化学薬品を使って、身
の回りの環境を調べる
講麻布大学生命・環境科学部准教授　
関本征史氏
定２０人（抽選）
費１５００円（教材費含む）

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、７月１０日まで（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）。
※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

まちだの体力向上プロジェクト
　いずれも中央図書館と共催です。
【子どもの運動教室】
対小学１～３年生
日７月１４日㈯午後１時３０分～２時３０
分、１５日㈰午前１１時～正午
申７月３日正午～１１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０７０３Ａへ
【女性の体幹トレーニング教室】
　自宅でも簡単にできる体幹トレー
ニングにチャレンジしてみませんか？
対①２０～４９歳の女性②５０歳以上の
女性
日①７月１４日㈯午後３時３０分～４時
３０分②７月１５日㈰午後１時３０分～２
時３０分
申７月３日正午～１１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０７０３Ｂへ。

◇
場中央図書館
定各２０人（申し込み順）
費各１００円（保険料込み）
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

ＰＯＰコンテストまちだ２０１８
【本が人をつなげる】
　応募者全員に図書館オリジナルマ
スキングテープを差し上げます。
対中学・高校・大学生相当年齢の方

（２４歳ぐらいまで）
※図書館の利用券をお持ちでない方
は、利用登録が必要です。
応募方法推薦図書枠または自由図書
枠（漫画は不可）の本１冊を読んで、Ｐ
ＯＰ（本の紹介）を作成して応募
各賞・賞品推薦図書枠＝キンシオ賞

（キン・シオタニ直筆ＰＯＰ　他）、ゼ
ルビー賞（サイン入りユニフォーム　
他）、自由図書枠＝教育長賞（図書カ
ード２０００円　他）
※中高生の部と大学生の部に分けて
選考を行います。
PＯPの規格各市立図書館、町田市民
文学館で配布する専用用紙または官
製ハガキ程度の大きさ（１００ｍｍ×
１４８ｍｍ）で厚みのあるもの（画材は
自由）
申７月１３日～９月２８日に、直接各市
立図書館または町田市民文学館へ。
※詳細は町田市立図書館ホームペー
ジをご覧下さい。
問中央図書館☎７２８・８２２０
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７月１９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＝「有働薫」
／おはなし＝「１００万回生きたねこ」

（佐野洋子／作）、「こんな顔」（日本の
昔話）、「耳なし芳一」（小泉八雲／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、７月１日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。

子ども用リユース品無料回収会
　市では、修理などを必要としない
再利用可能な子ども用品等を無料で
回収し、必要な方に無償で提供する、
子ども用品の回収会と配布会を定期
的に開催しています。
　対象品目や注意事項などの詳細
は、町田市ホームページをご確認下
さい。
【各子どもセンターで開催します】
対市内在住の方
日・場７月１４日㈯＝まあち、１５日㈰
＝つるっこ、２１日㈯＝ただＯＮ、２２
日㈰＝ばあん、８月４日㈯＝ぱお、午
前１１時～午後３時
※物品は、引き取り基準を満たした
リユース可能なものに限ります。
※「目立つ汚れがある」「がたつきな
ど安全面に問題がある」「部品等に不
足がある」「動作に不具合がある」な
どの場合は、対象品目であっても回
収できません。
※回収した子ども用品は、９月中旬
～１０月開催の配布会で、希望者に提
供します（日程等は８月中旬ごろ町
田市ホームページ等で公表予定）。
市HP 子ども用品リユース  検索
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

市立図書館7月、8月の催し
絵本・紙芝居・語りなどで、楽しい時間を過ごしましょう！

催　し 日　程 時　間 会　場

①ちいさい子向けおはな
し会
②おおきい子向けおはな
し会
③乳幼児向けおはなし会
④こどもえいが会

①7月11日、18日、25
日、8月8日、15日、22
日、29日
②7月11日、25日、8月
8日、22日
③7月13日、27日、8月
10日、24日
④7月4日、8月1日

①午後2時30分から
②午後3時30分から
③午前10時30分から、
11時から
④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。
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

催し・講座催し・講座

相模原市　となりのまちから

ＪＡＸＡ相模原キャンパス特別公開
問同キャンパス☎７５９・８００８

　普段の見学では入れない施設の公開
や、最新の宇宙科学が分かる講演やブー
スなど、たくさんの企画を楽しめる日で
す。銀河連邦の物産展も開催します。
※詳細は、ＪＡＸＡ宇宙科学研究所ホーム
ページをご覧下さい。
日７月２７日㈮、２８日㈯、午前１０時～午後
４時３０分 昨年の特別公開の様子

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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夏休み！図書館調べもの講座
　中央図書館レファレンス（調べも
の）コーナーの資料を使って簡単な
問題を解きながら、基本的な辞典類
や図書館で調べるコツを紹介しま
す。
対市内在住、在勤、在学または相模原
・八王子・府中・調布・日野・多摩・稲
城・川崎市在住の高校生以上の方
日７月３０日㈪午後１時３０分～４時
場同館
定１０人（申し込み順）
申７月５日午前１０時から直接または
電話で同館４階メインカウンター
（☎７２８・８２２０）へ（２人まで申し込
み可）。
子どもたちに伝えたい
“いのちと性”のはなし
　思春期の子どもたちの「親にだけ
は話さない」対人関係や恋愛、性に関
するリアルな現状を伝えるととも
に、インターネットやＳＮＳの状況、デ
ートＤＶなど最近の性被害の危険性
にも触れ、自分を大切にすること、い
のちの大切さを学びます。
対思春期のお子さんがいる保護者等
日８月２日㈭午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講むさしのレディースクリニック助
産師・大田静香氏
定１５人（申し込み順）
申７月４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１８０７０４Ｄ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２０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
大地沢青少年センター
青 空 ア ト リ エ
　毎月第２日曜日に、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。７月の
特別プログラムは、「ウィンドベル」
を予定しています（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７月８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

食 育 ツ ー リ ズ ム
【親子でうどん打ち＆夏野菜とブル
ーベリーの収穫・調理体験】
　食への関心を高め、食に対する感
謝の心を育むことを目的に、農業と
商業が協働して実施します。
対市内在住の３歳～中学生とその保
護者（親子参加必須）
日８月７日㈫午前９時～午後３時３０
分、集合は小田急線鶴川駅、解散は
JR横浜線町田駅周辺
※専用バスで移動します。
場宮本農園（野津田町）、小野路ブル
ーベリー園（小野路町）、小野路宿里
山交流館、ワーカーズコレクティブ
凡（木曽西）

内地粉を使ったうどん打ち、夏野菜
とブルーベリーの収穫・調理
※うどんとブルーベリーソースのお
土産付きです。
定２４人（申し込み順）
費１人２５００円（収穫体験費、食事代、
保険料）
申参加者住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・生年月日・性別を明記し、ＦＡＸ
で町田ツーリストギャラリー（返
８５０・９３１２）へ（町田市観光コンベ
ンション協会ホームページで申し込
みも可）。
問同ギャラリー☎８５０・９３１１（受付
時間＝午前１０時～午後７時）、町田市
保健予防課☎７２２・７９９６
夏休み親子でワクワク
鶴見川探検バスツアー

【狩野川台風から６０年・洪水の歴史
も学ぶ！】
　市民・市民団体・企業・行政の連携
による鶴見川流域水マスタープラン
の取り組みをバスツアーで体験しま
す。
※鶴見川流域水協議会（国土交通省
関東地方整備局・東京都・神奈川県・
横浜・川崎・町田・稲城市）の主催で
す。
対小学３年生以上の子どもとその保
護者
日８月８日㈬午前９時～午後３時５０分
（荒天時は８月１０日に延期）、集合は
午前８時４５分にJR横浜線淵野辺駅
南口、解散はJR横浜線新横浜駅
見学地鶴見川源流保水の森～恩廻公
園調節池～鶴見川多目的遊水地
内鶴見川源流保水の森、調節池など
の治水施設の見学、鶴見川の生物調

査（魚捕り）体験等
定４５人（鶴見川流域在住、在勤の方
を優先のうえ、抽選）
持ち物昼食、飲み物、水に入れる靴
（指先が守れるもの）、雨具等
※歩きやすい靴と服装でおいで下さ
い。
申住所・氏名・電話番号・ＦＡＸ番号・
参加者全員の氏名と年齢を明記し、
ＦＡＸまたはＥメールで、７月２０日午
後５時までに鶴見川流域水協議会申
込窓口アジア航測（株）（返０４４・９６５
・００４０遍ｍｉｚｕｍａｓｕ．ｔｓｕｒｕｍｉ＠ａｊｉｋ
ｏ．ｃｏ．ｊｐ）へ。
問同協議会申込窓口アジア航測（株）
☎０４４・９６７・６２７０（受付時間＝祝
日を除く月～金曜日の午前１０時～
午後５時）、町田市下水道総務課☎
７２４・４２８７
７月は野菜がいっぱい！
まち☆ベジ夏野菜の直売
　いずれも売り切れ次第
終了です。
【①日曜朝市】
　認定農業者と名産品の
店が、野菜や菓子等を販売します。
日７月１５日㈰午前７時～８時
【②市役所まち☆ベジ市】
日７月１７日㈫午前１１時～午後１時
【③ＪＡ青壮年部会夏野菜市】
　市内の若手農業従事者が集合し、
採れたて野菜を販売します。
日７月２３日㈪午前１０時３０分～午後
１時３０分

◇
場①教育センター駐車場②③市庁舎
前
問農業振興課☎７２４・２１６６

催し・講座催し・講座

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【まちだスポーツ広場】
対市内在住、在勤、在学、在園の方日
７月１０日㈫、１２日㈭、午後３時～５時
３０分場同館サブアリーナ内２０２０年
東京オリンピック・パラリンピック
種目（ボッチャ・卓球・バドミントン
・バスケットボール）の体験
●市立室内プール☎７９２・
７７６１
【①水中運動公開指導】
　直接２５ｍプールへおいで下さい
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日７月５日、１２日、１９日、いずれ
も木曜日午前１０時～１１時場２５ｍプ
ール内水の抵抗を利用し、音楽に合
わせて体を動かす定各３０人（先着
順）費１００円（別途利用券が必要）
【②小学生短期水泳教室１期・２期】
対市内在住、在学の小学生（初心者・
初参加者優先）日８月６日～９日（１
期）、８月２０日～２３日（２期）、午前９
時～９時５０分、各全４回場２５ｍプー
ル内泳力別に分かれて練習を行い、
水慣れから浮き身、キック、クロール
までを目指す定各２５人（抽選）費
１０００円申往復ハガキに申し込みク
ラス・住所・氏名（ふりがな）・電話番
号・生年月日・性別・泳力を明記し、７
月２３日まで（必着）に同プールへ
〈お知らせ〉� �
　７月２１日～８月３１日の夏季期間

（無休）は、小・中学生の施設利用料が
有料（１００円）となります。なお、同期
間は開館時間を３０分早め、午前８時

　ピンホールカメラ教室参加者の作
品展です日７月２７日㈮～８月１２日㈰
場同サロン１階展示室
●かしの木山自然公園☎７２４・１６６０

３０分から開館します（閉館時間は午
後９時）
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【Ｊｒ．ヒップホップダンス教
室】
対市内在住、在学の小学生（①１～２
年生②３～６年生）日７月３１日～８月
４日、①午前９時１５分～１０時１５分②
午前１０時４５分～１１時４５分、各全５
回定各４０人（抽選）費７００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、７月１５
日まで（必着）に同館へ
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
【国際写真サロン開催】
　世界の写真愛好家を対象とした写
真展です。応募作品数総計９２１０点
の中から選ばれた、審査委員特別賞
を含む海外・国内作品とＵ３０部門

（３０歳以下対象のウェブ応募）、新部
門「＆ＴＯＫＹＯ部門」の入賞作品を展
示します日７月１１日㈬～８月１２日㈰
場同サロン２階展示室
【はすの花写真展作品募集】
　薬師池公園のほか、各地で撮影さ
れた「はすの花」の作品を募集します
定３０人（先着順）費５００円申Ａ４また
は６つ切りサイズの写真裏面に応募
用紙を貼付し、直接同サロンへ（１人
２点まで）
【野津田公園ばら作品展開催】
　野津田公園ばら広場で撮影した作
品による写真展です日７月１８日㈬～
２２日㈰場同サロン１階展示室
【ピンホールカメラ教室作品展開催】

【自然観察会～夏の自然観察】
日７月１５日㈰午前９時３０分～１１時

（雨天中止）、集合は同公園管理事務
所前／駐車場はありません

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
●自衛隊町田募集案内所～自衛隊一
般曹候補生・航空学生募集
　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曹候補生

＝２０１９年４月１日現在、１８歳以上
２７歳未満の方、航空学生（①海上②
航空）＝高校卒業者または高等専門
学校３年次修了者（いずれも見込み
含む）で①１８歳以上２３歳未満の方
②１８歳以上２１歳未満の方申９月７日
まで（必着）問同案内所☎７２３・
１１８６

　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、在学の方

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 １１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）６日、１３日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 ３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 １０日㈫
⑥登記相談 ５日㈭
⑦行政手続相談 １２日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 ４日㈬

⑨少年相談 １０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 ３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 ４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、LGBＴ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

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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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！

●町田市民文学館☎７３９・３４２０
【ことばであそぼう！３・４歳児あつまれ！】
対３・４歳児とその保護者日７月１４日
㈯午前１０時３０分～１１時４０分場同
館２階大会議室内童謡とわらべ唄、
紙芝居等上演桃の木工房
【木版でつくる食いしんぼう暑中見
舞いはがき！】
対小学生日７月２８日㈯午前１０時～
正午場同館内木版画で暑中見舞いの
はがきを作る講彦坂木版工房・彦坂
有紀氏、もりといずみ氏定２０人（申
し込み順）費５００円申７月３日午前９
時から電話で同館へ
●ひなた村☎７２２・５７３６
【ひなた村シアター】
日７月１４日㈯午前１０時３０分～１１時
３０分場ひなた村第１レクルーム内「夏
だ！昆虫大集合！！」「３丁目物語　夏」
【糸のこ教室】
　初心者も歓迎です対市内在住、在
勤、在学の小学２年生～１８歳の方（小
学２年生は保護者同伴）日７月２１日
㈯午後２時～４時内電動糸のこ盤を
使って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）申７月１日午前
１０時から電話でひなた村へ
【科学クラブ～“ぷち”セミのいきかた】
対市内在住、在学、在園の５歳～小学
生とその保護者（小学生は子どもの

みの参加も可）日７月２９日㈰午前１０
時～正午内土の中や羽化時のセミの
動画視聴、「セミのいきかた」ノート
作り、世界最大のセミの標本を用い
た学習等講（公財）神奈川科学技術ア
カデミー・有賀文章氏、まちだ実験し
隊定２０人（申し込み順）費３００円申７
月１日午前１０時から電話でひなた村
へ
【ピザ窯講習会】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日８月４日㈯午前１０時～午後３
時内ピザ作りをしながらドラム缶ピザ
窯の使い方を学ぶ（受講者には、今後
ピザ窯の利用ができる修了証を交付）
定２０人（申し込み順）費４００円申７月
１日午前１０時から電話でひなた村へ
【夏休みチャレンジ教室】
対①③市内在住、在勤、在学の小学３
年生～１８歳の方②市内在住、在学の
小・中学生日①７月２５日㈬午前１１時
～午後３時②７月２６日㈭午後１時３０
分～３時③７月２７日㈮午後１時３０分
～３時３０分内①編み込みうちわを作
ろう②ジェルキャンドルを作ろう③
七宝焼アクセサリーを作ろう定①
１５人②③２０人（①③申し込み順②
抽選）費①２００円②７００円③１０００
円程度（選ぶ素材による）申①③７月
１日午前１０時から電話でひなた村へ
②往復ハガキに教室名・住所・氏名

（ふりがな）・電話番号・学年・市外在
住の方は学校名、返信用にも宛先を
明記し、７月１４日まで（必着）にひな
た村（〒１９４－００３２、本町田２８６３）
へ／締切日以降定員に空きがあれば
電話で受け付けます
●３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
【リサイクルガラス砂絵教室】
　研磨された安全なリサイクルガラ
ス砂を使用します対市内在住の小学
生とその保護者（小学生１人につき
保護者１人まで、小学生のみでの参
加も可）日７月２１日㈯午前１０時３０
分～午後０時３０分場子どもセンター
まあち定３０人（申し込み順）申代表
者の住所・電話番号・参加者全員の氏
名・学年を明示し、７月３日正午～１７
日にイベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード１８０７０３Ｄへ
（申し込みは保護者を含む４人まで）
【バスでめぐり、見て学べる！～リサ
イクル施設見学ツアー】
対市内在住の小学生以上の方（小学
生は保護者同伴）日８月１６日㈭午前
８時３０分～午後５時ごろ、集合は町
田ターミナルプラザ、解散は町田駅
周辺内（株）リーテム東京工場と中央
防波堤外側処分場・内側埋立地清掃
関連施設を見学し、資源の行方やリ
サイクルの大切さを学ぶ定４０人（申
し込み順）／昼食代は自己負担です

申代表者の住所・電話番号・参加者全
員の氏名・年齢を明示し、７月４日正
午～８月１日にイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
１８０７０４Ｇへ（申し込みは４人まで）
●保健予防課☎７２２・７９９６
【親子クッキング～豆腐でしっとり！
とうふスコーンを作ろう】
対市内在住の４歳以上の未就学児と
その保護者日７月２７日㈮午後１時１０
分～３時４０分場健康福祉会館内スポ
ーツトレーナーの指導のもと親子で
遊びながら運動、おやつ作り定２０組
（申し込み順）申７月３日正午～１８日
にイベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード１８０７０３Ｇへ
●大地沢青少年センター☎７８２・３８００
【夏の子どもキャンプ】
対市内在住、在学の小学４～６年生日
８月１日㈬午前９時～２日㈭午後３時
３０分、１泊２日場同センター内テン
トに宿泊し、野外炊事や自然散策を
楽しむ定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・送迎バス利用の有無
を明記し、７月１３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）／両日とも
相原駅西口～同センター間の送迎バ
スを運行します

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。

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

１日㈰

午前９時～午後５時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎７１０・０９２７ 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 町田エールクリニック ☎７３９・５５３３ 中町１-９-２２
内科 鶴川台ウィメンズクリニック ☎７３７・１１０３ 真光寺２-３７-７
内科、
小児科 中村クリニック ☎７９２・００３３ 木曽東３-２０-２８

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

外科系
南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

２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
３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
４日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
５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
６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
７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

８日㈰

午前９時～午後５時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎７１０・０９２７ 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 なるせ内科・胃腸のクリニック ☎７１０・６１５５ 南成瀬４-２-３５
内科 飯田内科クリニック ☎７２５・３８０１ 森野１-３３-１２
内科 学園ハートクリニック ☎７２５・８４６８ 玉川学園１-２１-１５

午前９時～翌朝９時
内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

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

９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
１０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
１１日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
１２日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
１３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
１４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

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時～
午後5時）、1日＝あいの耳鼻咽喉科医院
（☎725・1108、木曽町499-15）

●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
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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
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広　　告

明るい選挙ポスターコンクール
選挙について自由に描いてみよう！

問選挙管理委員会事務局☎７２４・２１６８

　市では「町田市５ヵ年計画１７－２１」で、トップレベルのスポーツ
を楽しめる環境づくりの推進を掲げています。
　このたび、プロスポーツなどの大規模大会等に対応した「観る」
スポーツの場としての機能強化を図るため、「町田市立陸上競技場
観客席増設基本設計」を策定しました。
　観客席を増設することで、１万５０００人規模の観客が訪れるスポ
ーツ大会やイベントを誘致することができます。また、ＦＣ町田ゼ
ルビアがＪ１に昇格した場合、町田市を訪れる観客の増加も見込ま
れ、新たなにぎわいの創出や大きな経済効果が期待できます。
　延床面積の縮小、工事期間中の仮設観客席設置の取りやめ等、基
本構想策定時の内容を見直すことで、工事費を約１０億円削減しま
した。造成・外構工事を含めて、総工費は約４８億円です。
　詳細は、町田市ホームページをご覧下さい。

【増設部分の概要】
　陸上競技場北東側のバックスタ
ンドへの観客席の増設（図の矢印
部分）
○構造　　　　�鉄筋コンクリート

造３階建て
○建築面積　　約３３００㎡
○延床面積　　約７６００㎡
○高さ　　　　約３０ｍ
○増設客席数　約５０００席
○使用開始　　２０２１年２月（予定）

　鶴川団地入居５０周年を記念し、地域の活性化
と鶴川団地の魅力を発信・共有することを目的
に、同団地をモチーフにしたイラストコンテス
トを開催しました。入賞作品２７点を含む応募作
品全１４４点を展示します。
日７月２日㈪～１３日㈮、午前８時３０分～午後５時
（土・日曜日を
除く、初日は
正午から、最
終日は午後４
時まで）
場イベントス
タジオ（市庁
舎１階）

　市では、大学等と市内事業者をマッチングし、市内産業の活性化を図る事業を推進して
います。このたび町田新産業創造センターと共催で、ユニークなアイデアや技術を持つ学
生や起業家等と、地元町田の企業を結びつけ、新たなビジネスの創造を目指すコンテスト
を開催します。
　提案の募集にあたり、説明会を開催します。募集テーマ、申し込み方法等の詳細は説明
会でご案内します。また、同センターホームページ（=ＱＲコード）でもご案内しています。

募集テーマ説明会＆ビジネスプラン作成セミナー
日８月４日㈯午前９時３０分～午後２時３０分　場同センター　
申８月３日午後５時までに同センターホームページから申し込み
〈コンテスト概要〉
○まちだ未来　ビジネスアイデアコンテスト＆マーケット２０１８
対①大学生部門（高専生・大学院生を含む）②一般部門（起業家等）
○まちだ未来　高校生ビジネスアイデアコンテスト２０１８
対高校生（グループでの申し込みも可）
募集内容企業から提示されたテーマに応えるビジネスプラン
プラン募集企業アイワ広告（株）、（株）タマパーク、（株）丸井　マルイ町田、（株）ユニコーン

市立博物館

まちだ今
いま

昔
むかし

～時空を超えた対話；
　　　　縄文ムラと商都

問同館☎７２６・１５３１

完成予想図

　将来の有権者である小・中学生や高
校生を対象に選挙への関心を高めても
らうため、ポスターコンクールを開催
します。投票参加を求めるもの、明るい
選挙に関することをテーマにした作品
を募集します。
対市内在住、在学の小学生～高校生
サイズ画用紙の４つ切り（５４２ｍｍ×
３８２ｍｍ）、または８つ切り（３８２ｍｍ×
２７１ｍｍ）
申作品裏面の右下に、学校名・学年・氏名（ふりがな）を明記し、
９月７日までに直接選挙管理委員会事務局（市庁舎９階）へ（学
校を通じて提出する方は、学校で決められた日まで）。
※応募作品の著作権は主催者に帰属します。なお、作品は啓発
紙等への掲載や、展示会等で展示することがあります。
市HP�明るい選挙ポスター � 検索

異形台付土器　
縄文時代

　市が誕生した昭和３０年代と発掘調査で明らかになっ
た原初の町田の人々の暮らしを、考古資料と民俗資料約
１６０点で紹介します。
会期７月１４日㈯～９月１７日㈷
休館日月曜日（ただし７月１６日は開館し、１７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 催 事 ①～④は、別途入館料が必要です。

①講演会「縄文土偶の顔…土偶造形
の面白さ　附：４０年前の考古少年か
らのメッセージ」
日８月１９日㈰午後２時～３時３０分
講文化庁文化財部美術学芸課主任文
化財調査官・原田昌幸氏

定６０人（先着順）
②体験講座「本格的な和紙づくり～
夏休みスペシャル講座」
　伝統的な紙すきでハガキとマグネ
ットを作ります。
対２歳以上の方（未就学児は保護者

同伴）
日７月２９日㈰、８月２５日㈯、午前１０
時～正午、午後１時３０分～３時３０分
（各回とも同一内容）
講東京手すき和紙工房・北村春香氏
定各１０人（申し込み順）
費１人５００円
③学芸員によるギャラリー・トーク
日考古展示＝８月１１日㈷、午後２時
～３時３０分、民俗展示＝８月５日㈰、９
月１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）
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。
日会期中の開館時間内
⑤玉川大学・町田市立博物館連携ワ

ークショップ作品展「みらいのまち
だ商店街」
　玉川大学芸術学部の学生が行った
小学生対象のワークショップの作品
を展示します。
日７月１４日㈯～１６日㈷、午前１０時
～午後４時
⑥博物館で年中行事「編み細工の馬
を作ろう！」
　旧暦の七夕に作られていた「七夕
馬」をクラフトテープで作ります。
日８月１８日㈯、午前１１時～１１時４０
分、午後２時～２時４０分
定各１０人（先着順）

場①②⑤⑥同館２階講堂③同館１
階展示室④同館受付
申①③④⑤⑥直接会場へ②７月４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７月
２９日＝１８０７０４Ｂ、８月２５日＝
１８０７０４Ｃへ。

市立陸上競技場の観客席を増設
基本設計を策定しました

問住宅課☎７２４・４２６９
問�基本設計について＝公園緑地課☎７２４・４３９８、スポーツ
・観客席利用について＝スポーツ振興課☎７２４・４０３６

問町田新産業創造センター☎８５０・８５２５、町田市産業政策課☎７２４・２１２９
ビジネスアイデアコンテスト

あなたの提案をお待ちしています！

鶴川団地イラストコンテスト作品展

団地の魅力を再発見！
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