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人口と世帯（外国人含む） 2018年8月1日現在人口 ： 428,758人（ 男：210,093人・女：218,665人）（前月より97人増） ／ 世帯 ： 195,306世帯（前月より129世帯増）
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　９月１日は、関東大震災が発生
した日にあわせて、防災意識を
高める「防災の日」と定められて
います。
　６月の大阪府北部を震源とす
る地震では、尊い命が奪われる
など大きな被害が発生しました。

　大人が大丈夫だと思っている場
所が、災害時は子どもにとってキ
ケンな場所になるかもしれませ
ん。
　誰もが「子ども目線」でもう一
度、周囲の安全対策を考えること
で、互いに協力し合い、安心して暮
らせる地域へとつながります。

問 防災課 ☎724・3218
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2 2018．9．1 広報まちだは1日・15日の月2回発行です

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

身を守る場所の確保
03
シーン

04
シーン

まず落ち着いて！

02
シーン

避難ルートの確保

　１面で紹介したシーンに潜むキケンの対処法を紹介します。「そんなことか」と
思った方こそ、要注意。いざという時、「今まで大丈夫だったから、なんとかなる」と
思い込んで行動が遅れたり、悲惨な光景を前に立ち尽くしてしまったりすること
があります。だからこそ、事前の備えが大切です。

落下物の回避
01
シーン

　寝室のインテリア雑貨は割れ
ない素材のものを置き、重いも
のを下段、軽いものを上段に置
きましょう。

　家具、家電は出入り口をふさがない位置
に配置し、転倒・落下防止器具等で固定しましょう。
※市では、高齢者や障がい者の世帯を対象に、家具転倒防
止器具を取り付ける際の手数料を負担しています（器具
代は自己負担）。
問高齢者福祉課☎724・2141返050・3101・6180
　障がい福祉課☎724・2148返050・3101・1653

　落下物やガラス片等でのけがを
防ぐため、あわてて家から飛び出
さないようにしましょう。

　勉強机やダイニングテーブルの
下は、常に片付けておきましょう。

05
シーン

よう壁や塀に気をつけて！
　町田の地形は高低差のある場所が多く、土砂崩れを防ぐ「よ
う壁」のある宅地が点在しているため、地震等の災害時には崩
れ落ちてこないか注意しましょう。自分の背や道幅より高い塀は、倒れると避けられないので十分注意
して歩きましょう。
〇よう壁、塀等の所有者は適切な維持管理に努めていただき、倒壊による被害が生じないようご協力
をお願いします。よう壁の安全性は外観上では見分けることが難しいのでお問い合わせ下さい。ま
た、塀の点検や相談窓口については、町田市ホームページ及び広報まちだ7月15日号をご覧いただく
か、お問い合わせ下さい。
○身近にあるよう壁や塀でお気づきの点や不安なことがあればお問い合わせ下さい。
問建築開発審査課☎724・4413

 集合場所・時間を確認
  連絡方法を確認（例：「災害用伝言ダ
イヤル（☎ 171）」にメッセージを録音）

  自宅近くの避難施設・避難広場・行き
方を確認

 公衆電話の場所・使い方を確認
  （家族と離れている時）近所の誰と避
難するかを確認

お子さんとしておく５つの約束

５つの約束 は、お子さんだけでなく、誰にでも大切な備えです。

大人も子どもも防災に取り組んでいます
　市内の各町内会、自治会、小学校等では、自主防災活動に取り組んでいます。
　例えば、成瀬中央自治会では、
近隣4町会と合同の防災訓練を
実施し、親子対象の防災寸劇等
を行っています。
　また、鶴川第二小学校では、地
域の方々が避難施設開設訓練を
行う際に、子どもの避難訓練も
合同で実施しています。

　大地震が発生すると、交通規
制等で一般車両が走行できなく
なったり、公共交通機関の運行
が停止する可能性があります。
また、二次災害等を防ぐため、一
斉帰宅抑制が都内事業者の努力
義務となっています。
　家族が離れている時の災害発
生に備えて、次の５つのことを
あらかじめ決めておきましょう。

防災訓練のため子育てサイトが
緊急用ページに切り替わります 町田市メール配信

サービスQRコード

携帯電話版スマホ版

ガイドライン表紙

　認可保育所や幼稚園などの教育・保育施設を対象とした災害対応
ガイドラインを策定しました。策定にあたっては、認可保育所・幼稚園
の園長や学識経験者等で検討を進めるとともに、市と包括連携に関
する協定を締結した三井住友海上火災保険（株）の協力も得ました。
　今後はガイドラインを活用し、各施設のマニュアル等の更新や防
災訓練等を通して災害対応力の強化を目指します。
問保育・幼稚園課☎724・2138

都内初！町田市認可保育所・幼稚園等災害対応
ガイドラインを策定

　まちだ子育てサイトは、9月3日㈪午前9時40分から午後1時
まで防災訓練を実施するため、緊急用ページに切
り替わります。保育園・幼稚園等の訓練情報を掲載
しますが、通常のサイトもご覧いただけます。
問子育て推進課☎724・4468 子育てサイトQRコード

鶴二小避難訓練防災寸劇

子どもと
離れている時に備えて
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お知らせお知らせ
実施します
平成３０年住宅・土地統計調査
　総務省・東京都・町田市では、「平成
３０年住宅・土地統計調査」を１０月１
日現在で実施します。
　この調査は、統計法に基づいて実
施される国の重要な調査です。調査
結果は、住生活関連諸施策の基礎資料
や耐震、防災を中心とした都市計画の
策定など、幅広く利用されています。
　調査が行われる地域では、９月上
旬に調査員が案内チラシを配布しま
す。調査対象に選出された約７１００
世帯の皆さんには、９月末までに調
査員が訪問し、調査票を配布します
ので、ご理解・ご協力をお願いします。
※調査員は顔写真付きの「統計調査
員証」を携帯しています。
問市政情報課☎７２４・２１０６
多摩都市計画道路３・１・６号南多摩
尾根幹線（多摩市聖ケ丘五丁目～南
野三丁目間）建設事業の対象計画策
定に関する

オープンハウスを開催します
　多摩都市計画道路３・１・６号南多摩
尾根幹線の整備について、東京都は
環境評価手続きを進め、８月に鶴牧
区間及び諏訪・永山区間における計
画案を選定しました。この計画を案
内するオープンハウスを開催しま
す。

日①９月７日㈮正午～午後４時②９月
８日㈯午後０時３０分～４時３０分
※両日とも同一内容です（入退場自
由）。
※担当者が対応できるまで時間をい
ただく場合があります。
場①多摩市立諏訪地区市民ホール１階
第１会議室（多摩市諏訪５－４）②多摩市
立鶴牧・落合・南野コミュニティセン
ター（トムハウス）１階ホール（多摩
市落合６－５）
※駐車場はありません。
問東京都都市整備局都市基盤部街路
計画課☎０３・５３８８・３３２８、東京都建
設局道路建設部計画課☎０３・５３２０・
５３１８、町田市道路政策課☎７２４・１１２４

市民意識調査を実施します
　市では、市民の皆さんが日常生活
で感じていることや、市政に対する
意見を伺うため、「町田市市民意識調
査」を実施しています。
　住民基本台帳から無作為で抽出し
た対象の方５０００人に、郵便で調査
票をお送りします。ご協力をお願い
します。
対１５歳以上８０歳未満の方（２０１８年
４月１日現在）
回答期限９月２６日まで
調査方法郵送配布・回収
調査票自己記入式・無記名
問企画政策課☎７２４・２１０３
仕事とこころ「いのち」支える！
総 合 相 談 会
　自殺は個人的な問題と思われがち

ですが、その背景には、失業・多重債
務等の経済・生活問題、健康問題、家
庭問題など、さまざまな悩みが絡み
合っています。市では、その「悩み」を
解決する糸口を一緒に探すため、精
神保健福祉士や弁護士、ハローワー
ク相談員・社会福祉士・保健師・高齢
者支援センター職員などの行政職員
等が無料で相談に応じる総合相談会
を開催します。相談のほか、申請や手
続きの助言、関係機関・行政の担当窓
口などをご案内します。
※匿名での相談、家族・友人の相談も
できます。
※混雑状況により、お待ちいただく
場合や相談件数により受付終了時刻
が早まる場合があります。
対市内在住、在勤、在学の方
日９月１３日㈭午前１１時～午後４時
（受付時間＝午前１０時４５分～午後３
時１５分）
場生涯学習センター６階視聴覚室・
学習室
問健康推進課☎７２４・４２３６
特別養護老人ホーム「グランハート
悠々園」が
開 所 し ま し た
　入所者の決定方法は、申し込み順
ではありません。入所の必要性を総
合的に判断して決定します。
定９０人（全室個室）
申町田市共通入所申込書に必要事項
を記入し、郵送で特別養護老人ホー
ム「グランハート悠々園」（〒１９５－

００７４、山崎町２０５５－１）へ。
※町田市共通入所申込書はグランハ
ート悠々園、高齢者福祉課（市庁舎１
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）。
※ご質問等は、グランハート悠々園
（☎７９４・６８７２）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・２１４１
大地沢青少年センター～２０１９年３
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９月１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。
※３月５日、１２日、１９日、２２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３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９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）。
※３月１２日、１３日は利用できません。

町田市民病院　選定療養費を改定します
問町田市民病院代表☎７２２・２２３０

民生委員が高齢の方の　ご自宅を訪問します
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

　町田市民病院は、地域医療支援
病院の承認を受けたことに伴い、
選定療養費を改定します。
　他の保険医療機関からの紹介状
なく受診した方には、初診時の選
定療養費として５４００円（歯科は
３２４０円）をご負担いただきます。
　地域の医療機関からの紹介状を
お持ちいただければ、今までどお
り選定療養費のご負担なく受診す
ることができます。
　また、地域の医療機関への紹介
の申し出を行ったものの引き続き

受診された方には、再診時の選定
療養費として２７００円（歯科は
１６２０円）をご負担いただきます。
　現在は、初期のかぜ等、比較的軽
症と思われる患者も多く、診察や
検査の待ち時間を短縮できていな
いのが実情です。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。

　平成３０年第３回市議会定例会
（９月議会）が８月２７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４５議案が提
案されました。
　議案の内訳は予算５件、条例５
件、契約８件、道路２件、その他２３
件、認定２件となっています。会期
は９月２７日までです。

予 算 案
　今回の補正予算は、一般会計が
６３億３６３３万１千円、特別会計で
は２０１７年度決算の確定に伴う繰
越金及び清算に伴う返還金等を計
上し、３０億５６２８万８千円の補正
を行い、一般会計と特別会計の合
計は９３億９２６１万９千円となりま
した。
　主な内容は次のとおりです。
【安心して生活できるまちのために】
○２０１８年６月１８日に大阪府北部
で発生した地震によるブロック塀
倒壊の事故を受け、災害に強いま
ちづくりを推進する「学校施設ブ
ロック塀等撤去・改修事業」「ブロ
ック塀等撤去助成事業」
○地域の多様な課題を解決するた
め、地域住民や企業などとの橋渡
し役を担い、地域団体への支援を
行う「（仮称）地域活動サポートセ
ンター」の開設に向けた準備をす
る「新たな地域協働推進事業」
【暮らしやすいまちづくりのために】
○２０１９年８月からの小山田桜台、
多摩南部地域病院間の小型バス導

入開始に向けて、運行に支障とな
る交差点の改良や安全対策等の走
行環境整備を行う「路線バス利用
促進事業」

条 例 案
○職員を派遣することができる団
体を追加するため、所要の改正を
する「公益的法人等への町田市職
員の派遣に関する条例の一部を改
正する条例」
○行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関
する法律（番号法）の改正に伴い、
関連する規定を整理するため、所
要の改正をする「町田市個人番号
及び特定個人情報の利用等に関す
る条例の一部を改正する条例」
○建築基準法の改正に伴い、関係
する規定を整備するため、所要の
改正をする「町田市手数料条例の
一部を改正する条例」
○建築基準法の改正に伴い、関連
する規定を整備するため、所要の
改正をする「町田市地区計画の区
域内における建築物の制限に関す
る条例の一部を改正する条例」
○「南町田拠点創出まちづくりプ
ロジェクト」において再整備する
鶴間公園のスポーツ施設等に関す
る規定を整備するため及び指定管
理の業務対象となる公園種別を追
加するため、所要の改正をする「町
田市立公園条例の一部を改正する
条例」

９月議会が開会　補正予算などを審議
問総務課☎７２４・２１０４

公開している会議　傍聴のご案内
 

会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み
町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

９月１０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

町田市教育委員会
定例会

９月１４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

　市では、地域で見守り、支え合う
活動を推進しています。今年度も
９月から民生委員が、６月１日現在
７０歳以上のひとり暮らしの方、
７５歳以上の方がいる世帯を訪問
します。
※お住まいの地区により訪問の時
期は異なります。
※訪問時には、主な高齢者福祉サ
ービス一覧のほか、交通安全や防

犯のチラシをお配りします。
長寿祝金を贈呈します
　民生委員の訪問時に、対象の方
がいる場合は、長寿祝金を贈呈し
ます（申し込みは不要）。
対９月１日現在、市内に引き続き１
年以上居住している１００歳の方
※１００歳＝大正６年９月２日～大正
７年９月１日生まれの方
贈呈金額１万円
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相談専用番号　722・0001☎☎ハガキやＥメールによる架空請求にご注意下さい消費生活センター

お知らせお知らせ
消費生活センター
特 別 相 談
　東京都と共催で、来所相談・電話相
談を実施します。来所相談を希望する
方は、直接同センターへおいで下さい。
【多重債務１１０番】
日９月３日㈪、４日㈫、午前９時～正
午、午後１時～４時
【高齢者被害特別相談】
　悪質商法等に関する相談です。
日９月１０日㈪～１２日㈬、午前９時～
正午、午後１時～４時

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場消費生活センター
相談専用番号☎７２２・０００１
問同センター☎７２５・８８０５
無料法律相談を行います
法律・税務・登記相談
　町田弁護士クラブ・東京税理士会
町田支部・東京司法書士会町田支部
で構成される三士会の協力により、
無料相談会を開催します。なお、守秘
義務は法令に基づいて順守します。
※相談時間は、１人最大３０分です。
対市内在住、在勤の方
日９月１日㈯午後１時～４時（受け付
けは午後０時３０分～３時）
※整理券を正午から配布します。
場町田市民フォーラム４階
問広聴課☎７２４・２１０２

催し・講座催し・講座
おいしく！楽しく！健康に！
男 性 料 理 教 室
対市内在住の６５歳以上の料理初心
者の男性で、全回参加できる方
日１０月９日㈫、１９日㈮、２４日㈬、午
前１０時～午後１時、全３回
場町田市民フォーラム
定２０人（抽選、結果は９月２６日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申９月５日正午～１０日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０９０５Ａへ。
※当日の詳細は、町田市シルバー人

材センター（☎７２３・２１４７、受付時
間＝午前９時～午後４時）へお問い合
わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
認知症サポーター
ステップアップ講座
対認知症サポーター養成講座を受講
した方
日１０月１０日㈬午後１時３０分～４時３０分
場健康福祉会館
内認知症の基礎知識の復習、認知症
の方とのコミュニケーションの取り
方を実践的な事例で学ぶ
定４５人（申し込み順）
申９月５日正午～１０月３日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８０９０５Ｄへ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

シルバー親善ゲートボール大会
対市内在住の８０歳以上（昭和１３年
以前生まれ）の方
※チーム戦のため、個人で申し込み
の場合、申し込み後に主催者がチー
ム分けをします。
日１０月４日㈭午前９時～午後４時（予
備日は５日）
場木曽山崎グラウンド
申所定の用紙（町田市ゲートボール協
会に有り）に記入し、９月１２日午後３時
までに直接同協会（せりがや会館内、☎
７２２・２２５３、月・土・日曜日は除く）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
歌って　踊って　楽しく　健康長寿
をめざそう
音 楽 体 操 教 室
　懐かしの歌や音楽に合わせて無理
なくできる体操教室です。
対市内在住の、医師から運動制限等
を受けていない満６０歳以上で、全回
参加できる方
日①１０月１２日、１９日、２６日、いずれも
金曜日午後１時３０分～２時３０分②１０
月１６日、２３日、３０日、いずれも火曜日
午後１時３０分～２時３０分、各全３回
場①ふれあい桜館②ふれあいもっこ
く館
定各２０人／ふれあい館の利用登録
がない方を優先のうえ、抽選
申９月５日正午～１０日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード①１８０９０５Ｂ②１８０９０５Ｃへ

（両会場への重複申し込みは不可）。
※参加にはふれあい館の利用券の作
成（無料）が必要です。利用券をお持ち
でない方は、身分証明書（保険証等）と
２つの緊急連絡先を持参して下さい。
※会場については、①ふれあい桜館（☎
７９７・２９７１）②ふれあいもっこく館（☎
７２４・５０７６）へお問い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
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９月２６日㈬午前１０時～午後０時３０分
場なるせ駅前市民センター
定３０人（申し込み順）
申９月２０日までに電話で町田市介護
人材バンクへ。
【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９月２６日㈬午後１時～３時
場なるせ駅前市民センター
※事前予約は町田市介護人材バンク
へ（予約無しでの参加も可）。

◇
問同バンク☎８６０・６４８０（受付時間
＝祝休日を除く月～金曜日の午前９
時～午後５時）、町田市いきいき総務
課☎７２４・２９１６
アクティブシニアの地域活躍を応援
します～悠々いきいき
介護職員初任者研修
　介護資格（介護職員初任者研修〔旧
ホームヘルパー２級〕）の取得と、キ
ャリアコンサルティングなどの就労
支援を行います。
対市内在住のおおむね５０歳以上で、
全回参加でき、介護施設での就労を
希望する方
日１０月２６日㈮～１２月１０日㈪、週４
日、全２６回

場グランハート町田（山崎町）、グラ
ンハート悠々園（山崎町）
※町田駅からの送迎を希望の方はご
相談下さい。
定２０人（選考）
費５４００円（テキスト代）
申履歴書と所定の申込書（悠々会〔能
ヶ谷４－３０－１〕で配布）に記入し、１０
月２２日まで（必着）に郵送またはＦＡＸ
で（社福）悠々会（☎７３７・７２８８返７３７
・７２８９、受付時間＝祝休日を除く月
～金曜日の午前９時～午後５時）へ。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６
福祉サポートまちだ
成年後見制度学習会

【知的障がい者の親なき後を考える】
　障がいのある方が親なき後も自分
らしく自立した人生を送ることがで
きるように、親が元気なうちから準
備しておくことなど、事例を交えて
お話しします。
日９月２８日㈮午後１時３０分～３時
場市庁舎
講大正大学人間学部社会福祉学科教
授・沖倉智美氏
定４５人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、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（☎７２０・
９４６１返７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７
参加者・参加団体募集
障がい者スポーツ大会
対市内在住で障がいのある方とその
家族、市内の障がい福祉施設
日１１月３日㈷午前１０時～午後３時
場市立総合体育館
内パン取り競走や鈴割り、卓球、バド
ミントン等
申９月１４日までに電話またはＦＡＸ
で障がい福祉課（☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３）へ（申し込み状
況によっては抽選の場合も有り）。

地域猫対策セミナー
　台東区での地域猫活動の取り組み
について、同区の職員が紹介します。
対飼い主のいない猫の被害で困って
いる方等
日１０月２７日㈯午後３時～４時
場町田市保健所（中町庁舎）
定４０人（申し込み順）
申９月６日正午～１０月１２日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８０９０６Ｄへ。
問生活衛生課☎７２２・６７２７

受け付けを開始します
２０１９年度　市立小・中学校通学区域緩和制度

問学務課☎７２４・２１７６

参加者募集　町田市公共施設マネジメントシンポジウム
問企画政策課☎７２４・２１０３

　市立小・中学校は、通常、住所に
よって入学する学校が指定されて
いますが、入学に際して保護者や
お子さんが指定校以外の学校を希
望できる「町田市立小・中学校通学
区域緩和制度」があります。
対象学年市内在住の、２０１９年４月に
入学する新小学１年生・新中学１年生
【希望できる学校の範囲】
○小学校　住所による指定校の隣
接校（希望校までの通学距離が１．
５㎞未満であれば隣接校でなくて
も希望可）
○中学校　市内全域
※小・中学校ともに、受入枠が設定
されています（施設等の関係で受

入枠が設けられない学校も有り）。
受入枠を超える申請があった場合
は、公開抽選を行います。
※詳細は、８月下旬に対象者へお
送りした案内書（申請書も同封）を
ご覧下さい。
申申請書を１０月５日まで（消印有
効）に、直接または郵送で学務課
（市庁舎１０階、〒１９４－８５２０、森
野２－２－２２）へ。
※普通郵便が心配な方は、特定記
録郵便等をご利用下さい。
※申請結果は、１０月下旬に送付す
る予定です。また、締切日時点の申
請状況は、まちだ子育てサイトに
掲載します。

【みんなで描こうより良いかたち】
　市では、公共施設の老朽化や厳
しい財政状況を見通し、必要な公
共サービスを将来にわたって維持
していくため、公共施設の再編に
向けた取り組みを進めています。
　７月には「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」を公表しました。今後、公共
施設の再編に向けた取り組みを進
めていくスタートとして、シンポ
ジウムを開催します。
日９月３０日㈰午後２時～４時

場生涯学習センター
内公共施設再編計画策定の報告、
基調講演、パネルディスカッション
講師・パネリスト（特）日本ＰＦＩ・ＰＰ
Ｐ協会　寺沢弘樹氏、明治大学名
誉教授・市川宏雄氏、町田青年会
議所直前理事長・小林祐士氏、町
田市長
定１００人（申し込み順）
申９月２６日までにイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード１８０８３０Ａへ。
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生涯学習センター
障がい者ボランティア講座

【同じまちに生きるあなたと共に】
　障がいのある人とどのように関わ
るのかを学び体験する講座です。
日①９月２９日㈯②１０月６日㈯③１０
月１３日㈯④１０月２７日㈯⑤１１月４日
㈰、午後２時～４時、全５回
場同センター
内①障がいのある子ども・青年の「心」
に出会う～ボランティアのきっかけ
はさまざまでいい②障がいのある青
年とともに学ぶ～より良い場を作る
ための具体的なヒント③あふれる思
いを届けよう④⑤障がい者青年学級
の体験
講①小平・ゆうやけ子どもクラブ代
表　村岡真治氏②障がい者青年学級
スタッフ・彦根睦氏③国学院大学教
授・柴田保之氏
定３０人（申し込み順）
申電 話 で 同 セ ン タ ー（ ☎７２８・
００７１）へ。

市民健康づくり講演会
【歩くと足が痛くなる病気～元気で
歩けていますか】
　医師が病気の最新情報をお伝えし
ます。
※要約筆記があります。
日９月２９日㈯午後２時～４時３０分
場町田市民フォーラム
内①閉塞性動脈硬化症の正しい診断
と治療法の解説②腰部脊柱管狭窄症
の正しい診断と治療法の解説
講①町田慶泉病院血管外科部長・新
津勝士医師②町田市民病院整形外科
部長・石原裕和医師
定１８０人（申し込み順）
申９月６日正午～２６日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０９０６Ａへ。
問保健総務課☎７２２・６７２８

ダンボールコンポスト講習会
　参加者は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９月２１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９月４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１８０９０４Ａへ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
車ごと出店できる！

まちエコ・フリーマーケット 
出 店 者 募 集

　家庭で不要になったものをリユー
ス（繰り返し使う）するフリーマーケ
ットの出店者を募集します。
日１０月１４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
定４０台（申し込み順）
費２０００円
申９月２０日までに直接または電話で

（一財）まちだエコライフ推進公社（木
曽東２－１－１、☎７９７・９６１７）へ。
※詳細は同公社へお問い合わせ下さ
い。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

食 品 衛 生 実 務 講 習 会
対食品衛生責任者及び食品関係営業
者
日９月２６日㈬午後２時～４時（受け付
けは午後１時４０分から）
場町田市民ホール
内食中毒予防と食品衛生に関する最
新情報
問生活衛生課☎７２２・７２５４
男女平等推進センター

女性のための就職準備セミナー
【子育て中の方のためのパソコン講習】
対現在子育て中で、全回参加でき、早

期の再就職を考えている女性
日９月２６日㈬～２８日㈮、午前１０時
１５分～午後４時、全３回
場町田市民フォーラム
内就職活動に必要な職務経歴書をパ
ソコン（ワード・エクセル）で作る
定１８人（申し込み順）
申直接または電話でハローワーク 
町田マザーズコーナー（☎７３２・
８５６３、受付時間＝月～金曜日の午
前９時３０分～午後５時）へ。保育希望
者（１歳以上の未就学児、申し込み順
に１０人）は併せて申し込みを。
問同センター☎７２３・２９０８

消 費 生 活 セ ン タ ー
【①学習会～スマホから子どもを守
るには　健康リスクと依存症を考え
る】　
日９月２５日㈫午前１０時～正午
内スマホが子どもの健康に与える影
響や依存症について学ぶ
講（特）市民科学研究室代表理事・上
田昌文氏
定４０人（申し込み順）

【②くらしに役立つテスト教室～減
塩で長寿を目指そう！お宅の味

み

噌
そ

汁
測ってみよう】
日９月２６日㈬午前１０時～正午
内自作の味噌汁や各種加工品の塩分
を測定し、どのくらい塩分をとって
いるかを確認し、減塩の工夫を学ぶ
講町田市消費生活センター運営協議
会会長・小林好教氏
定１６人（申し込み順）
費１００円（検体費）

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
申９月４日正午～１９日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード①１８０９０４Ｅ②１８０９０４
Ｆへ。保育希望者（１歳以上の未就学
児、いずれも申し込み順に６人）は併
せて申し込みを。
問消費生活センター☎７２５・８８０５
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ

公 開 講 座
【人間科学～優生保護法と日本の優
生政策】
　優生保護法の下、障がいや遺伝性
疾患を理由に不妊手術を強制された
人々から謝罪を求める動きが広まっ
ています。この問題に長年取り組ん
できた松原教授に、優生保護法と日
本の優生政策について語っていただ
きます。
日１０月３日㈬午後７時～９時
場同センター
講立命館大学大学院先端総合学術研
究科教授・松原洋子氏
定１０８人（申し込み順）
申９月６日正午～２５日にイベントダ

イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０９０６Ｂへ。
問同センター☎７２８・００７１
町田新産業創造センター

創業・起業に関するセミナー
【町田創業～ファーストステップ相
談会】
日９月１５日㈯、１９日㈬、２９日㈯、午
後１時～５時（１人１時間）
申参加希望日の１週間前までにファ
ーストステップセミナーホームペー
ジで申し込み。

【町田創業～ファーストステップセ
ミナー】
日①９月１２日㈬午後２時～３時３０分
②９月１２日㈬午後３時４５分～５時１５
分③９月２０日㈭午後２時～３時３０分
④９月２０日㈭午後３時４５分～５時１５
分
内①人材育成～経営者に知ってほし
い「話し方」と「聴き方」②販路開拓～
集客サイトをつかいこなそう③経営
～経営面から考える上手なアルバイ
トの活用方法をしろう④財務～決算
書の読み方、考え方を知ろう
講①（株）スタンコミュニケーション
ズ代表取締役・松尾由紀子氏②④

（株）ウィルパートナーズ・馬場郁夫
氏③みゆき社会保険労務士事務所代
表・栗原深雪氏
定各３０人（申し込み順）
申ファーストステップセミナーホー
ムページで申し込み。

◇
対創業予定の方、創業して間もない
方等
場町田新産業創造セン
ター
問同センター☎８５０・
８５２５、町田市産業政
策課☎７２４・２１２９
生涯学習センター

公 開 講 座
【「やきもの」で語る縄文から平安時
代】
　煮沸可能な土器の発明から装飾過
剰な造形を生み出した縄文時代の文
化史的意義や、意外に知られていな
い７～１０世紀の地元の窯で焼かれた
食器類や寺院用の瓦、搬入品の灰

かい

釉
ゆう

陶器などから、町田の原始・古代史に
ついて文化財係の学芸員が分かりや
すく解説します。
日９月２５日㈫午後６時１５分～８時１５
分
場町田市民フォーラム
定１３８人（申し込み順）
申１次受付＝９月１日正午～３日午後
７時にイベシスコード１８０９０４Ｄへ
／２次受付＝９月４日正午～１９日に
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
またはイベシスへ。
問同センター☎７２８・００７１

町田市立図書館9月、10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

①9月12日、19日、26
日、10月10日、17日、
24日、31日
②9月12日、26日、10
月10日、24日
③9月14日、28日、10
月12日、26日
④9月5日、10月3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

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！

　９月２１日から始まる秋の全国交通
安全運動に合わせて、町田市・町田警
察署・町田ドライヴィングスクール
の共催で、町田市民交通安全フェス
ティバルを開催します。
開催日９月２４日（振休）
場同スクール（南大谷１－５５）
※駐車場はありません。

【①各種交通安全体験ブース】
　自転車・自動車シミュレーター、飲
酒ゴーグルの体験等ができます。
時間午前９時～午後３時１５分（雨天
実施）

【②自転車安全運転スタンプラリー】
　大人の方も参加できます。なお、自
転車に１人で乗れない方は、保護者
の補助があれば参加できます。
※自転車とヘルメットをお持ち下さ
い。会場にも若干の用意があります
が、お持ちでない方が多数の場合は、
定員に達していなくても参加をお断
りすることがあります。
時間午前９時～１１時４５分

内交通安全講話、コース走行等
※小雨時はスタンプラリーを中止
し、別プログラムでコース走行等を
行います。荒天時は室内用の講習の
み行います。
定１６０人（市内在住の方を優先のう
え、抽選）

【③白バイ隊員による二輪車実技教室】
　安全のため長袖・長ズボンを着用
し、胸部プロテクターを持参して下
さい。
※整備不良車での参加はできません。
時間午後１時１５分～３時１５分（荒天
中止）
内乗車姿勢の指導、コース走行等
定３０人（市内在住の方を優先のう
え、抽選）

◇
申①直接会場へ②③９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
１８０９０４Ｂへ。
市HP 交通安全フェスティバル  検索

問市民生活安全課☎７２４・４００３、町田警察署交通課安全教育係☎７２２・ 
０１１０、町田ドライヴィングスクール☎７２３・２４８０

町田市民交通安全フェスティバル
自転車・二輪車の安全運転を学ぼう！
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催し・講座催し・講座
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

災害時のサバイバル講座
　防災意識を持ち続け、いざという
ときに的確な行動がとれるような準
備等について学びます。
※持参できる方は、空のペットボト
ルと牛乳パックをお持ち下さい。
対市内在住、在勤、在学の方
日９月１９日㈬午後１時～３時
場和光大学ポプリホール鶴川
講（特）たまりば・大脇秀雄氏
問生涯学習センター☎７２８・００７１
和光大学ポプリホール鶴川

和光大学連続市民講座
【ドキュメンタリー映像とくらし】
日①１０月２日②１０月９日③１０月１６
日④１０月２３日、いずれも火曜日午
後６時３０分～８時３０分、全４回
場和光大学ポプリホール鶴川
内①障がい者がともにいる日常から
~ドキュメンタリー映画「放課後」

「ちょっと青空」を鑑賞②米占領期沖
縄で制作された米国製映像に見る戦
後沖縄③見えないものを見る見方④
美術家のアトリエから
講①和光大学教授・小林茂氏②同大
学准教授・名嘉山リサ氏③同大学教
授・松枝到氏④同大学教授・三上豊氏
定５０人（申し込み順）
費２０００円（小～大学生は無料）
申「連続市民講座２０１８映像とくら
し」と書き、住所・氏名（ふりがな）・電
話番号を明記し、ハガキ、ＦＡＸまた
はＥメールで９月２５日まで（必着）
に、和光大学企画係大学開放フォー
ラム（〒１９５－８５８５、金井町２１６０、
☎０４４・９８８・１４３３返０４４・９８８・
１５９４遍ｏｐｅｎ＠ｗａｋｏ．ａｃ．ｊｐ）へ。
問文化振興課☎７２４・２１８４
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９月２０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＝「依田逸
夫」／おはなし＝「ダイヤモンドの
谷」（「船乗りシンドバードの冒険」か
ら）、「屋根がチーズでできた家」（ス
ウェーデンの昔話）、「鷹の婿さん」

（山形の民話）
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、９月１日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。

町田市民文学館
「 風 土 記 」入 門 講 座

【古代の日本を地方から読む】
対全回出席できる方
日１０月３日、１１月７日、１２月５日、いず
れも水曜日午前１０時～正午、全３回
場同館２階大会議室
講千葉大学名誉教授・三浦佑之氏
定５０人（抽選）
申往復ハガキ（１人１枚）に講座名・住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・年代
を明記し、９月１４日まで（必着）に町
田市民文学館（〒１９４－００１３、原町
田４－１６－１７）へ。
問同館☎７３９・３４２０
舘野鴻絵本原画展関連イベント
読み語り＋弦楽三重奏、 
ふたたび、舘野鴻の世界

　舘野鴻展のオープニングイベント
で大盛況だった舘野さんによる読み
語りと弦楽三重奏の演奏を大人向け
にアレンジして再演します。
日９月２３日㈷午後２時～３時３０分
場町田市民文学館２階大会議室
講絵本作家・舘野鴻氏、ケラトポゴー
ニ弦楽三重奏団
定８０人（申し込み順）
申９月７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１８０９０７Ａへ。
問同館☎７３９・３４２０

国 際 版 画 美 術 館
【①開館３０周年記念～プロムナード
・コンサート　版画と音楽から見つ
ける　愛・不思議・驚き】
　常設展「～まちだゆかりの作家～
赤瀬川原平・岡崎和郎・中里斉」とと
もにお楽しみ下さい。
※直接会場へおいで下さい。
※立ち見での鑑賞です。
日・内９月８日㈯、午後１時から＝桜美
林大学芸術文化学群音楽専修による
演奏、午後３時から＝玉川大学芸術
学部芸術教育学科による演奏（各３０
分程度）

【②ピックアップ技法講座（銅版画）
～メゾチント】
対全回参加できる１５歳以上の初心
者（中学生を除く）
日１０月１２日、１９日、２６日、いずれも
金曜日午後１時３０分～４時３０分、全
３回
内あらかじめ目立てした銅版を使
い、メゾチント技法で単色刷りの小
品を制作（道具、材料は同館で用意）
講版画家・馬場知子氏
定１５人（抽選、結果は９月２１日ごろ
郵送）
費６０００円
申９月１７日までにイベントダイヤル

（☎７２４・５６５６）、またはイベシス 
コード１８０８３０Ｈへ（同館ホームペ
ージで申し込みも可）。

◇
場同館①エントランスホール②版画
工房
問同館☎７２６・２８８９
生涯学習センターコンサート事業

めんそーれ！東
こ

風
ち

平
ひ ら

高
た か

根
ね

 
三 線 コ ン サ ー ト

　沖縄の景色にピッタリの三線の音
色で、今年の夏を締めくくりましょう。
日９月２４日（振休）午後２時開演
場生涯学習センター
曲目「花～すべての人の心に花を」

「安里屋ユンタ」「涙そうそう」　他
出演東風平高根（三線・うた）、たつの
すけ（ピアノ・アコーディオン）
定１５８人（申し込み順）
申１次受付＝９月１日正午～３日午後
７時にイベシスコード１８０９０４Ｃへ
／２次受付＝９月４日正午～１９日に
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
またはイベシスへ。
※附室からの親子鑑賞希望者（未就
学児、８人まで）は電話で併せて申し
込みを。
問同センター☎７２８・００７１
乳幼児の保護者向け講座

ハ ッ ピ ー 子 育 て 
きほんの木・保育付き
対市内在住の全回参加できる乳幼児
の保護者
日１０月１７日、２４日、３１日、１１月７
日、１４日、２８日、１２月５日、いずれも
水曜日午前１０時～正午、全７回
場生涯学習センター
内保育面接・オリエンテーション、

「応急手当の講義と実習」「分かって
いますか？『怒

いか

る』と『叱る』の違い」
「グループワーク・色々話してみよう
！」「脳をグングン育てる生活習慣」
「子どもの運動と発達」、まとめ「ハッ
ピー子育て！」
定保育付き＝２０人、保育無し＝５人
／昨年度と今年度前期に乳幼児講座
と幼児講座を受講していない方を優
先のうえ、抽選
費３５０円（保育利用者のみ）
申ハガキまたは用紙（様式は不問）
に、講座名・住所・氏名（ふりがな）・電
話番号・子どもの年齢・保育希望者

（１０月１日現在、８か月以上の未就学
児）は子どもの名前（ふりがな）・生年
月日を明記し、９月２１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（所定の用紙〔同セン
ターに有り〕に記入し、直接同センタ
ーへ申し込みも可）。
問同センター☎７２８・００７１

生涯学習センター
親と子のまなびのひろば

【きしゃポッポ】
　お母さん同士で育児の工夫等を語
り合いましょう。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の月末まで）とその保護者、妊婦
の方
日９月～１１月の第１～３火曜日、午後
２時～４時（月２回まで参加可）

【パパと一緒にきしゃポッポ】
　育児に参加したいお父さんのため
のひろばです。赤ちゃんと遊んだり、
簡単なおもちゃを手作りします。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の月末まで）とその父親
日９月２３日㈷、１０月２８日㈰、１１月
２５日㈰、午後２時～４時

◇
場同センター６階保育室
問同センター☎７２８・００７１
ひなた村

外あそびワークショップ（ロープ）
　アウトドアで役立つ外遊びを知
り、親しむための大人向けの会です。
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方
日９月１７日㈷午前１０時～午後３時
内ロープを使った遊具作りを通じ
て、結び方や安全について学び合う
定１５人（申し込み順）
費３００円
申９月１日午前１０時から電話でひな
た村（☎７２２・５７３６）へ。

大地沢青少年センター
【①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。９月の特別プログラムは

「まゆ玉クラフト　お月見バージョ
ン」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９月９日㈰午前１０時～午後３時（雨
天実施）
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）

【②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（中学生を除く）
日９月２３日㈷午前１０時～午後３時
定２０人（申し込み順）
費４００円
申９月１日午前９時から電話で同セン
ターへ。

◇
場同センター①研修棟②野外炊事場
問同センター☎７８２・３８００

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
【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９月８日
㈯午前１０時３０分～１１時４０分場同
館２階大会議室内紙芝居、絵本、わら
べうた、ことば遊び等上演桃の木工
房
●ひなた村☎７２２・５７３６
【①ひなた村シアター】
日９月３０日㈰午前１０時３０分～１１時
３０分場ひなた村第１レクルーム内

５日～１０月３１日の水曜日（９月１９日
を除く）、午後３時３０分～５時、全８回
／１１月４日㈰に都大会出場予定定
１５人（申し込み順）
【④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９月２２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定１０人（申
し込み順）費３００円（糸のこ１台につ
き）

「きまりのないくに」「森のはずれシ
ャックリのぼうけん」　他
【②つくったりあそんだり】
日９月～１２月の第１～３水曜日、午後
３時３０分～４時３０分（雨天中止）
場ひなた村てっぺん広場内小学生向
けの遊べる工作
【③キンボールスポーツ教室】
　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９月

【⑤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１０月６日㈯午前９時３０分～午後
３時内野外炊事や森での外遊びを家
族みんなで楽しむ定４０人（申し込み
順）費１人３００円

◇
申①②直接会場へ③④⑤９月１日午
前１０時から電話でひなた村へ／④
は、９月１５日以降定員に空きがあれ
ば１９歳以上の方も電話で受け付け
ます
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9月1日～30日「The Road“町田人”鶴川地区協議会」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

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【キッズＨＩＰＨＯＰダンス教室】
対市内在住、在園の５・６歳児日１０月
５日～１１月２日の金曜日、午後４時
３０分～５時３０分、全５回内ＨＩＰＨＯＰ
ダンスの基礎・基本技術の習得講キ
ッズダンスインストラクター・犬飼

香代子氏定３０人（抽選）費１４００円申
往復ハガキに必要事項を明記し、９
月８日まで（消印有効）に同館へ（同
館ホームページで申し込みも可）
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【脳トレ・軽体操いきいき講
習会】

対市内在住、在勤、在学の４０歳以上
の方日９月２６日～１１月２８日の水曜
日、午前１０時３０分～１１時３０分、全
１０回定２０人（抽選）費３４００円申往
復ハガキに必要事項を明記し、９月
１５日まで（必着）に同館へ
●相原中央公園☎７７２・
１４４９
【小学生硬式テニス教室】
　東京造形大学テニス部の学生と相
原テニスクラブメンバーによる初心
者向けテニス教室です対市内在住、

●東京都住宅供給公社～公営住宅入
居者募集
募集戸数市営住宅（一般世帯単身者
向＝３戸、２人以上向＝１戸、３人以上
向＝３戸、単身者向シルバーピア＝１
戸、２人世帯向シルバーピア＝１戸、
若年ファミリー向＝１戸）、都営住宅
地元割当分（単身者向シルバーピア
＝１２戸、２人世帯向シルバーピア＝
１戸）／いずれも詳細は募集案内を
参照配布期間９月３日～１２日配布場
所市庁舎１階総合案内、各市民セン
ター、町田・南町田・鶴川の各駅前連
絡所、木曽山崎・玉川学園の各コミュ

在学の小学生日９月２３日㈷午前９時
～正午場同公園テニスコート定２０
人（申し込み順）費３００円申９月１０日
までに電話で同公園管理事務所（受
付時間＝午前９時～午後８時）へ
●かしの木山自然公園☎７２４・１６６０
【自然観察会～草むらの昆虫と秋の
草花】
日９月１６日㈰午前９時３０分～１１時

（雨天中止）場同公園（集合は同公園
管理事務所前）／駐車場はありませ
ん

ニティセンター、同公社町田窓口セ
ンター（各施設で開所日時が異なる）
／同公社ホームページで配布期間中
に限りダウンロードも可申郵送で９
月１４日まで（必着）問同公社都営住
宅募集センター☎７１３・５０９４
●（一社）東京バス協会～東京都シル
バーパス更新手続きのお知らせ
　東京都シルバーパスの更新を希望
する方は、東京バス協会から送付さ
れた「更新手続きのご案内」等で、必
要書類や更新会場等をご確認のう
え、９月中に更新手続きを行って下
さい問同協会シルバーパス専用電話
☎０３・６７５７・００７７（受付時間＝土・
日曜日、祝休日を除く午前９時～午
後５時）

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①～⑧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
※９月１４日は予約受付を行いません。次回分は９月
２１日に受け付けます。

②交通事故相談 １２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） 7日、１４日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 ４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 １１日㈫
⑥登記相談 ６日㈭
⑦行政手続相談 １３日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 ５日㈬
⑨少年相談 １１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 ４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 ５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

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㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田慶泉病院 ☎7９５・１６６８ 南町田２-１-４7

２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 熊谷医院 ☎7９５・５３２５ 金森東４-３３-４
内科 にしむら内科クリニック ☎7０８・１０２４ 大蔵町２２２２-５
内科 相原医院 ☎77３・６7２４ 相原町１２４１-８

午前９時～翌朝９時
内科系 南町田病院 ☎7９９・６１６１ 鶴間４-４-１

外科系
おか脳神経外科 ☎7９８・7３３7 根岸町１００９-４
町田市民病院 ☎7２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

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

９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 もとはしクリニック ☎7２7・９９３０ 中町２-１４-１０
内科 鶴川レディースクリニック ☎7３7・7２7１ 能ヶ谷３-１-５
内科 ただお整形外科・内科 ☎7９３・０２０１ 忠生２-２８-５

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
南町田病院 ☎7９９・６１６１ 鶴間４-４-１

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

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前９時～
午後５時）、2日＝つくし野耳鼻咽喉科
（☎７９６・8７３３、小川１-２-３２）

●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
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広　　告

　１１月から町田消防署北側に新しいスポーツ施設「緑ヶ丘グラウン
ド」がオープンします。
　オープンに先立って９月１日からまちだ施設案内予約システムで利
用申込の受け付けを開始します。ぜひご利用下さい。
※施設をご利用いただくには、事前に利用者登録（団体登録）が必要です。
〈利用方法〉
【利用時間】午前９時〜午後５時（貸
し出しは２時間単位）
【休場日】年末年始
【所在地】本町田２３８０番地６
【施設概要】グラウンド面積３５００
㎡（５０ｍ×７０ｍ）、ダスト舗装、散
水設備、駐車場２０台
【利用種目】軟式野球、少年野球（軟
式）、ソフトボール、サッカー、サッ
カー（少年少女）、フットサル、ラク
ロス、ターゲットバードゴルフ
※野球及びソフトボール等のバッ

ティング練習には一部制限があり
ます。また、大会での利用はできま
せん。詳しくは施設にお問い合わ
せ下さい。
【交通】バスを利用の場合：町田バ
スセンターからやくし台センター
行き「原田向」下車、徒歩約１分
お車を利用の場合：町田駅方面か
ら町田街道「木曽中原」交差点を右
折
【問い合わせ】スポーツ緑ヶ丘☎
７９２・７０７１

　原動機付自転車（総排気量５０ｃｃ以下
・９０ｃｃ以下・１２５ｃｃ以下）に町田市オ
リジナルデザインのナンバープレート
を市民税課（市庁舎２階）で交付してい
ます。
　今回、下表のとおり番号を追加します。
通常のナンバープレートとの選択制で
すが、オリジナルナンバープレートは、
先着順で在庫の中から希望の番号を選
ぶことができます。また、現在お持ちの
通常のナンバープレートとの交換も可
能です。新規登録時、通常のナンバープ
レートとの交換時、いずれの場合も無

料で交付しています。
※通常のナンバープレートは、忠生・鶴
川の各市民センターでも交付していま
すが、オリジナルナンバープレートは、
市民税課のみでの交付です。なお、現在
お持ちのオリジナルナンバープレート
を、新しいオリジナルナンバープレー
トに変更することはできません。
※今回追加するオリジナルナンバープ
レートの交付は、新規登録・交換とも
に、９月１０日㈪からです（先着順）。
※詳細はお問い合わせ下さい。
市HP オリジナルナンバー  検索

　お住まいの地区の資源とごみの収
集日がひと目でわかる「資源とごみ
の収集カレンダー（１０月〜２０１９年
９月版）」を、市内全戸に順次配布し
ます。
　各戸の郵便受けに投函しますの
で、他のチラシ類と見間違って廃棄
や紛失をしないようにご注意下さ
い。
　カレンダーは地区別です。表紙右
上に記載されている収集カレンダー
の地区番号と地区名（町名・団地名）

をご確認下さい。
　なお、配布に関して、カレンダーの
地区名が「特別指定団体」と記載して
ある地域は、町内会・自治会・管理組
合が配布します。
【配布期間】９月２０日㈭まで
※収集カレンダーが届かない場合の
お問い合わせは、９月２１日以降に市
役所代表（☎７２２・３１１１）へ。
※「特別指定団体」地区は、各町内会
・自治会・管理組合へお問い合わせ
下さい。

　９月８日に行われるフェスタまちだに合わせ
て、「民間交番セーフティボックスサルビア」が
リニューアルオープンします。これまでの防犯
拠点としての機能に加え、まちづくりの拠点と
して観光案内やイベント案内なども行います。
【開所時間】午前１１時〜午後６時（ただし、９月の祝
・休日を除く月・火・木・金曜日は、午後２時〜４時）
【休所日】年末年始（ただし、９月は水曜日休所）
【所在地】原町田６－１３－１４

東急田園都市線 南町田駅
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… 南町田拠点創出まちづくりプロジェクト範囲

グランベリーパーク
（商業施設）

パークライフ・サイト

鶴間公園

北口広場

　市では、新たなにぎわいと交流を創出する拠点形成を目指して、東京急行電鉄株式会社
〔以下、東急電鉄（株）〕と協働して、南町田拠点創出まちづくりプロジェクトを進めています。

「パークライフ・サイト」の計画決定～「スヌーピーミュージアム」
を中心とした、新たな活動拠点に
　この度、同プロジェクトに株式会社ソニー・クリ
エイティブプロダクツをパートナーとして迎え、
南町田グランベリーパーク内の新しい商業施設と
鶴間公園の間に位置する空間である「パークライ
フ・サイト」の計画を決定しました。「パークライフ
・サイト」は、新しいまちの中心として、幅広い世
代の方が新たな楽しみ方を発見できる活動拠点と
しての役割を担います。

計画の概要　同エリアは、ミュージアム棟とパークライフ棟で構成されます。
【ミュージアム棟】「スヌーピー」のキャラクターで有名なチャールズ・Ｍ・シュルツ作の
漫画「ピーナッツ」の原画などを展示する「スヌーピーミュージアム」が開館。
【パークライフ棟】本を媒介に人と人との交流を生み出す「まちライブラリー」やワーク
ショップスペース、つくし野中学校区子どもクラブ、カフェを設置。

左から東急電鉄（株）社長、（株）ソニー・ク
リエイティブプロダクツ社長、石阪市長 「南町田駅」を「南町田グランベリーパーク駅」に改

称、合わせて平日急行停車が決定
　今回の決定に合わせ、２０１９年度中に、新しいまちの名称を踏ま
え「南町田駅」を「南町田グランベリーパーク駅」に改称するととも
に、現在休日のみの急行停車を平日にも拡大し、更なる利便性向上
を図ることについても発表しました。

１１月オープン！ ９月１０日から交付します

総排気量５０ｃｃ以下用

オリジナルナンバー追加分
種　別

※(　)内はプレートの色 文字 追加ナンバー

総排気量５０ｃｃ以下（白） ま ５８２７～６４５９
総排気量９０ｃｃ以下（黄） ま １５２６～１５７８
総排気量１２５ｃｃ以下（桃） ま ３４７５～３８４１
※末尾が「０４・０９・４２・４４・４９」の交付はありません。

1306284A
平成 25 年  6 月 28 日

毎度お世話になりまして、誠に有難うございます。
ご確認用仕様書を送信させて頂きますので、ご確認頂けましたらご確認印を
ご捺印の上、ＦＡＸにてご返信頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　（ FAX № 03-3711-6663）

町田市 市民税課 様

町田市 原動機付自転車一種

  オリジナルナンバープレート 

t=1    100×200

アルミニウム板 デジタル印刷

１０月からの「資源とごみの収集カレンダー」
を配布します 問３Ｒ推進課☎７９７・７１１１

民間交番がリニューアル
オープンします

問市民生活安全課☎７２４・４００３

容器包装プラスチック分別収
集対象地区用

容器包装プラスチック分別収
集対象地区以外の地域用

問市民税課☎７２４・２１１３

「緑ヶ丘グラウンド」の予約受付を開始します
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

２０１９年秋のまちびらきに向けた準備が
進んでいます！

南町田拠点創出まちづくりプロジェクト

問都市政策課☎７２４・４２４８

原動機付自転車　オリジナルナンバープレート
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