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この夏、変身しませんか

町田市は

ミニトマトたった２個分でできることがあります ２面へ

　市では、2011年に市民・事業者と協力して環境負荷を減
らし、循環型社会を目指す「町田市一般廃棄物資源化基本計
画」を策定しました。計画では、ごみとして処理をしている
年間約9万9400トンを約6万トンに減らすこと、つまり、 
約40％のごみ減量を目指しています。
　水分の多い果実や野菜の生ごみが多く出て、臭いも気に
なるこの季節、ごみダイエットで暮らしの肥満（ごみ）を解
消しませんか。

問環境政策課☎724・4379

減量ダイエット挑戦中!

40％
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家庭でのダイエット

分別はもちろん大切ですが、その前に出さないことも大切。一人ひとりができることを実践すれば、目標達成はぐっと近づきます。

あなたからはじまる のごみ減量40％

　本来食べられるのに捨てられてしまった食品の
ことを「食品ロス」といいます。町田市の生ごみの
年間排出量のうち、約15％が過剰除去（食べられ
る部分も捨ててしまうこと）、約10％が食べ残し、
約5％が期限切れ等の食品です。町田市の食品ロ
スの発生量は、年間約9000トン。「買い過ぎない、
食べ残さない、作り過ぎない」を習慣にしましょう。

まずは…

生活スタイルを変えて
「食品ロス削減」に挑戦！STEP1

それでもごみが出たら…

「ダンボールコンポスト」を
駆使せよ！STEP3

　ダンボールコンポスト
の仕組みは、とても簡単。
竹チップ、竹炭、米ぬかが
入ったダンボールに、生ご
みを投入するだけで分解
されて、堆肥のもと（土質改良剤）になります。集
合住宅でも手軽にできます。

ダンボールコンポスト講習会
　参加者にはダンボールコンポスト１セットをお
持ち帰りいただけます。
対市内在住の方（初めての方のみ）
日8月2１日㈫、23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20日正午～8月１2日にイベントダイヤル（☎
724・5656）またはイベシスコード１80720Bへ。
問3Ｒ推進課☎797・0530

ごみとして
処理する量

トン9万9400約

トン6万約
ごみとして処理する量

40
％
減
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2020年度までに
アクションプランで減量

うち生ごみ
約3000トン（ ）トン1万3700約

新たなごみの資源化施設で
減量・資源化 行政でのダイエット

トン2万5700約

家庭・
事業者での
ダイエット

14%

26%

2013年度
（基準年度）合言葉は「１人１日ミニトマト２個分」

　１人１日当たりの燃やせるごみの収集量は、多摩地域26
市中9番目に多くなっています（〔公財〕東京市町村自治調
査会「多摩地域ごみ実態調査」平成28年度統計）。

１．町田市は減量が苦手？�
３．将来はもっとピンチ？�
　世帯人数が少ないほど１人１日当
たりのごみ量は増え、さらに単身で
も特に高齢単身世帯は多い傾向で
す。今後、高齢単身世帯の増加によ
り、生ごみに加えて調理済み食品や
弁当のプラスチックごみも増えてい
くことが考えられます。

減量するなら“今”�～３つの理由

夏の
ダイエットプログラム

　20１7年度の町田市の「ごみとして処理する量」は9万2894トン
で、前年度に比べ１986トン減少しています。人口は増えています
が、ごみは減ってきています。
　問題ないようにも見えますが、このペースでは40％の減量目標
達成は黄色信号です。

町田市の肥満度（ごみ量） 要生活習慣改善

※�ごみとして処
理する量＝燃
やせるごみ、
燃やせないご
み、事業系ご
み等の合計

　20１5年に策定した行動計画「町田市ごみ減量アクションプラン」では、40
％の減量目標のうち約14％（約1万3700トン）について、2020年度までにど
う減らすかを示しています。このアクションプランのうち、家庭系「生ごみ」の
減量目標は、約3000トンです。これを１人１日分の減量目標数値に置き換える
と、なんとミニトマトたった2個分（約19グラム）でいいんです。

行政でのダイエット
　リレーセンターみなみでは、20１6年4月からJＲ横浜線以南の地域で容器包装プ
ラスチックの圧縮梱包機による資源化を始めています。資源化により、ごみとして
処理する量が減り、ごみの焼却時に出る二酸化炭素の削減につながっています。そ
の他の地域についても資源ごみ処理施設の整備を進め、資源化を図ります。

容器包装プラスチックの資源化施設STEP2

　生ごみを１5日間程度発酵させて、メタ
ンガスを発生させ、ガス発電機で電気を
作り、ごみをエネルギーに変えます。ま
た、ガス発電機の廃熱を利用して温水を
作り、工場内で利用します。

生ごみのバイオガス化施設建設中STEP1

微生物の力を使って
ガスを作る

発酵槽

達成するには 家庭・行政でのダイエット が効果的です！

　燃やせるごみの中でも生ごみの占める割合は一番多く、
約40％を占めています。

２．決め手は「生ごみ」�

14%

26%

　生ごみの80％は水
分。ひと絞りするだけ
で、8％の水分を減ら
すことができます。こ
れで年間約2000トン
もの削減効果がありま
す。CDやペットボト
ルを使って、水分を簡
単に絞り出せます。

ペットボトルで

CDで

YouTube（まちテレvol.143）で
動画をチェック

生ごみ
40%

資源化
できる紙
８%

資源化できない紙
９%

容器包装プラスチック
20%

その他
プラスチック
１%

木・草
６%

その他
16%

市内の燃やせるごみ組成調査
（2013年度～2017年度平均）

ごみが出たら…

「水切り」効果は
半端ない！STEP2

　8月15日発行のまちだごみ情報紙「ごみ
ナクナーレ」では、壊れたおもちゃを修理す
るボランティア団体「おもちゃ病院まちだ」
の活動を紹介します。

市HP 減量アクションプラン  検索
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■問納税課　724・21217月は、「固定資産税・都市計画税」と「国民健康保険税」の納付月です ☎☎納付はお済みですか？

市民1人当たりの
一般会計支出額
34万7785円

医療・生活支援のため
17万5189円
医療・生活支援のため
17万5189円

市政運営のため
5万2613円

市政運営のため
5万2613円

保健衛生・環境のため
2万9377円

保健衛生・環境のため
2万9377円

教育のため　3万1976円教育のため　3万1976円

道路・公園等整備のため
2万6973円

道路・公園等整備のため
2万6973円

市債の返済のため
1万5112円

市債の返済のため
1万5112円

消防・防災のため　1万2168円消防・防災のため　1万2168円 その他（議会、産業振興などのため）
4377円
その他（議会、産業振興などのため）
4377円　医療・生活支援、教育の充実、ごみの収集や再資源化、道路・下水道

・公園等の整備、防災など市が行うさまざまな市民サービスは、皆さ
んに納めていただいた税金を使って行われています。２０１７年度の
市税収入額と一般会計支出額をそれぞれ人口で割って、市民１人当
たりの市税負担額と一般会計支出額を計算しました。
※人口：４２万８５７１人（２０１８年４月１日現在）

市民１人当たりの市税負担額　16万78円

市民１人当たりの一般会計支出額　34万7785円

※金額は、表示単位未満を四捨五入しています。
※四捨五入による端数調整を行っているため、合計値等と合致しない場合
があります。

　市では毎年２回（７月、１２月）、財政状況を公表しています。
今回は、２０１７年度（２０１７年４月１日～２０１８年３月３１日）の財
政状況をお知らせします。また、決算状況の詳細は、今後の本
紙でお知らせします。

会    計 2017年度末元金現在高 （参考）2017年度末元金現在高
に対する利子の支払い見込額

一 般 会 計 ７４４億２４４６万円 ３５億４８２２万円

下水道事業会計 ４７７億７６３８万円 ７７億２２２８万円

病 院 事 業 会 計 １１９億９８８３万円 ２０億９１５５万円

合 計 １３４１億９９６７万円 １３３億６２０５万円

※利子の支払い見込額は、今後支払いが予定されている額です。

　市では、集会施設・学校・市庁舎などの建物や、これら施設の敷地となっ
ている土地、取得価格１００万円以上の物品、有価証券、債権などの財産を
所有しています。

財産の種類 2017年度末現在高

土地　（公園、学校など） ７０５万６１２２.８４㎡

建物　（学校、下水処理施設など） ９４万１２５.４４㎡

物権　（地役権、地上権） １２６３.５９㎡

無体財産権　（著作権、商標権など） ８０件

有価証券　（株券） ２６６０万円

出資金 ２４億６６１７万７０００円

物品　（美術品、学校備品など）
※取得価格１００万円以上 １６３７点

債権　（貸付金、和解金など） ５６４９万円

基金 ２０９億１１６３万円

会　計 予算現額(a)
収入済額(b) 収入率（b/a）

差引額（b-c）
支出済額(c) 執行率（c/a）

一 般 会 計 １５７１億３２３０万円
１５３９億２２４２万円 ９８.０％

４８億７２０１万円
１４９０億５０４１万円 ９４.９％

特
別
会
計

国民健康保険 
事 業 会 計 ４９５億６４４８万円

５０６億６１９７万円 １０２.２％
２０億９７９７万円

４８５億６４００万円 ９８.０％

下水道事業会計 １１８億８９０６万円
１１３億６８９万円 ９５.１％

１億８８１０万円
１１１億１８７９万円 ９３.５％

介 護 保 険 
事 業 会 計 ３１７億８４７８万円

３２３億６５１９万円 １０１.８％
１２億２５６０万円

３１１億３９５９万円 ９８.０％

後 期 高 齢 者
医療事業会計 １０４億２２５５万円

１０４億１９５５万円 １００.０％
５３１０万円

１０３億６６４５万円 ９９.５％

小 計 １０３６億６０８８万円
１０４７億５３６０万円 １０１.１％

３５億６４７７万円
１０１１億８８８３万円 ９７.６％

合 計 ２６０７億９３１８万円
２５８６億７６０２万円 ９９.２％

８４億３６７８万円
２５０２億３９２４万円 ９６.０％

※金額は２０１８年４月１日〜５月３１日の出納整理期間を含んでいます。

利用状況と料金収益（税抜）
患者数 料金収益

入 院 １２万８９１４人 ７４億５７０２万円

外 来 ２８万１３８６人 ３２億３９４９万円

収入・支出の状況（税込）
収益的収支

（主に病院経営に伴うもの）
資本的収支

（建設投資などに伴うもの）

収入額 １２９億６７０６万円 １億２８８９万円

支出額 １３６億６３４９万円 ９億２８９３万円

問 財政課 ☎７２４・２１４９

一般会計・特別会計予算の執行状況 企業会計【病院事業会計】の状況

市有財産の状況

市民１人当たりの市税負担額と一般会計支出額

ローン（市債）の状況
　市には、公共施設を整備するために国や銀行などから
借りた長期のローン（市債）があります。
　施設整備の資金を、その年度だけで支払おうとする
と、他の事業ができなくなります。そこで、施設などは長
期に利用できるので、整備した時の市民だけでなく、将
来利用する市民にもその費用を公平に負担してもらう

ようにしています。
　ただし、借金であることに変わりはないため、借り入れには十分気を付
けています。

　２０１７年度の町田市民病院の利用状況は、入院患者数が
対前年度比２．５％減、外来患者数が対前年度比６．１％減と
なり、料金収益では３．８％前年度を下回りました。
　なお、純損失は７億１１０万円で、当年度未処理欠損金は
４１億２６３７万円となりました。

町田市の財政状況
2017年度の
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ＪＲ横浜線相原駅周辺の

自転車等放置禁止区域を拡大
問道路管理課☎７２４・３２５７「みんなで描こう　より良いかたち

� 町田市公共施設再編計画」を策定しました

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。

問企画政策課
　☎７２４・２１０３未来の場

かたち

⑨みんなでつくる

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１３8

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
町田市食育推進
計画推進委員会

７月１９日㈭午後１
時３０分～３時３０分

町田市保健所（中
町庁舎）１階講堂

５人
（先着順）

直接会場へ問保健予防課
☎７２２・７９９６

町田市スポー
ツ推進審議会

７月２４日㈫午後６
時３０分から

市庁舎１０階会議
室１０－２

５人
（申し込み順）

７月２３日までに電話でスポー
ツ振興課（☎７２４・４０３６）へ

町田市環境マネジ
メントシステム外
部評価委員会

７月２６日㈭午後６
時３０分～８時３０分

市庁舎２階会議室
２－２

１０人
（申し込み順）

７月２５日午後５時までに電
話で環境政策課（☎７２４・
４３８６）へ

町田市総合教
育会議

７月２７日㈮午後３
時３０分から

市庁舎３階会議室
３－１

３０人
（申し込み順）

７月２４日までに電話で企画
政策課（☎７２４・２１０３）へ

町田市教育委
員会定例会

８月３日㈮午前１０
時から

市庁舎１０階会議
室１０－２～５

会議当日に教育総務課（市庁
舎１０階、☎７２４・２１７２）へ（午
前９時３０分から受け付け）

町田市高齢社
会総合計画審
議会

８月３日㈮午後６
時３０分～８時

市庁舎２階会議室
２－２

１０人
（申し込み順）

事前に電話でいきいき総
務課（☎７２４・２９１６）へ

町田市自殺対
策推進協議会

８月９日㈭午後２
時～３時３０分

市庁舎２階会議室
２－１

５人
（先着順）

直接会場へ問健康推進課
☎７２４・４２３６

町田市教育委
員会臨時会

８月２３日㈭午後２
時から

市庁舎３階会議室
３－１～３

会議当日に３階会議室前へ
（午後１時３０分から受け付け）
問教育総務課☎７２４・２１７２

　８月までに町田市道堺９０５
号線及び堺３０３号線の供用を
開始することに伴い、自転車
等の放置による環境悪化の防
止並びに通行機能の確保及び
歩行者の安全の保持を図るこ
とを目的として、相原駅周辺
の自転車等放置禁止区域を拡
大します。
　区域内に自転車等を放置す
ると即時撤去の対象となりま
すので、近隣の自転車等駐車
場や公共交通機関をご利用下
さい。放置自転車等の防止に
ご協力をお願いします。

JR 相原駅

Ｊ
Ｒ
横
浜
線

スーパー

相原駅西口
自転車駐車場

相原駅東口
自転車駐車場

至八王子

至橋本 堺市民センター町田街道

現在の放置
禁止区域
拡大する放置
禁止区域

相原駅東口
バイク駐車場

相原駅入口

　計画策定にあたっては、学識経験者、市民団体代表、公募市民により
構成する町田市公共施設再編計画策定検討委員会を２０１６年１１月に設
置し、１２回の会議を通じ、多様な立場からのご意見やご提案をもとに
検討を重ねてきました。
　６月４日には検討委員会から市へ計画案が提出され、この度、計画を
策定しました。

　計画書及び概要版は町田市ホームページに掲載しています。また、計
画書は市政情報課（市庁舎１階）で販売しています。
※公共施設マネジメント情報紙「ぷらっと」第２号を８月１日の新聞折込
で配布します。併せてご覧下さい。

　今後とも、市民や事業者の皆さ
んとの「対話」を大切にしながら、
誰もが気軽に利用できるオープン
な空間・新たな活動への刺激を得
られる場、賑わいや交流・つながり
が生まれる場など、「公共施設・公
共空間のより良いかたち」の実現
を目指し進めてまいります。

　この度の西日本を中心とした豪雨
災害により亡くなられた方々のご冥
福をお祈りすると共に、被災された
皆様に心からお見舞い申し上げま
す。
　町田市でも、過去に河川氾濫など
で大きな被害を経験しています。こ
れからの季節は、台風による災害も
含め、防災対策など、日頃の備えが求
められる時季です。また、暑い季節が
長く続くとの予報があります。熱中
症対策などにも心がけていただきた
いと思います。
　暑さの季節の到来と時を同じくし
て、町田ダリア園が開園しました。
今年はダリアの花の生育も順調で、
開園と同時に見頃になりました。開
園式には町田ダリア園の親元とも言
うべき、山形県川西町から、また、技
術指導をしていただいている秋田県
の秋田国際ダリア園からもご参加い

ただきました。
　さて、今年は、南アフリカ共和国の
指導者ネルソン・マンデラ氏の生誕
１００年にあたります。町田市は東京
２０２０オリンピック・パラリンピッ
クにおける、南アフリカ共和国のホ
ストタウンになっています。
　これまで、さまざまな交流の取り
組みをしてきましたが、一昨年に続
き今年も、７月１８日のマンデラ氏の
誕生日に、この日は国連のネルソン
・マンデラ国際デーですが、ダリア
園で６７分間の奉仕活動をします。一
昨年は、当時のシスル大使に新品種
のダリアに命名（レインボー）をして
いただきました。今年も１８日に南ア
フリカ共和国特命全権大使のロモ氏
が参加される予定です。また、ラグビ
ーのトップチーム、キヤノンイーグ
ルスに南アフリカから来られている
監督（ヘッドコーチ）なども、ここの
奉仕活動に参加されると聞いていま
す。
　来月８月には、町田市でキャンプ
を予定している、ラグビーワールド
カップのアフリカ大陸代表国も決ま
ります。
　町田市としてこれからもさまざま
な取り組みを続け、ラグビーワール
ドカップの機運を盛り上げていきた
いと思います。現在、ダリアの名前を募集中！

青年海外協力隊として派遣されました

町田第一中学校の改築に伴う

仮設校舎の建設工事が始まります
問教育総務課☎７２４・２１７３

アメリア町田根岸ショッピングセンターで

野菜と食品ロスをテーマにしたクイズラリー
＆熱中症予防キャンペーン開催

【「野菜を食べよう＆食品ロス削
減」クイズラリー】
　アメリア町田根岸ショッピング
センター内に隠されたクイズを見
つけ出そう！　クイズに答えて正解
すると景品がもらえます。
日７月２８日㈯午前１０時～午後４時
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０、保健予
防課☎７２２・７９９６

　市内在住の田中潤好さん、真田翠
里さん、酒井実希さんが、（独）国際協
力機構（ＪＩＣＡ）の青年海外協力隊と
して派遣が決まりました。出発の報
告のため、６月２０日に市役所を訪れ、
意気込みを語られました。派遣期間
は、２年間です。
　現地でのご活躍を期待しています。

　施設の老朽化に対応するため、町
田第一中学校の改築事業を進めてお
り、８月から仮設校舎の建設工事が
始まります。仮設校舎の完成後、新校
舎の建設を２０２１年７月の完成を目
指し、右表のとおり行います。
　なお、仮設校舎での授業は、２０１９
年４月、新校舎での授業は２０２１年９
月の開始を予定しています。

【熱中症予防キャンペーン】
　うちわ等の熱中症対策グッズを
配布します（無くなり次第終了）。
日７月２８日㈯正午～午後２時
問健康推進課☎７２４・４２３６

◇
場アメリア町田根岸ショッピング
センターイベント広場（根岸２－
１８－１）

今後のスケジュール（予定）

２０１９年
４月 仮設校舎使用開始

現校舎解体開始

１２月 新校舎建設開始

２０２１年 ７月 新校舎完成予定

※校庭の整備を含めた、最終的な工事の
完了は２０２２年３月を予定しています。
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募　集募　集
町田市スポーツ推進委員
　市のスポーツイベントへの運営協
力や、スポーツ指導などを通じて、ス
ポーツ振興を図ることを目的とした
非常勤の特別職の公務員です。
対市内在住の１８歳以上の方＝１人
選考１次＝書類・論文、２次＝面接
申募集要項を参照し、所定の履歴書
と論文（テーマ＝①「町田市地域スポ
ーツクラブを地域に根付かせるため
の具体的な方策」②「子どもの体力向
上のために取り組むべき具体的な施
策」のうち１テーマ、４００字詰め原稿
用紙２枚まで）を、８月６日まで（必着）
に直接または郵送でスポーツ振興課
（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
※募集要項と所定の履歴書はスポー
ツ振興課（市庁舎１０階）で配布しま
す（町田市ホームページでダウンロ
ードも可）。郵送希望の方はお問い合
わせ下さい。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

お知らせお知らせ
分譲マンション管理に�
関 す る 相 談 会
　マンション管理士が相談に応じま
す。
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日８月２９日㈬午後１時３０分～４時
※相談時間は１組３０分です。
場市庁舎
講（一社）東京都マンション管理士会　
町田・たま支部
定４組（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。
７月２２日は
マイナンバーカードの�
手続きができません
　マイナンバーカード（個人番号カ
ード）は、市民課（市庁舎１階）と各市
民センターで、月～金曜日（祝休日を
除く）と第２・４日曜日に交付してい
ます。

　７月２２日㈰は、全国システムがメ
ンテナンスにより休止するため、同
カードの交付を行うことができませ
ん。また、住所異動に伴う同カードに
関する各種手続き（継続利用・券面事
項の変更等）、電子証明書に関する手
続きも行うことができません。ご理
解ご協力をお願いします。
※コンビニ証明書自動交付サービス
は通常どおりご利用いただけます。
問市民課☎７２４・２１２３
生産性向上特別措置法に基づく「先
端設備等導入計画」の
認定申請を受け付けています
　市では、国が６月に施行した生産
性向上特別措置法に基づき、中小企
業者が機械・装置などの設備投資を
通じて労働生産性の向上を図るため
に作成する「先端設備等導入計画」の
認定申請を受け付けています。計画
が認定されると、税制面や国の各種
補助金採択においてメリットがあり

ます。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
対市内中小企業者
認定によるメリット①計画認定を受
けた設備（償却資産）に係る固定資産
税が３年間ゼロとなる②国の各種補
助金（ものづくり・サービス補助金、Ｉ
Ｔ補助金等）の優先採択（加点）の対
象となる
申申請書類（町田市ホームページで
ダウンロード）を直接産業政策課（市
庁舎９階）へ。
※郵送での提出を希望する方は、事
前にお問い合わせ下さい。
※市への申請にあたっては作成した
「先端設備等導入計画」の内容につい
て、経営革新等支援機関（町田商工会
議所、町田新産業創造センター、市内
金融機関等）による事前確認書の発
行を受けて下さい。また、設備取得は
市による計画認定後に行って下さい。
問産業政策課☎７２４・３２９６

国民健康保険限度額適用認定証は再申請が必要です
問保険年金課☎７２４・２１３０

中町中央町内会が警視総監賞を受賞
問市民生活安全課☎７２４・４００３

　５月２５日、警視庁本
部で、町田警察署から
推薦された中町中央町
内会が警視総監賞を受
賞しました。この表彰
は、犯罪に強い社会の
実現のため、安全・安心
なまちづくりの推進に
関し、顕著な功績また
は功労のあった個人・
団体に対して毎年行わ
れるものです。
　中町中央町内会は、永年、登下校
時の子ども見守り活動や町内会全
体での防犯パトロール活動などを
実施している、非常に防犯意識の
高い町内会です。また、町内会で独
自の防犯ポスターを作成し、各戸
に配布・掲示するなど防犯啓発に
も精力的に取り組み、地域の防犯
意識の向上に大きく貢献していま
す。他にも、警察と連携した地域安
全運動に積極的に協力・参加する
など、地域の犯罪抑止にも多大な

　国民健康保険に加入している
７５歳未満の方（後期高齢者医療制
度加入者を除く）で、入院時等に医
療費の負担が少なくなる「国民健
康保険限度額適用認定証」、または
「国民健康保険限度額適用・標準負
担額減額認定証」をお持ちの方は、
７月３１日が有効期限です。
　８月からは、２０１８年度住民税課
税状況により、改めて所得区分を
判定します（２０１８年度の住民税
を未申告の方は、申告後に申請を
して下さい）。今後、入院等で医療
費が高額になる可能性がある方
や、高額な外来診療を受ける予定

のある方は、再申請して下さい。
対次のいずれかに該当する方　①国
民健康保険税に未納がない７０歳未
満である②７０歳以上７５歳未満で
２０１８年度住民税非課税世帯である
③７０歳以上７５歳未満で２０１８年度
課税所得が「現役並みⅡ」「現役並み
Ⅰ」の世帯である（右表参照）
申事前に電話でお問い合わせのう
え、国民健康保険証を持参し、直接保
険年金課保険給付係（市庁舎１階）へ。
※郵送希望の方はお問い合わせ下さ
い。
※各市民センター等では交付できま
せん。

　８月診療分から、７０歳以上の方の
自己負担限度額（月額）が下表のとお
り変更されます（赤字が変更部分）。
　現役並み所得者の区分が３つに分

割されるため、「現役並みⅡ」「現役
並みⅠ」の区分の方が、医療機関等
で医療費の負担を自己負担限度額
までにするには、「限度額適用認定
証」が必要です。申請する方は、電
話で保険年金課へお問い合わせ下
さい。

貢献をしていることなどを理由
に、町田警察署から推薦を受けて、
この度、警視総監賞の受賞に至り
ました。
　この報告のため、６月２７日に市
役所を訪れた、中町中央町内会の
新井邦夫会長は、「皆さんが安心し
てずっと住み続けたいと思っても
らえる街、子どもたちが大人にな
っても住みたいと思ってもらえる
街を目指して、これからも地域の
みんなで取り組んでいきます」と
力強く語られました。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額（月額）
所得区分 外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）
現役並みⅢ

（課税所得690万円以上）
25万2600円＋（医療費の総額－84万2000円）×1％

〔14万100円〕※1
現役並みⅡ

（課税所得380万円以上）
16万7400円＋（医療費の総額－55万8000円）×1％

〔9万3000円〕※1
現役並みⅠ

（課税所得145万円以上）
8万100円＋（医療費の総額－26万7000円）×1％

〔4万4400円〕※1
一般 1万8000円

〔年間14万4000円〕※2
5万7600円

〔4万4400円〕※1
低所得Ⅱ 8000円 2万4600円
低所得Ⅰ 1万5000円

※1　診療月を含む過去12か月で、4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己
負担限度額です。
※2　1年間（8月～翌年7月）の自己負担額の合計額に対する上限です。

７０歳からの高額療養費の
� 自己負担限度額が変わります

町田市わたしの便利帳・まちだ子育てサイト・町田市立図書館ホームページ

広告を募集します

町田市わたしの便利帳

　市の業務案内などを掲載する「町
田市わたしの便利帳」を、２０１９年１
月に全戸配布します。
　この冊子は、市と（株）サイネックス
が協働で作成するものです。本誌に
掲載する広告を募集します。
※広告掲載依頼の営業に、趣意書を
携えた業者が企業等を訪問する場合
があります。
広告サイズＡ４全面、Ａ４の１／２、Ａ４
の１／３、Ａ４の１／９
※詳細及び申し込みは、（株）サイネ
ックス（☎０４２・５４８・１５５６）へお問
い合わせ下さい。
問広報課☎７２４・２１０１

まちだ子育てサイト

　１０月から、まちだ子育てサイトに
有料広告（バナー）の掲載を始めます。
※詳細はまちだ子育てサイトをご確
認下さい（ＴＯＰページ「バナー広告
の募集について」）。
対ウェブサイトを有する事業主
期間１０月１日～２０１９年３月３１日
募集枠数トップページ９枠（縦７０ピ

クセル×横１４５ピクセル）
※１事業主につき１枠までです。
費１枠１か月あたり１万５０００円
※今回は６か月分の募集です。
申申込書（まちだ子育てサイトでダ
ウンロード）に記入し、８月２０日まで
（必着）に郵送で子ども総務課企画総
務係へ。
問子ども総務課☎７２４・２８７６

町田市立図書館ホームページ

　町田市立図書館ホームページは、
現在訪問者数が月平均９万５０００件以
上です。
　ホームページにバナー広告を掲載
し、事業を広くＰＲしませんか。
対ウェブサイトを有する事業主
期間３か月
募集枠数トップページ下の５枠（縦
５０ピクセル×横１８９ピクセル）、申
し込み順
費１枠３万円
申必要書類（同館ホームページでダ
ウンロード）に記入し、直接または郵
送で中央図書館６階事務室へ。
問中央図書館☎７２８・８２２０
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お知らせお知らせ
住宅改修に伴う固定資産税（家屋）の
減 額 制 度

　一定の要件を満たす住宅の改修工
事を行った場合、固定資産税を減額
します。
※工事が完了した日から３か月以内
に申告して下さい。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
【耐震改修】
対１９８２年１月１日以前に建築された
住宅を、現行の耐震基準に適合させ
るよう改修工事（工事費用が５０万円
を超えるもの）を行ったもの
内１戸当たり床面積１２０㎡相当分を
上限として、固定資産税額の２分の１
を減額

※長期優良住宅の認定を受けて改修
された場合は３分の２を減額（２０１８
年１月１日～２０２０年３月３１日の間の
改修工事が対象）
減額期間２０１８年１月１日～２０２０年
３月３１日に工事が完了した場合＝改
修工事が完了した年の翌年度１年度
分（ただし、建築物の耐震改修の促進
に関する法律に規定する通行障害既
存耐震不適格建築物に該当する場合
は翌年度から２年度分）
※市から補助金が出ている耐震工事
を行っていても、「簡易耐震工事」の
場合は改修工事に必要な要件・基準
を満たさないため、軽減措置の対象
外です。
【バリアフリー改修】
対新築された日から１０年以上を経
過した住宅（賃貸住宅を除く）で、一
定の要件を満たすバリアフリー改修
工事（補助金等を除く工事費用が

５０万円を超えるもの）を行ったもの
内１戸当たり床面積１００㎡相当分を
上限として、固定資産税額の３分の１
を減額
減額期間２０２０年３月３１日までに工
事が完了した場合＝改修工事が完了
した年の翌年度１年度分
【省エネ改修】
対２００８年１月１日以前に建築された
住宅（賃貸住宅を除く）で、一定の要
件を満たす省エネ改修工事（窓の断
熱改修工事必須・補助金等を除く工
事費用が５０万円を超えるもの）を行
ったもの
内１戸当たり床面積１２０㎡相当分を
上限として、固定資産税額の３分の１
を減額
※長期優良住宅の認定を受けて改修
された場合は３分の２を減額（２０１８
年１月１日～２０２０年３月３１日の間の
改修工事が対象）

減額期間２０２０年３月３１日までに工
事が完了した場合＝改修工事が完了
した年の翌年度１年度分
※バリアフリー改修及び省エネ改修
に伴う減額は、おのおのの申告によ
り同時に適用されますが、耐震改修
を行った住宅に係る減額制度と同時
には適用されません。
問資産税課☎７２４・２１１８
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７月２２日㈰午前１０時～正午
場玉川学園さくらんぼホール
問市民総務課☎７２４・４３４６

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！

　６月１８日、大阪北部を震源とする
地震によりブロック塀等が倒壊し、
人命被害が発生する事故が起きまし
た。倒れた塀が道路をふさぎ、避難や
救助・消防活動を妨げることも考え
られ、将来的に地震による大きな被
害が懸念されます。
　このような被害を防止するため、
既存のブロック塀等について、安全
点検の実施をお願いします。

ブロック塀の安全点検の
チェックポイント

　ブロック塀に関して、以下の項目
について点検し、安全性を確認して
下さい。なお、ご自身で点検を行う場
合は、周囲の安全を十分に確認した
上で実施して下さい。
・塀の高さは地盤から２．２ｍ以下か
・塀の厚さは１５㎝以上か（塀の高さ
が２ｍ以下の場合は１０㎝以上）
・塀の長さ３．４ｍごとに控え壁があ
るか（塀の高さが１．２ｍを超える場

合）
・コンクリートの基礎があるか
・塀に傾きやひび割れはないか
・塀に鉄筋は入っているか
・基礎の根入れ深さは３０㎝以上あ
るか（塀の高さが１．２ｍを超える場
合）　

　

※組積造（れんが造・石造・鉄筋のな
いブロック造）の塀の場合は、高さが
１．２ｍ以下等、基準が異なります。

　組積造を含むブロック塀等の安全
点検のチェックポイントは、町田市
ホームページをご覧下さい。

ブロック塀に関する相談窓口
　塀の建築基準や点検項目に関する
お問い合わせは建築開発審査課へ。
また、安全点検の実施や具体的な点
検方法、ブロック塀等の補修、造り替
え等のご相談は、建築士や専門の工
事業者（参考：建築士事務所協会町田
支部）等へお問い合わせ下さい。ブロ
ック塀等の所有者・管理者として適
切な維持管理に努めていただき、倒
壊による新たな被害が生じないよう
ご協力をお願いします。

　学校施設・市有施設・市有公　�
　園施設のブロック塀・万年塀　�

等の緊急点検結果
　大阪北部地震を受け、市ではブロッ
ク塀等の緊急点検を実施しました。

①市立小・中学校
　６２校のうち、建築基準法施行令に
適合しないブロック塀は２５校５６か
所あり、破損や風化の著しいブロッ
ク塀・万年塀は３校４か所でした。
②市立小・中学校を除く市有施設
　２９７施設のうち、現行の建築基準
法施行令に適合しないブロック塀等
は８施設１１か所でした。
③市有緑地・公園
　８０２施設のうち、現行の建築基準
法施行令に適合しないブロック塀は
２施設３か所でした。

◇
　建築基準法施行令に適合しないブ
ロック塀等は、今後、立入禁止の囲い
を設置するなどの安全対策や、撤去
・改修等の対策を実施します。詳細
は、町田市ホームページをご覧下さ
い。
問①施設課☎７２４・２１７４②営繕課
☎７２４・１２９３③公園緑地課☎７２４・
４３９９

市HP ブロック塀  検索

（表１）20１7年度情報公開制度の運用状況
公開請求件数 62

(内取り下げ4）

決定
内容別
件数

公開 32
部分公開 32
非公開 5
不存在 15
存否応答拒否 0
合計 84

請求拒否 1

※1件の請
求で複数の
決定がある
ため、決定
内容の合計
と請求件数
は一致しま
せん。

※傍聴人数
は314人で
す。

※「開示等」とは「開
示」「訂正」「消去等」及
び「利用等の中止」を
いいます／2017年
度は、開示請求51件、
訂正請求2件でした
／1件の請求で複数
の決定があるため、決
定内容の合計と請求
件数は一致しません。

（表2）20１7年度個人情報保護制度の運用状況
開示等請求件数 53

(内取り下げ1）

決定
内容別
件数

開示等 26
部分開示等 23
非開示等 1
不存在 17
存否応答
拒否 0

合計 67

（表3）20１7年度審議会等の会議の開催状況
開催した会議の回数合計 875

内　訳
公開 216
一部公開 6
非公開 653

（表4）情報公開請求・個人情報開示等請求の方法
情報公開 個人情報開示等

請求
できる人 どなたでも 本人のみ（原則）

請求方法 窓口、郵送、電
子請求、ＦＡＸ 窓口のみ

費用 無料 無料
対象文書の
コピー 可（実費負担） 可（実費負担）

情報公開制度・個人情報保護制度・会議公開制度のしくみと運用 問市政情報課（市政情報やまびこ）
　☎724・８407

　市が持っている情報は、市民の皆
さんの財産です。市のことをよく知
るためにも、市政情報課（市政情報や
まびこ）をご活用下さい。
　市が行う業務は「情報公開制度」や

「会議公開制度」を利用して知ること
ができます。

●「情報公開制度」とは

　市が持っている情報や行政運営に
ついての情報を公開する制度です

（運用状況は表１を参照）。
※市の公文書の閲覧を希望する場
合、各担当部署の窓口で情報提供で

　その他公表を前提として作成され
たもの、市政の推進や市民の理解を
得るために提供することが望ましい
ものは、本紙や町田市ホームページ
等で情報提供を行っています。
　また、市政情報やまびこでは、有償
刊行物の閲覧や購入をすることがで
きますので、ご利用下さい。

きる場合がありますので、各課へお
問い合わせ下さい。

●「個人情報保護制度」とは

　市が集め、持っている個人情報を
取り扱うルールを定めています。ご
自分の情報を閲覧し、訂正や消去、利
用等の中止を請求できることも、こ
の制度で定めています（運用状況は
表２を参照）。

●「会議公開制度」とは

　市が開催する審議会等を公開する
制度です。会議の開催は、本紙や町田

市ホームページ等でお知らせしてい
ます（開催状況は表３を参照）。

●�「情報公開請求・個人情報開示等請
求」をするには

　市政情報課へおいで下さい。職員
が分かりやすくご説明します（請求
の方法は表４を参照）。
※市政情報課で請求を受けた後、担当
課で文書の検索、公開・開示等の決定を
するので手続きには数日かかります。
※決定内容に納得できない場合は、
行政不服審査法に基づく審査請求を
することができます。

※情報公開制
度で対象文書
のコピーにつ
いて郵送を希
望する方は、
送料は請求者
負担となりま
す。

建築物の既設の塀（ブロック塀や組積造の塀）の安全点検のお知らせ 問建築開発審査課☎724・44１3
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ゆうゆう版画美術館まつり～チャリ
ティ・アートバザール２０１８
出 展 者 募 集
対作品を自分たちで管理、販売でき
る団体・グループ（仕入商品の販売や
個人での出展は不可）
日１０月６日㈯、７日㈰、午前１０時～午
後４時３０分（７日は午後４時まで）
場国際版画美術館前庭
内絵画、版画、手工芸、陶芸品、ガラス
などの美術作品の販売
費１団体・１ブース３０００円（出展料）
※売り上げの１０％を（社福）町田市
社会福祉協議会に寄付していただき
ます。
申所定の申込書（国際版画美術館に
有り、同館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
７日まで（必着）に郵送またはＦＡＸで
「ゆうゆう版画美術館まつり」運営委
員会事務局（〒１９４－００１３、原町田
４－２８－１、☎返７２６・３０５１、電話受
付時間＝火・金曜日の午前１０時～正
午）へ。
※応募多数の場合は抽選です。
問国際版画美術館☎７２６・２８８９
ご参加下さい
境川クリーンアップ作戦
　町田市と相模原市の間を流れる境
川の清掃作業を両市民が協働で行
い、地域コミュニティの育成と環境
美化・環境保全への意識高揚を目指
します。
※熱中症対策をして、清掃ができる
服装でおいで下さい。
日７月２９日㈰午前８時～１１時
場境川（上流・下馬の橋～下流・高木
橋）の１１会場
※集合場所等の詳細は、境川クリー
ンアップ作戦実行委員会事務局（☎
７８５・４３５０）へお問い合わせ下さ
い。
申境川クリーンアップ作戦ホームペ
ージで申し込み（申し込み無しでの
当日参加も可）。

問下水道総務課☎７２４・４２８７
体育施設の
指定管理者を募集します
　詳細は募集要項（町田市ホームペ
ージでダウンロード）をご覧下さい。
対象施設①町田市立総合体育館・三
輪みどり山球場・成瀬クリーンセン
ターテニスコート（３施設を一括管
理）②町田市立室内プール
指定期間①２０１９年４月１日～２０２４
年３月３１日（５年間）②２０１９年４月１
日～２０２２年３月３１日（３年間）
申募集要項に添付の申請書に記入
し、８月２７日～３１日に直接スポーツ
振興課（市庁舎１０階）へ。
【現地説明会を開催します】
日・場７月２３日㈪午前１０時～正午＝
市立室内プール、７月２５日㈬午後３
時～５時＝市立総合体育館
※申込方法等の詳細は町田市ホーム
ページをご覧下さい。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
公表しています
東京における都市計画道
路の在り方に関する基本
方 針　 中 間 ま と め
　東京都と特別区及び２６市２町は協
働で、「東京における都市計画道路の
在り方に関する基本方針　中間まと
め」を発表しました。
　中間まとめは、東京都と特別区及
び２６市２町の各ホームページ、都民
情報ルーム（都庁第一本庁舎３階）及
び都内の各区市町の窓口で閲覧でき
ます。
　ご意見・ご提案は、８月１０日まで
（消印有効）に直接、郵送、ＦＡＸまた
はＥメールで東京都都市整備局都市
基盤部街路計画課（〒１６３－８００１、
西新宿２－８－１、☎０３・５３８８・
３３７９返０３・５３８８・１３５４遍Ｓ
００００１７９＠ｓｅｃｔｉｏｎ．ｍｅｔｒｏ．ｔｏｋｙｏ．
ｊｐ）へ提出して下さい。
問道路政策課☎７２４・１１２４
　　　　　　　　　　　　　　

大地沢青少年センター～２０１９年２
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８月４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。
※２月５日、１２日、１３日、１９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～
２０１９年２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８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）。
※２月４日～７日、１２日～１４日、２１日
は利用できません。

催し・講座催し・講座
か く た ん 吸 引 研 修
　安全かつ適切に痰

たん

の吸引等を行う
ことができる介護職員を養成するた
めの研修です。
※詳細は、町田病院へお問い合わせ
下さい。
対両日参加できる、市内の訪問系サ
ービス事業所、介護施設等に勤務し
ている介護職員
日９月８日㈯午前８時３０分～午後５時
３０分、９日㈰正午～午後５時３０分（３
部構成）、全２回
※９月９日は、抽選で、３部のうちいず
れかの回に参加決定します。
場町田市医師会館（旭町）
定５４人（抽選）
申申込用紙（町田病院ホームページ
または町田市ホームページでダウン
ロード）に記入し、８月１６日まで（必
着）にＦＡＸで町田病院在宅ケア室
（返７９４・６６２１）へ。
問同ケア室☎７９２・０６０２、町田市高
齢者福祉課☎７２４・２１４０

　明治期前半は、多くの人が国や
社会の在り方を模索しながら主体
的に行動した時期であり、「五日市
憲法草案」はその象徴的な存在と
いえます。
　本展では、五日市地方の民権家
・深沢権八の生家にある土蔵で発
見された「五日市憲法草案」と、起
草者・千葉卓三郎、千葉と交流のあ
った多摩の自由民権運動を紹介し
ます。
会期７月２１日㈯～９月２日㈰
休館日月曜日
※７月１７日～２０日は展示準備の
ため休館します。
観覧時間午前９時～午後４時３０分
場同館企画展示室

【記念講演会】
日①７月２８日②８月４日③８月２５
日、いずれも土曜日午後２時～４時
（受け付け＝午後１時３０分から）
場同館閲覧室
内①「五日市憲法草案」発見とその
意義②五日市憲法草案起草者千葉
卓三郎と多摩の民権家－思想的交
流を考える③「五日市憲法草案」を
読む
講①自由民権運動研究者・新井勝
紘氏
※②③は同館展示担当学芸員がお
話しします。
定各５０人（先着順）
【ギャラリートーク】
日７月２２日、２９日、８月５日、２６日、
９月２日、いずれも日曜日午後１時
３０分から１時間程度
場同館企画展示室

対町田・多摩・稲城市に在住、在勤、
在学の小学生以上の親子
日８月２５日㈯午前１０時３０分～午
後３時ごろ、集合は「恵泉女学園大
学入口」バス停前、解散は小野路宿
里山交流館
コース恵泉女学園大学ファーマー
ズマーケット等の見学・農場体験
～旧加藤家～鎌倉古道～小野路宿

里山交流館
定８組（抽選）
申参加者全員の住所・氏名・電話番号
・年齢・性別を明記し、８月３日まで（消
印有効）にハガキ、ＦＡＸまたはＥメー
ルでＪＴＢ東京多摩支店（〒１９０－
００２３、立川市柴崎町２－１２－２４、Ｍ
Ｋ立川南ビル３階、返０４２・５２１・５５５８
遍ｍｉｎａｍｉｔａｍａ＠ｊｔｂ．ｃｏｍ）へ。

　期間、営業時間、料金等は農園ごとに異なりますので、各農園へお問い合
わせ下さい。

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）

草案発見当時の深沢家土蔵

第三篇立法権　第一章民撰議院

ブルーベリーの美味しい季節です

問農業振興課☎７２４・２１６６

問同館☎７３４・４５０８

南多摩３市（町田市・稲城市・多摩市）観光連携プロジェクト

夏休み　親子で農場体験と里山歩き
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８

農園名 所在地 問い合わせ・予約先
①相原ブルーベリー農園 相原町2052 ☎080・5088・7588
②町田里山ベリー園（食べ放題） 上小山田町2663 ☎797・3246
③小山田ブルーベリー園 下小山田町1014 ☎719・5486
④浅沼ブルーベリー農園 木曽西5-14 ☎080・1149・9630（予約不要）
⑤小野路ブルーベリー園 小野路町1014 ☎090・8302・2209
⑥南町田ブルーベリー園 鶴間5-12-38 ☎090・9645・5511
⑦友井ブルーベリーガーデン 小川6-12-1 ☎090・4526・2435
⑧Ｂ　ｆａｃｔｏｒｙ（ビーファクトリー）山崎町1877-1 ☎050・7121・1736
※④以外の各農園は予約が必要です。
※①～③、⑥の農園はホームページがあります。

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

摘み取りに出かけませんか

自由民権資料館～特別展　明治１５０年・「五日市憲法草案」発見５０年記念

「五日市憲法草案」と多摩の自由民権
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催し・講座催し・講座
自由民権資料館～特別講座
町田の近代史　Ｐａｒｔ２
　「町田市史」下巻（１９７６年刊）編さ
ん以降に発見された史料や浮上した
新たなテーマ・視点を中心にお話し
いただきます。
日①７月２２日②７月２９日③８月５日
④８月１９日⑤８月２６日⑥９月２日、い
ずれも日曜日午前１０時～正午、全６
回
場同館閲覧室
内①大正デモクラシー期の農村青年

②「鶴川小学校同窓会誌」を読む③小
野路の製糸販売組合、碓氷社甲寅組
④関東大震災と町田市域の状況⑤三
多摩壮士と警視総監伊沢多喜男⑥鶴
川村の小作争議と浪江虔
講①町田市文化財保護審議会委員・
鶴巻孝雄氏②④横浜国立大学講師・
上田誠二氏⑤創価大学教授・季武嘉
也氏
※③⑥は同館学芸担当による講座で
す。
定各４０人（申し込み順）
費各４００円
申電話で同館（☎７３４・４５０８）へ（受
付時間＝午前９時～午後４時３０分、
休館日〔月曜日〕を除く〔祝日の場合

は開館、翌日休館〕）。
福祉のしごと
相 談　・ 面 接 会
　市内の障がい者・高齢者・児童施設
の合同就職相談・面接会を開催しま
す。現在求人中の事業所の担当者と
話ができます。
対福祉の仕事に就きたい方等
日８月４日㈯正午～午後４時
※福祉の仕事が初めての方は、「福祉
のお仕事入門講座」（正午、午後１時、
２時のいずれか）に出席して下さい。
場町田市民フォーラム
申電話で（社福）町田市社会福祉協議
会（☎７２２・４８９８）へ。
問障がい福祉課☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３

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７月３０日㈪、受け付け＝①午前９
時４５分～１０時１０分②午前１０時５５
分～１１時４０分（お子さん連れを優
先する場合も有り）

場忠生市民センター２階ホール
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
町田市民文学館～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。８月８日
は、平和をテーマにした紙芝居を上
演します。
※８月は、保育はお休みです。
日①８月３日㈮午前１０時３０分～１１
時３０分②８月８日㈬午前１１時～正午
場①町田市民文学館２階大会議室②
中央図書館６階ホール
内①「いたずらかっぱのきずぐすり」
（脚本／やえがしなおこ、絵／篠崎三
朗）、「子そだてゆうれい」（脚本／桜
井信夫、画／須々木博）　他②「平和
のちかい」（脚本／稲庭桂子、絵／佐
藤忠良）、「おかあさんのうた」（脚本
・画／渡辺享子）　他／予定
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」
問町田市民文学館☎７３９・３４２０

　恒例の、夏の早朝に咲く優雅な
ハスを観賞する観蓮会を開催しま
す。ハスの茎を通して飲む「荷

か

葉
よう

酒」、「荷葉茶」の接待や、市内福祉
団体等による出店もあります。
日７月２９日㈰午前７時～９時（小雨
実施）
※荷葉酒・荷葉茶の提供は午前８
時までですが、無くなり次第終了
します。
場薬師池公園内「芝生広場」
交通小田急線町田駅北口ＰＯＰビ
ル先２１番乗り場から本町田経由
野津田車庫行き、または鶴川駅行

きバスで「薬師池」か「薬師ヶ丘」下
車
※薬師池公園駐車場は、当日有料
です。混雑が予想されますので、公
共交通機関をご利用下さい。　

大賀藕
ぐうし

絲館　ハスまつり

日７月２１日㈯、２２日㈰、午前７時～
１１時（小雨実施）
交通町田バスセンタ－３番乗り場
から小山田桜台行きバスで「桜美
林学園」下車、徒歩７分
問同館☎７９７・１６１６

お気軽にご相談下さい　8月、9月の母子健康案内
事業名 対　象 会　場 開催日 時　間 内容／その他 問い合わせ

プレママ・パパクラス（申し込み制）
申イベントダイヤル（☎724･5656）
またはイベシスコードＡコース=18 
0228Ａ、Ｂコース=180228Ｂへ

16～35週の妊婦
とその夫 健康福祉会館

Ａコース
8月3日、9月7日㈮

午後1時30分～4時

妊娠中の過ごし方、歯
の衛生等

保健予防課
地域保健係

☎725･5127

8月10日、9月14日㈮ 分娩経過とリラックス
法等

Ｂコース 8月25日、9月22日㈯ 午前10時～正午 もく浴実習、妊婦体験
等

乳幼児・母性相談
※母子健康手帳をお持ち下さい。

2か月以上の未就
学児とその保護者

健康福祉会館 8月6日㈪、20日㈪、9月3日㈪、25日㈫
受 け 付 け ＝ 午 前9時
45分～11時30分、午
後1時30分～3時

身長･体重測定、保育相
談、栄養相談、歯科相
談、母親のからだや気
持ちの相談

子どもセンターばあん 8月10日、9月14日㈮
鶴川保健センター 8月21日㈫、9月10日㈪
忠生保健センター 8月27日㈪、9月18日㈫
小山市民センター 9月5日㈬

母性保健相談、母乳育児相談
申来所相談と乳房マッサージは要
予約、電話で保健予防課へ

市内在住の方（里
帰り中の方の参加
も可）

健康福祉会館 8月2日、9日、16日、23日、30日、9月6
日、13日、20日、27日㈭

午前10時～正午、午後
1時～3時

助産師による相談、乳
房マッサージ～電話相
談は随時可、健康福祉
会館（☎725・5419）へ

プレママクッキング（申し込み制）
申イベントダイヤル（☎724･5656）
またはイベシスコード180314Pへ

16～35週の妊婦 健康福祉会館 8月23日、9月27日㈭ 午前10時～午後1時
調理実習、会食、妊娠中
の食生活の話
費500円（食材費）

保健予防課
保健栄養係

☎722・7996

離乳食講習会（初期・後期）、幼児食講
習会／申し込み制
申イベントダイヤル（☎724･5656）
またはイベシスコード初期=180314
Ｓ、後期=180314Ｋ、幼児食=180 
314Yへ

4～6か月児の保
護者

健康福祉会館
初期

8月9日㈭、27日㈪、9月
20日㈭

午前10時5分～11時
45分 離乳食の話と試食

鶴川保健センター 9月6日㈭ 午 後1時40分 ～3時
20分

8～10か月児の保
護者

健康福祉会館 後期 8月20日㈪、9月26日㈬ 午前10時5分～11時
40分

離乳食後期の話と試
食、歯の話鶴川保健センター 9月6日㈭

1歳6か月～2歳0
か月児の親子 健康福祉会館 幼児食 8月1日、9月12日㈬ 午前9時55分～11時

45分
親子遊び、幼児食の話
と試食

※プレママクッキングを除き、各日とも同一内容です。詳細はまちだ子育てサイトでもご覧いただけます。

町田薬師池公園四季彩の杜

問町田ツーリストギャラリー☎８５０・９３１１、町田市公園緑地課☎７２４・４３９９
薬師池　観蓮会

夏の平和イベント

催し名 日時／会場／定員／その他 申し込み
親子でクッキング
体験
※4歳～小学生と
その保護者が対象
です

8月4日㈯午前10時～正午／調理実習室／10
組（申し込み順）／材料費1人100円

7月17日午前9時か
ら電話で生涯学習
センターへ
※定員に満たない
場合は当日会場で
受け付けます

ドキュメンタリー
映画「かけはし」

（2017年、95分）
※①は親子向けで
す（乳幼児のお子
さんも一緒に鑑賞
できます）

8月4日㈯①午前10時30分～正午②午後1時
～4時30分／①学習室1・2②ホール／①50人
②150人（申し込み順）／①映画上映のみ②映
画上映とイベント「みんなで歌おう平和の歌
声喫茶」／2001年、新大久保駅の乗客転落事
故で救助にあたった日本人と韓国人の3人が
帰らぬ人となった。日韓両国に育まれた絆を
描くドキュメンタリー

8月9日ナガサキで
～市内に暮らす被
爆体験者のお話
※①小学生以下の
子ども向け②大人
向けの内容です

8月9日㈭①午前10時30分～11時30分②午
後2時～4時／学習室1・2／各40人（先着順）
／町田市原爆被害者の会「町友会」会員による
体験談、明星大学准教授・竹峰誠一郎氏による
解説（自分で調べたい方には資料も差し上げ
ます）

直接会場へ

平和を祈る絵手紙
8月3日㈮～9日㈭、午前9時～午後5時／視聴
覚室前／平和の祈りを込めて描かれた市内小
学生たちの絵手紙作品

資料展示「町田に
お け る 戦 争 の 記
憶」と折り鶴とさ
るぼぼ作り

8月3日㈮～9日㈭、午前9時～午後5時／視聴
覚室／町田に関する戦前から戦後のパネル、
市民の方から寄贈された戦時資料を展示（皆
さんの折り鶴を千羽鶴にして長崎へ送りま
す）

展 示「1枚 の ハ ガ
キ」、佐々木禎子さ
んのパネル、峠三
吉の原爆詩

8月3日㈮～9日㈭、午前9時～午後5時／6階
廊下・ミニギャラリー／市民の方から同セン
ターへ送られた戦時中の出来事などを書いた
ハガキ、折り鶴を作りながら12歳で亡くなっ
た被爆者である佐々木禎子さんのパネル等の
展示

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

場・問生涯学習センター☎７２８・００７１
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■問オリンピック・パラリンピック等
　国際大会推進課☎724・4442東京2020大会まであと2年！ 東京オリンピック開会式2年前の7月24日㈫に市庁舎を五輪カラーにライトアップします。

市民提案型事業
講座づくり★まちチャレ

【“ゲーム依存”を超える！子どもの
居場所づくり】
　ゲーム依存症の原因・対策・予防策
について地域ぐるみで考えます。
※企画団体は「鶴二おやじたちの会」
です。
対市内在住の中学・高校生とその保
護者
日①７月２０日②７月２７日③８月３１日
④９月２８日⑤１０月２６日、いずれも
金曜日午後７時～９時、全５回
場鶴川市民センター
内①明日から夏休み！わが子と“ゲ
ーム”を話すコツ②“ゲーム依存克

服”キャンプから学ぶ子どもが子ど
もに返る術③新学期目前！子どもの
ストレスとの付き合い方④“秋の里
山”！自然体験＝アクティブラーニ
ングのススメ⑤町田発！ゲーム依存
克服のためのアクションプラン案
講（独）国立病院機構久里浜医療セン
ター主任心理療法士・三原聡子氏　
他
定２０人（①のみ２００人）／申し込み
順
申７月１５日午前９時から電話で生涯
学習センター（☎７２８・００７１）へ。

【まちチャレ～追加募集します】
　市民の皆さんの市民力を活かした
発想で、市内公共施設や生涯学習セ
ンターを会場にした講座づくりにチ
ャレンジしてみませんか。
※詳細は、募集要項（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。
○説明会を開催します
　説明会で申込書を配布します。説
明会に参加できない場合は、必ずお
問い合わせ下さい。
対市内在住の代表者を含む３人以上

（市内在住、在勤、在学の方が半数以
上）のグループで学習講座の企画・運
営をしてみたい方
※市民企画講座で２０１７・２０１８年度
に採用された団体は申し込みできま
せん。
※４月の説明会に出席した団体は、
今回出席する必要はありません。説
明会後に申込書を取りに来て下さ
い。
日８月１８日㈯午後２時～３時３０分

（受け付けは午後１時３０分から）
場生涯学習センター６階学習室２
内選考基準やスケジュールの説明、
質疑応答
申説明会で配布の申込書に記入し、
８月３１日午後５時まで（必着）に直接
または郵送で生涯学習センターへ。
※９月８日にヒアリングの実施を予
定しています。説明会時に希望の時
間帯を伺います。

◇
問生涯学習センター☎７２８・００７１
開催します

ＡＳＶペスカドーラ町田 
パブリックビューイング

　ＡＳＶペスカドーラ町田は、市を拠
点として活動するフットサルチーム
で、第２１回全日本選手権（２０１５年
度）で優勝の実績がある強豪です。
　７月２１日の対名古屋オーシャンズ
戦を、屋外大型スクリーンで一緒に
観戦しませんか。試合開始前は選手
によるトークショー、ハーフタイム
には抽選会も行います。市民の皆さ
んの熱い応援をお願いします。
※詳細は町田市ホームページをご覧

下さい。
日７月２１日㈯午後６時３０分～９時

（雨天実施）
※キックオフは午後７時です。
場町田ターミナルプラザ市民広場
問ＡＳＶペスカドーラ町田運営会社
☎７１０・５８９０、町田市産業政策課☎
７２４・３２９６

町田のＮＥＷファーマーズが
農産物の直売を行います

　遊休農地を市が仲介し
賃借する町田市農地利用
集積円滑化事業で、遊休
農地を借り受け、新たに
農業経営を始めた「新規就農者」が農
産物の直売を行います。
日７月３０日㈪午前１０時～午後１時

（売り切れ次第終了）
場市庁舎前
問農業振興課☎７２４・２１６６
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（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①８月５日②８月１２日、いずれも日
曜日午前１０時～午後３時（雨天実施）
場同センター研修棟
内特別プログラム＝①水鉄砲②貯金
箱（予定）
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

催し・講座催し・講座

緑のカーテンの写真を募集します
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

　市では、節電意識の啓発を目的に、
快適に夏を過ごせるようゴーヤなど
のつる性植物を窓辺に伝わせた緑の
カーテンの普及を進めています。
　５月には、ゴーヤの苗の配布イベ
ントを行いました。今回は、市民の皆
さんから緑のカーテンの写真を募集
します。お寄せいただいた写真の一
部は、町田市ホームページ等に掲載
します（お住まいの町名、氏名のイニ
シャルを掲載）。緑のカーテン成長記録写真も歓迎です。
対市内在住の方
申住所・氏名を明記し、写真を添付のうえ、１０月３１日まで（消印有効）に
郵送またはＥメールで、環境・自然共生課「緑のカーテン写真募集」（〒
１９４−８５２０、森野２−２−２２、遍ｍｃｉｔｙ３０６０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
へ。
※フィルム写真はＬ～２Ｌ判にプリントし、データの場合は３メガバイト以
下にして下さい。
※応募写真は返却しません。

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）
歌の演奏ピアノの演奏・皆で歌う楽しい音楽会 ７月１８日午後２時から 生涯学習センター音楽室１ 無料 須佐玲子☎７２２・３４９９　要予約 どなたでもどうぞ
オペラ歌手と一緒に歌う歌声喫茶～シングハピネス ７月１９日㊍午後２時から 生涯学習センター７階 １０００円 堤幸子☎７７０・３０７２　予約不要 どなたでもお気軽にどうぞ
合唱が楽しくなるシニア発声教室 ７月２１日㊏午後１時３０分～３時３０分 玉川学園コミュニティセン

ター 無料 小野☎７９４・１６９０
話し方勉強会　大勢の前で話せる為の勉強会 ７月２１日㊏午後１時３０分～３時３０分 原町田三丁目会館 ３００円 加賀谷☎７２３・３５２９ コミュニケーションの勉強
健康わらじ（足半）作りと健康歩き方講習 ７月２２日㊐午後１時～５時 せりがや会館和室 １５００円 髙橋英雄☎０９０・１２００・０７９８ わらじ材料込み、器具用意
奥高尾、だれにも会わない森の山歩き教室 ７月２７日㊎、８月１１日㊗午前１０時 ＪＲ高尾駅北口集合 １５００円 森の遊歩隊・益田☎０９０・３０９０・９８２５ 要申し込み、先着１０人程度
第１４回「ウクレレとフラのコンサート」 ７月２８日㊏開演午後１時 町田市民フォーラムホール 無料 三並☎０９０・２４９５・１２３５ お気軽におこし下さい
ゆかたを着て日本舞踊に親しむ会 ７月２８日、８月４日㊏午後１時～４時 木曽山崎コミュニティセン

ター 無料 正木☎０７０・６５５６・１１６５ 浴衣の着付け、帯結びから
つくし野剣道育成会　いっしょに剣道しませんか ７月２９日㊐午前９時～正午 市立総合体育館第一武道場 無料 石松☎返７９５・６２５０ ホームページあります
時代小説読み語りの会・藤沢周平・「夜の雷雨」 ７月２９日㊐午後２時から 中央図書館６階ホール ５００円 池内正幸☎０７０・２８１６・６６７２ 予約不要・お楽しみに！
シュガーレディ　女性だけのラテンダンス体験 ８月６日㊊午後１時３０分から 木曽森野コミュニティセン

ター 無料 上林☎７９２・１６００ ラテンプロ指導
女声合唱コール・ウィステリア無料公開レッスン ８月７日㊋午前１０時～正午 生涯学習センター音楽室１ 無料 コール・ウィステリア☎７３６・３０３２ 九ちゃんが歌った歌など
みんなで一緒に歌いましょう　シング・シング ８月８日㊌午後２時から なるせ駅前市民センター １０００円 古賀恵美子☎７７０・３０７２　予約不要 どなたでも
百人一首かるた会（小学生～高校生） ８月１１日㊗午後１時３０分～４時３０分 生涯学習センター和室１ 無料 𠮷川☎返７２２・６３７０ 初心者の方もどうぞ
映画会～バルバラ～（東ベルリンから来た女） ８月１６日㊍午後２時から 生涯学習センター６階 ５００円 吉岡☎７９７・６４８８　要電話 感動のラストシーン
第１４回バイオリン研究発表会～ソロ＆アンサンブル ８月２５日㊏午後１時３０分から 和光大学ポプリホール鶴川 無料 佐久間☎７２８・７５１８ 親子室有　Ｂａｂｙからどうぞ
東日本震災チャリティ～江澤隆行ピアノコンサート ８月３１日㊎午後２時～４時 町田市民フォーラムホール ２５００円 中丸重子☎０９０・５８１３・８５３１　要予約 かしの木山ＮＥＸＴ主催
講演会　村の「御一新」－町田で考える明治維新－ ９月１日㊏午後２時～４時 町田市民フォーラム３階 ５００円 まちだ史考会・稲葉☎０９０・７８０５・５１７５ 直接会場へお越し下さい

鶴間幼稚園
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募集します
生 き も の の す み か 

（ ビ オ ト ー プ ）の 写 真
　市では、「町田生きもの共生プラ
ン」に基づき、生きもののすみか（ビ
オトープ）作りを応援しています。
　このたび、皆さんの作ったビオトー
プの写真を募集します。応募いただ
いた写真の一部は、９月３０日に実施
する町田エコフェスタで展示または

●北関東防衛局～住宅防音工事助成
のお知らせ
　国では、航空機騒音による障害を
防止・軽減するため、住宅防音工事を
行う場合に助成を行っています／詳
細は、北関東防衛局ホームページを
ご覧いただくかお問い合わせ下さい
対国が指定する助成対象区域内で、
２００６年１月１７日までに建築された
住宅申希望届（市政情報課・広聴課
〔市庁舎１階〕、同局企画部住宅防音
課横田防衛事務所で配布、同局ホー
ムページでダウンロードも可）に記
入し、郵送で同局へ問同局☎０４８・
６００・１８２１、１８２２
●東京都教育庁～２０１８年度就学義
務猶予免除者等の中学校卒業程度認
定試験
　合格者には高等学校の入学資格が
与えられます対就学義務猶予免除
者、やむを得ない理由により義務教
育を修了できなかった方、日本国籍
を有しない方等試験日１０月２５日場

町田市ホームページ等に掲載します。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
対市内で１年以内に撮影した写真
申２００字以内のＰＲ文、住所・氏名ま
たは団体名（個人の場合、イニシャル
も可）を明記し、写真を添付のうえ、
９月１０日まで（必着）に郵送またはＥ
メールで環境・自然共生課（〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２、遍ｍｃｉｔｙ
３６１０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
※フィルム写真はＬ～２Ｌ判にプリン
トし、データの場合は３メガバイト
以下にして下さい。

東京都教職員研修センター（文京区）
申８月２０日～９月７日に願書を提出
／詳細は、受験案内を参照（東京都教
育庁地域教育支援部義務教育課小中
学校担当〔都庁第一本庁舎４０階北
側〕で配布）問東京都教育庁☎０３・
５３２０・６７５２
●町田市シルバー人材センター～

「毛筆筆耕」受講者募集
対市内在住の６０歳以上のシルバー
人材センター未入会者日８月３０日午
前１０時３０分～午後４時ごろ場わく
わくプラザ町田内筆耕に必要な基礎
知識や筆の使い方、賞状の名入れ等
の練習を行う申７月１７日午前９時か
ら電話で（公財）東京しごと財団シル
バー講習会担当（☎０３・５２１１・
２３２６）へ問同センター☎７２３・
２１４７
●町田市観光コンベンション協会か
らのお知らせ

【①夏休み親子で学ぶ小学生理科教
室２０１８】
　玉川大学の協力で開催対小学３～
６年生日８月４日午後１時３０分～３時
３０分、集合は午後１時に小田急線玉

※応募写真は返却しません。
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

ＦＣ町田ゼルビアが
夏 祭 り を 開 催 し ま す
　ＦＣ町田ゼルビアが８月１２日のホ
ームゲーム前に夏祭りを開催します。
　お祭りを楽しんだ後は、スタジア

川学園前駅改札口前（雨天実施）場玉
川大学校舎内Ａコース＝デジタル温
度計製作、Ｂコース＝ソーラーハイ
ブリッドカー製作費２０００円（保険
料、材料費等含む）

【②ひまわりの種を収穫してリスさ
んにあげよう！】
　リス園のある町田市と、ひまわり
畑のある国立市との交流ツアーです
対市内在住の親子日８月２４日午前９
時～午後４時ごろ、集合はレミィ町
田（旧１０９ＭＡＣＨＩＤＡ）前（小雨実
施）コース原町田大通り～国立市谷
保天満宮～一橋大学構内見学～郵政
研究所（ひまわりの種収穫）～町田リ
ス園（リスとのふれあい交流）～町田
駅周辺費中学生以上１７００円、小学
生以下１３００円（バス代・入園料・弁当
代・保険料含む）

◇
申①のみ希望コース（ＡまたはＢ）・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、①８月２日
まで②８月２２日までに、ＦＡＸで町田
ツーリストギャラリー（返８５０・
９３１２）へ（町田市観光コンベンショ

ムでＦＣ町田ゼルビアの試合を観て
盛り上がりましょう。キックオフは
午後７時です。
※詳細はＦＣ町田ゼルビア公式ホー
ムページをご覧下さい。
日８月１２日㈰午後４時から（盆踊り
は午後５時ごろから）
場ゼルビーランド（野津田公園中央
第一駐車場）
内飲食ブース、スポーツ縁日、盆踊り
（町田音頭）等
※飲食、縁日、スタジアム内への入場
（試合観戦・盆踊り参加）は有料です。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

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）
●（一財）町田市勤労者福祉サービス
センター～さるびあタウン会員募集
　低コストで充実した福利厚生サー
ビスを提供対市内の①中小企業（事
業所）②中小企業勤労者内宿泊施設
を格安で利用、映画館・温泉施設等で
利用できる無料・割引クーポンやチ
ケットの販売、人間ドックの補助制
度等のサポート費入会金＝１人３００
円、月会費＝１人①５００円②７００円
問同センター☎７２３・０６６７
●（社福）まちだ育成会かがやき～百
花繚乱！奇跡のダリア園開園中
　ブルーベリーの摘み取り体験も有
り（７月２１日～８月中旬の火・木・土
曜日のみ）。期間中、さまざまなイベ
ント有り／詳細は町田ダリア園ホー
ムページを参照開園日時１１月４日ま
での午前９時３０分～午後４時３０分
（入園は午後４時まで）入園料大人
５００円（中学生以下無料）問同園☎
７２２・０５３８

催し・講座催し・講座

情報コーナー

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【初心者和弓教室】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日９月２日～１１月１１日の日曜日
（９月９日、２３日、１０月２８日を除く）、
午前９時３０分～１１時３０分、全８回内
和弓の基礎・基本技術の習得講町田
市弓道連盟指導員定２５人（抽選）費
５０００円申往復ハガキに教室名・住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・勤務
先または学校名（在勤、在学の方）・年
齢、返信用にも宛先を明記し、８月５
日まで（消印有効）に同館へ
【チャレンジマッスル２０１８】
　直接会場へおいで下さい対市内在
住、在勤、在学、在園の方日８月７日㈫
午前９時～午後４時（最終受付は午後
３時３０分）内チャレンジコーナー（ス
トラックアウト、キックターゲット
等）、キッズコーナー（平均台等）、夏
祭りコーナー（射的等〔有料〕）、共同
制作費チャレンジコーナー＝１００円
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【小学生バスケットボール
教室】
対市内在住、在学の小学４～６年生日
９月１日～１２月２２日の土曜日（１０月
１３日、２７日、１１月３日、２４日を除
く）、午前９時３０分～１１時３０分、全
１３回定８０人（抽選）費２１００円申往

　小野路の郷土料理である「小野路
うどん」を作ります対小・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８月３日㈮午前１０時～正
午定８組（申し込み順）費１組１０００円
（材料費）
【②子ども工作教室～里山で遊ぶ】
　竹細工（竹笛や竹灯

とう

篭
ろう

）や虫捕りを
します（工具や虫かごの貸し出しも
有り）／汚れても良い服装でおいで
いただくか、着替えをご用意下さい

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
３０日まで（消印有効）に同館へ
●成瀬クリーンセンターテ
ニスコート☎７２７・６２４０
【小学生テニス教室】
対市内在住、在学の小学生日８月１日
㈬～３日㈮、６日㈪、７日㈫①午前９時
３０分～１０時１０分②午前１０時３０分
～１１時１０分③午前１１時３０分～午
後０時１０分定各６人（抽選）費１回
３００円申往復ハガキ（１人１枚）に住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢
・希望日と時間（第２希望まで）を明
記し、７月２２日まで（消印有効）に同
コートへ／受講は１日１回まで（全日
受講も可）です
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
〈臨時休館〉� �
　８月１３日㈪～１５日㈬は、館内清掃
のため、臨時休館します�
●ふるさと農具館☎７３６・８３８０
【なたね油しぼりの実演と販売】
　七国山地区で栽培しているなたね
から、油をしぼります。油は、２５５ｇ
ビン１本７００円で販売します日７月
２１日、８月１８日、９月１５日、いずれも
土曜日、販売時間＝午前９時３０分か
ら（数に限り有り、売り切れ次第終
了）、実演時間＝午前１１時～午後２時
●小野路宿里山交流館☎８６０・４８３５
【①親子うどん作り教室】

対３歳～小学生（小学３年生以下は保
護者同伴）日８月２１日㈫午前１０時
３０分～午後２時３０分、集合は同館、
解散はおおるりファーム（小野路町）
定３０人（申し込み順）費１人１５００円
（材料費・昼食代）

◇
申①７月２０日正午から②７月３１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
１８０７２０Ａ②１８０７３１Ａ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。

　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

（１６日、２３日～２７日、
３０日、３１日を除く）

前週の金曜日から電話で予約
※７月２０日は予約受付を行いません。次回
分は７月２７日に受け付けます。

②交通事故相談 １８日、２５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） ２０日、２７日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 １７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 ２４日㈫
⑥登記相談 １９日㈭
⑦行政手続相談 ２６日㈭

⑧少年相談 ２４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



112018．7．15対対象 日日時 場会場 内内容 講講師 定定員 費費用 申申し込み 問問い合わせ凡例 市HP町田市ホームページ

女性への暴力等、一人で悩まないで相談してみませんか。 ☎☎相談専用電話　721・4842相談専用電話　721・4842

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㈰

午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 鹿島内科クリニック ☎710・1800 金森東1-25-29
内科 松林クリニック ☎732・5777 旭町1-4-1
内科 さくらメディカルクリニック ☎797・9671 常盤町3200-1

午前9時～翌朝9時
内科系 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
あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

16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 原町田さわだ内科・泌尿器科 ☎851・7818 原町田6-29-3
内科 なかの整形外科・内科 ☎737・3669 能ヶ谷1-5-8
内科 多摩境きむらクリニック ☎774・1700 小山ヶ丘5-2-6

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

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

17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
18日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
19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
20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
21日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

22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 中澤医院 ☎795・5415 つくし野3-13-40
内科 平野クリニック ☎732・1321 西成瀬3-18-1
内科 小出クリニック ☎721・2918 木曽東1-15-40

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

外科系 おか脳神経外科 ☎798・7337 根岸町1009-4
多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

23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
24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
25日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
26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
27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
28日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

29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 中島医院 ☎722・2409 原町田2-15-2
内科 はやし内科クリニック ☎736・5501 真光寺2-37-11
内科 久田内科・呼吸器内科クリニック ☎793・4114 忠生3-20-2

午前9時～翌朝9時
内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

外科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3
町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

30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
31日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時～
午後5時）、15日＝つくし野耳鼻咽喉科
（☎796・8733、小川1-2-32）、16日＝川
野医院（☎726・7673、森野1-11-9）、29
日＝耳鼻咽喉科・アレルギー科のぶクリ
ニック（☎737・1187、能ヶ谷1-5-8）

●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

東京都内の救急当番病院などの
お問い合わせ

東京都医療機関案内サービス
ひ ま わ り
☎03・5272・0303

24時間365日

子どものイベントカレンダー 詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、町田市ホームページをご覧下さい。

●町田市民文学館☎７３９・３４２０
【２歳児あつまれ！「夏」をあそぼ！】
対2歳児とその保護者日7月26日㈭
午前10時30分～11時30分場同館2
階大会議室内絵本、紙芝居、わらべう
た遊び
●子どもセンターぱお☎７７５・５２５８

【ぱおの夏まつり】
日7月29日㈰午前10時～午後3時内
ゲーム・工作コーナー、模擬店（午前
11時から、有料）等／駐車場は使え
ません
●ひなた村☎７２２・５７３６

【①夏休みキンボール体験会】
　直径約120ｃｍの大きなボール（キ
ンボール）を使ったスポーツでゲー
ムを楽しみませんか対市内在住、在
勤、在学の小学4年生以上の方日7月
24日㈫午後1時～4時定20人（申し
込み順）

【②ひなた村シアター】
日8月2日㈭午前10時30分～11時
30分場ひなた村第1レクルーム内
「絵からとびだしたねこ」「クワガタ

着）にひなた村（〒194－0032、本
町田2863）へ／④⑤は定員に空き
があれば7月22日午前10時から電
話で受け付けます
●環境・自然共生課☎７２４・４３９１

【夏休み環境学習～あなたも水素博
士！未来のエネルギーを知ろう！】
　講座終了後、水素で動く燃料電池
自動車を市庁舎前に展示します対市
内在住、在学の小学5年生～高校生
日8月2日㈭午後2時～3時30分場市
庁舎内実験をしながら水素について
学ぶ講横浜国立大学グリーン水素研
究センター教授・石原顕光氏定30人
（申し込み順）申7月18日正午～29
日にイベントダイヤル（☎724・
5656）ま た は イ ベ シ スコード
180718Ａへ
●産業政策課☎７２４・３２９６、町田新
産業創造センター☎８５０・８５２５

【まちだキッズ発明体験教室 ｉｎ ＳＵ
ＭＭＥＲ】
　ビー玉を使った工作を通して「解
決方法は一つではない」という発明

クワジ物語」
【③ひなた村イブニングキャンプ】
対市内在住、在学の小学生とその家
族日8月11日㈷午後1時～6時30分
（雨天中止）内森での外遊び、野外調
理、薪

たきぎ

を集めてキャンプファイア等
定40人（申し込み順）費1人300円

【④自然木の工作】
　親子で協力して丸太いすを作りま
す対市内在住、在学の小学生とその
保護者日8月19日㈰午前10時～午
後3時定12組（抽選）費1組500円

【⑤キャンプファイアの夕べ】
対市内在住、在学の小学生とその家
族日8月25日㈯午後5時～8時内キ
ャンプファイア、レクリエーション
定80人（抽選）

◇
申①③7月15日午前10時から電話
でひなた村へ②直接会場へ④⑤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21日まで（必

の心構えを学びます対小学3～6年
生（保護者同伴の参加も可）日8月5
日㈰午後2時～4時場町田新産業創
造センター内電子紙芝居授業、体験
型発明工作講日本弁理士会所属弁理
士・久米輝代氏、小屋迫利恵氏、本谷
孝夫氏定30人（申し込み順）申7月
17日から同センターホームページ
で申し込み
●男女平等推進センター☎７２３・
２９０８

【父子でつくろう！箱庭風ミニゴル
フ】
　父子で協力して空き箱を使ったミ
ニゴルフを作ります対小学1～3年
生とその父親（または祖父）日8月26
日㈰午前10時～正午場町田市民フ
ォーラム定10組（申し込み順）申7月
18日正午～8月20日にイベントダ
イヤル（☎724・5656）またはイベ
シスコード180718Ｄ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8月13日までに併
せて申し込みを
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広　　告

　詳細は「町田市ふるさと納税パ
ンフレット」または町田市ホーム
ページをご覧下さい。

市HP 町田市へのふるさと納税  検索

　町田市は、南アフリカ共和国のホストタウ
ンとして、２０１６年からさまざまな機会を通
じて同国との交流を深めています。
　ネルソン・マンデラ国際デーは、ネルソン・
マンデラ元大統領の功績をたたえ、国連が制
定した日です。同氏はその生涯のうち６７年間
を、人権と社会的正義を求める闘争に捧げま
した。その行動に敬意を表し、国連は同氏の誕
生日に「６７分間」の奉仕活動を行うことを呼
びかけています。

　市では、同氏の生誕１００年を迎える今年、南
アフリカ共和国特命全権大使やキヤノンイー
グルスコーチ、ダリア園職員とともに、清掃に
よる奉仕活動を行うほか、市庁舎ライトアッ
プや市庁舎２階食堂での南アフリカ料理の提
供などの取り組みを通して、国際デーの趣旨
を広く伝えます。
　７月１８日、皆さんも、誰かの幸せのために、
特別な「６７分間」を使ってみませんか。

○市庁舎２階食堂で南アフリカ料理が食べら
れます：７月１７日㈫～１９日㈭
　ダーバンチキンカレー、イエローライス＆
ボボティー、ジョロフライス＆ポイキが日替
わりで登場します。

○市庁舎ライトアップ：７月１8日㈬午後７時～９時
　南アフリカ共和国の国旗にちなみ、赤・白・
緑・黄・黒・青の６色で輝きます。

　６月２９日に開かれた市議会
本会議で同意を得て、副市長
に木島暢夫氏が７月１日付け
で就任しました。

〈経歴〉
１９７２年生まれ、４６歳。１９９６年東京都就職、産
業労働局金融部副参事、同局総務部企画担当課
長、同局商工部創業支援課長、同部調整課長、会
計管理局管理部総務課長兼オリンピック・パラ
リンピック調整担当課長などを歴任、２０１８年４
月から会計管理局特命担当部長

　山田則人副市長が６月３０日
付で退任しました。
　山田副市長は２０１５年７月１
日に就任し、市の発展に尽力
してきました。

大人も子どもも まちなかでホッと一息

　市では、大人や子どもがまちなかで楽しく過ごせる時間、ホッとできる空間を増やしています。７月
からは、昨年度開催して好評だった「まちなかシネマ」を２０１９年３月まで、原則として毎月最終金曜日
に開催します。７月は屋外大型スクリーンで「ミニオンズ」を無料で上映します。詳細は町田市ホームペ
ージをご覧下さい。 　市HP 町田ターミナルプラザ市民広場  検索

○日時　７月２７日㈮午後７時から
※雨天実施。
○会場　町田ターミナルプラザ市民
広場（ＪＲ横浜線町田駅ターミナル
口、徒歩１分）
問産業政策課☎７２４・３２９６

「まちなかシネマ」はふるさと納税で実施しています！
この事業は、「まちなかで親子がゆっくり過ごせる空間をつくる」ことを目的に、ふるさと納税（まちだ未来づくり寄附）を活用して実施していま

す。町田市を魅力的なまちにするため、皆さんの寄附をお待ちしています。

「まちなかで親子がゆっくり過ごせる空間をつくる！」限定オリジナル返礼品を紹介します

誰かの幸せのための「６７分間」を過ごしませんか

７月１８日はネルソン・マンデラ国際デー
問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎７２４・４４４２

町田市副市長に
木島暢夫氏が就任

問秘書課☎７２４・２１００

山田則人副市長が退任

１万円コース
Ａ 親子で出かけよう！「ランチパ
スポート町田（=左下写真）」３冊
Ｂ 親子で出かけよう！「ランチ
パスポート町田」１冊と「木のく
るま（=右下写真）」１個のセット
※ＡかＢのどちらかをお選びい
ただけます。

２万円コース
「まちなかシネマ」上映前にメッセー
ジビデオを上映＋１万円コース（Ａ、
Ｂのどちらか１つ）
　シネマ上映前に、メッセージビデ
オを大型スクリーンに上映できま
す。記念日など大切な人へのサプラ
イズプレゼントにおすすめです。

３万円コース
「まちなかシネマ」での上映映画
選択権＋１万円コース（Ａ、Ｂの
どちらか１つ）
　上映する映画を、リストから
お選びいただけます。大型スク
リーンであなたの好きな映画を
鑑賞しませんか。

◎ランチパスポート町田

　掲載店舗のラ
ン チ メ ニ ュ ー
を、割引価格で
楽しむことがで
きます。

◎木のくるま
　市内の工房で一つひとつ
手作りで作られるベビーギ
フトのロングセラー商品で
す。返礼品では、ご希望のイ
ニシャルを刻印した特別版
をお届けします。

昨年の様子
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