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身近な人の変化に気づいたら…
問健康推進課☎７２４・４２３６

　家族、友人、職場の仲間といった身近な人の普段と変わった様子に気づくことはありませんか。笑顔が減った、元気がない等の変化は、
「こころ」と「からだ」が限界になっているサインかもしれません。個人が抱える悩みやストレスは周囲に
は分かりにくく、自ら打ち明けずに一人で抱えこんでしまう場合もあります。周囲の人が様子の変化に気
づき、声をかけて見守っていくことが大切です。

９月は自殺対策強化
月間です。大切な人を守るため
にできることがあります。

２面へ　

今号の紙面から 　●4面　秋の全国交通安全運動が始まります　●4面　「町田市名産品」が決定しました!
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大切な人を守るために

皆さんのご意見をお寄せ下さい

（仮称）町田市自殺対策計画（素案）
　誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現
のため、さまざまな分野の人や組織が密接に連携
し、社会全体で生きることを支援する取り組みを
推進する「（仮称）町田市自殺対策計画」の策定に
あたり、皆さんのご意見をお寄せ下さい。
●計画期間　2019年度～2023年度
●基本理念　かけがえのない“いのち”を大切に
するまち
●基本目標　生きることの促進要因を増やす/
生きることの阻害要因を減らす/関係機関が連
携して自殺対策を推進する
●資料の閲覧・配布　10月9日から、健康推進課
（市庁舎7階）、市政情報課・広聴課（市庁舎1階）、
町田市民フォーラム3階、生涯学習センター、各
市民センター、町田・鶴川・南町田の各駅前連絡
所、木曽山崎・玉川学園の各コミュニティセンタ
ー、各市立図書館、町田市民文学館、町田市保健
所（中町庁舎）・健康福祉会館の窓口で閲覧及び
資料の配布を行います（各窓口で開所日・時間が
異なります）。
※町田市ホームページでもご覧いただけます。
●意見等の提出方法　住所・氏名・連絡先・件名
を明記し、10月1５日～11月1６日（必着）に直
接、郵送、ＦＡＸまたはＥメールで健康推進課（〒
194-8５20、森野2-2-22、返0５0・3101・4923
遍mcity3６70@city.machida.tokyo.jp）へ（資
料を配布している窓口へ直接提出も可）。

９月は自殺対策強化月間です

　さまざまな悩みなどから精神的につらい状態
へ追い込まれ、うつ病を発症した主人公の大学
生が、周囲の力を借りて回復に至るまでを描い
た社会派ミュージカルです。
日�11月13日㈫午後7時開演、14日㈬午後3時開演
場町田市民ホール
公演（特）社会貢献ミュージカル振興会
申�11月11日までにイベントダイヤル（☎724・
５６５６）またはイベシスコード180807Bへ。
※当日席に余裕がある場合は、会場でも入場
を受け付けます。　

ミュージカル「つまづいても」
ゲートキーパー養成事業

Information

ゲートキーパー身近な人の
こころの
支えに

日本の自殺者数は減少傾向にあるものの、
依然として年間２万人を超える方が亡くなっており、
町田市でも毎年かけがえのない“いのち”が失われています。
「死」を意識するほど追い込まれた方は、
さまざまな悩みや問題が複雑に絡み合い、
いつしか自殺以外の選択肢が考えられない状態に陥っていきます。
市ではこうした現状を踏まえ、追い詰められた方の心情や背景の理解を深める活動等、
誰もが自殺に追い込まれることのない社会を目指す取り組みを進めています。

　自殺を予防するために大切な役割を担うのが、ゲートキーパーです。特
別な資格ではなく、身近な人の悩みに気づき支える人のことです。

眠れない、食欲がない、口数が減った等、相手の変化に気づきましょう。

こころとからだの限界サイン気づいて

「元気ないけど、どうしたの？」等、心配していることを伝えましょう。

声をかけて 相手を気遣うあなたの言葉

相手が話せる環境をつくり、声色や表情も含めて「聴く」姿勢を大切に。

思いを受け止めるうなずき耳を傾けて

本人の抱える問題に応じて適切な相談・支援機関を紹介しましょう。その
際は無理に勧めず、相手のペースに合わせて温かく見守りましょう。

適切な相談・支援機関つなげよう

東京多摩いのちの電話

☎042・327・4343 午前10時～午後9時、年中無休
（毎月第3金曜日午前10時～日曜日午後9時）

　「悩みの相談先」を記載したクリアファイルやポケットティッシュを配布
しています。悩みを抱えている人へ相談先を紹介してあげましょう。
日9月30日（日）まで（配布物が無くなり次第終了）
場�JR横浜線町田駅・成瀬駅、小田急線町田駅・鶴川駅・玉川学園前駅の各駅
構内

普及啓発キャンペーン実施中!

市HP�いのち支える � 検索

LINE相談「相談ほっとLINE@東京」
　ご利用の際は、LINＥの「公式アカウント」から「相談ほっと
LINＥ@東京」の友だち登録が必要です。登録方法等の詳細は右
記QRコードからご覧いただけます。

問健康推進課☎724・4236

　こころ、健康、生活困窮、仕事、若者の悩み等の相談
窓口を掲載したリーフレットを、市民センター等で
配布しています。右記QRコードからもご覧いただ
けます。

「悩み」の相談先一覧を配布!

2 2018．9．15 広報まちだは1日・15日の月2回発行です



32018．9．15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

健康案内健康案内
胸部エックス線健診
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
で、健診受診希望日の前後１年間、胸
部エックス線検査を受ける機会のな
い方
日１０月３日㈬、１６日㈫、１１月７日㈬、
２０日㈫、１２月５日㈬、１８日㈫、午前９
時３０分～１１時
場町田市保健所（中町庁舎）
定各２０人（申し込み順）
申健診受診希望日の１週間前まで
に、イベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）へ。
問保健予防課☎７２２・７６３６

募　集募　集
要 介 護 認 定 調 査 員
対介護支援専門員の資格を有する方
＝若干名
勤務期間採用決定日～２０１９年３月
３１日（更新も有り）
勤務時間午前８時２０分～午後５時５
分（時間外勤務有り）、月１６日
勤務場所介護保険課（市庁舎１階）
内介護保険認定調査及び関連業務
報酬月額２０万４６００円～２６万円（別
途交通費支給）

選考１次＝書類、２次＝筆記・パソコ
ン試験、面接
申募集要項を参照し、応募書式に記
入のうえ、９月２８日午後５時まで（必
着）に直接または郵送で介護保険課
へ。
※募集要項・応募書式は介護保険課
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）。
問介護保険課☎８６０・６８７５

介 護 相 談 員
　介護保険施設等を、月に４～６か所
訪問して相談に応じ、月１回の連絡
会に参加します。
対市内在住の方＝若干名
※２０１８年４月の募集に応募した方
は対象外となります。
選考１次＝論文、２次＝面接（１次合格
者のみ、１０月１７日予定）
報酬訪問１件につき４０００円
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
申募集要項をお送りしますので、９
月２１日午後５時までに介護保険課へ
ご連絡下さい（募集要項は、町田市ホ
ームページでダウンロードも可）。
問介護保険課☎７２４・４３６６

認 定 こ ど も 園 職 員
　詳細は認定こども園へお問い合わ
せ下さい。
対有資格者

○認定こども園開進幼稚園（☎７２５
・７８５１）＝保育士（常勤）・保育教諭
（常勤）・幼稚園教諭（常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８

お知らせお知らせ
２０１９年度から市立中学校で使用す
る
「特別の教科　道徳」の教
科書が採択されました
　町田市教育委員会は、８月２３日に
開催した第２回臨時教育委員会にお
いて、２０１９年度から市立中学校で
使用する「特別の教科　道徳」の教科
書を次のとおり採択決定しました。
　今回採択された教科書は、２０１９
年度からの使用となります。
教科書名中学道徳　とびだそう未来
へ（発行者名＝教育出版）
問指導課☎７２４・２１５４
在日外国人高齢者・障がい者の方に
福祉給付金を支給します
　公的年金の受給要件を制度上満た
すことのできない方に福祉給付金を
支給します。
対１９８６年３月３１日以前に日本に移
住した在日外国人（特別永住者等）の
方で、次のいずれかに該当する方
①１９２６年４月１日以前に生まれた②
１９６２年１月１日以前に生まれた障が
いのある方で、１９８２年１月１日以前
に重度または中度の障がいであった
③１９４７年１月１日以前に生まれた障
がいのある方で、１９８２年１月１日～

１９８６年３月３１日に重度もしくは中
度の障がいになった
※生活保護を受けている場合、養護
老人ホーム・特別養護老人ホームに
入所している場合、町田市以外の自
治体から同様の趣旨で支給される手
当等を受けている場合、町田市に住
民登録をして１年を経過していない
場合は対象外です。
※前年の所得が一定額を超えるとき
は、支給されない場合があります。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

シルバーピア「もりの」・
「あいはら」入居者募集
　シルバーピアとは、高齢者に配慮
した仕様（段差解消、手すり、緊急通
報等）を備え、安否確認等を行う生活
協力員が配置された住宅です。
対次のすべての条件を満たす方　①
市内に３年以上居住している満６５歳
以上の単身者で自立した生活を営め
る②平成２９年中の所得が２５６万８０００
円以内である③立ち退きなどで住宅
に困窮している
募集戸数もりの＝単身用１ＤＫ５戸、
あいはら＝単身用１ＤＫ３戸
入居時期２０１９年１月１日以降
申申込用紙（９月２１日まで、高齢者福
祉課〔市庁舎１階〕、各市民センター、
町田・南町田・鶴川の各駅前連絡所、
木曽山崎・玉川学園の各コミュニテ
ィセンターで配布〔土・日曜日は駅前
連絡所のみ配布〕）に必要事項を記入
し、９月２７日午後５時までに直接高
齢者福祉課へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１４０

　記録ずくめの暑さの夏でした。今
年は、６月の大阪北部地震、７月の西
日本豪雨災害など関西・西日本は災
害が頻発しました。９月に入って、非
常に強い台風２１号の関西地方直撃、
そしてこの度の北海道胆

い

振
ぶり

東部地
震。関東地方でも、いつ起こってもお
かしくない災害。被災された方々に
は心からのお見舞いを申し上げま
す。
　このところ、朝夕は少しだけしの
ぎ易くなりましたが、まだまだ暑さ
は続きます。そんな中でも、ヒガンバ
ナが咲き、真光寺川脇の田んぼでは
稲穂が垂れ、それこそおいしそうな
香りがあたりに漂っています。
　いささか旧聞に属することで恐縮
ですが、８月に北京を訪問しました。
東京都と北京市は友好都市になって
おり、毎年双方の代表団による相互
訪問・交流がなされています。
　今年は、東京都の市区町村の首長
が北京を訪問する年に当たります。
北京市の都市計画などの現場を見た
り、４年後、２０２２年冬季オリンピッ
クの競技会場を見たりしました。す
でに北京市は、２０２２年モードにな
っているという感じでした。今回の
北京市の公式訪問では、相互交流が
始まって以来初めて、北京市長が面
会に応じてくれました。友好交流４０
周年ということもあるのでしょう
が、何か日中間の友好ムードのよう
なものを感じました。

　さて、その北京ですが、ご案内の通
り、すさまじいばかりのモータリゼ
ーションで、片側４車線の通りが多
いのですが、それでも、かなりの渋滞
を起こしていました。渋滞そのもの
は、東京とあまり変わりませんが、ど
うも駐車場が足りない様子です。６
メートルくらいの幅のある歩道に、
ドイツのブランド高級車が目立ち、
並んで駐車していました。
　ここからは、推測ですが、都市計画
や建築規制に駐車場設置が組み込ま
れていないか、不足しているようで
す。歩行者のための歩道が駐車場に
なっているのは、急激な経済成長や
モータリゼーションに都市計画が追
いついていないのではないかと感じ
ました。
　しっかり調べていないので、この
指摘は当たっていないかもしれませ
んが、もって他山の石とすべき、とい
うか、私たちの都市計画にも、反省す
べき点があるのではないかと自戒を
いたしました。

冬季五輪会場のプール

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

町田市交通安全推進
協議会定例会

９月２０日㈭午後
２時から

市庁舎３階第
１委員会室

５人
（申し込み順）

事前に電話またはＦＡＸで
市民生活安全課（☎７２４
・４００３）へ

町田市スポーツ推進
審議会

９月２７日㈭午後
６時３０分から

市庁舎２階会
議室２－２

５人
（申し込み順）

９月２６日までに電話でス
ポーツ振興課（☎７２４・
４０３６）へ

町田市地域密着型サ
ービス運営委員会

９月２７日㈭午後
６時３０分～８時

市庁舎２階会
議室２－１

４人
（申し込み順）

事前に電話でいきいき総
務課（☎７２４・３２９１）へ

町田市地域公共交通
会議

１０月３日㈬午前
９時３０分から

市庁舎２階会
議室２－２

５人
（申し込み順）

事前に電話で交通事業推
進課（☎７２４・４２６０）へ

町田市町区域の新設
に関する市民懇談会

１０月１８日㈭午
後７時から

鶴川市民セン
ターホール

５人程度
（申し込み順）

事前に電話で土地利用調
整課（☎７２４・４２５４）へ

町田市母子保健連絡
協議会

１０月１８日㈭午後
７時～８時３０分

市庁舎２階会
議室２－５

３人
（申し込み順）

事前に電話で保健予防課
（☎７２５・５４２２）へ

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

薬剤師 若干名
１９８３（昭和５８）年４月２日以
降に生まれた、薬剤師の資格
を有する、または２０１９年春
までに取得見込みの方

○郵送受付＝１０月１日㈪まで
（必着）
○持込受付＝９月２８日㈮、１０月
１日㈪、いずれも午後５時まで
○試験日＝１０月２０日㈯

２０１９年
４月１日

※試験実施要項、受験申込書、適性検査受検申込書は町田市民病院ホームページでダウン
ロードできます（町田市民病院・各市民センターでも配布）／郵送・持ち込みは町田市民病
院総務課へ／採用条件等は実施要項を十分に確認して下さい。

パブリック
コメント
予　告

　１０月１日から、下記のパブリックコメント（意見公募）の実
施を予定しています。

市では、条例・計画などの策定を進めるに
あたり、市民の皆さんにご意見を伺います

案件名 町田市教育プラン　２０１９－２０２３（案）
募集期間 １０月１日～３１日

案の公表
方法

・本紙１０月１日号に概要を掲載
〈１０月１日以降〉
・町田市ホームページに詳細を掲載
・市役所、各市民センター、各市立図書館等で資料の閲覧、配布
※各窓口で開所日・時間が異なります。

意見等の
提出方法

・郵便　・ＦＡＸ　・Ｅメール
・教育総務課（市庁舎１０階）ほか、指定の窓口への提出

担当課 教育総務課☎７２４・２１７２

町田市民病院職員募集
町田市民病院　採用 検索

問町田市民病院総務課
☎722・2230（内線7415）
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お知らせお知らせ
提出されました
決 算 審 査 意 見 書 等

　平成２９年度町田市決算審査意見
書が、監査委員から市長に提出され
ました。また、平成２９年度町田市健
全化判断比率審査意見書と平成２９
年度町田市各公営企業会計資金不足
比率審査意見書も提出されました。

※町田市ホームページと各市立図書
館で意見書をご覧いただけます。
問監査事務局☎７２４・２５４７
町田市子ども発達センター
２０１９年度認可通園入園児募集

　町田市子ども発達センターは、０～
１８歳未満の心身の発達に遅れや障が
いのある子どもを対象に、専門的な助
言や療育を行う児童福祉施設です。
　２０１９年度の認可通園（児童発達
支援事業）入園児の募集をします。ま

た、子どもの障がい福祉サービスで
利用する受給者証等の申請・受け付
けも行っています。
※事前に見学が必要です。見学の日
程については、まちだ子育てサイト
をご覧下さい。
対市内在住の心身の発達に遅れや障
がいのある３～５歳児
入園申込受付期間１１月１２日㈪～１２
月７日㈮
内①週５日通園する療育グループ②
幼稚園・保育園等に通いながら週１
日通園する療育グループ
問子ども発達支援課☎７２６・６５７０
空家対策の推進に向けた取り組み
マッチング事業を行っています

【空家利活用のマッチング】

　市では、空家対策を推進するため
に、一戸建ての空家を地域活性化施
設として利用したい方と空家の所有
者とをつなぎ合わせる、マッチング
事業を行っています。
【空家利活用促進事業補助金】
　空家利活用のマッチングのうち、
一定の要件を満たす空家を地域活性
化施設として改修しようとする場合
に、当該空家を改修するために要す
る費用の一部を助成します。
補助額補助対象経費の２分の１とし、
上限は１００万円（集会所を有してい
ない町内会・自治会が集会施設とし
て改修する場合は５００万円）
※詳細は町田市ホームページをご確
認いただくか、お問い合わせ下さい。
問住宅課☎７２４・４２６９

10月1日から　乳幼児のショートステイも始めます
問子ども家庭支援センター☎７２４・４４１９

子どもの医療費助成制度　医療証の更新を行います
問子ども総務課☎７２４・２１３９

「町田市名産品」が決定しました！
問産業政策課☎７２４・３２９６、町田商工会議所☎７２４・６６１４

９月２1日～３0日　秋の全国交通安全運動が始まります
問市民生活安全課☎７２４・４００３、町田警察署☎７２２・０１１０、南大沢警察署☎０４２・６５３・０１１０

町田市課別・事業別行政評価シート　町田市の財務諸表
５年連続５回目！　パブリック・ディスクロージャー表彰２01７で

グッド・プラクティス賞を受賞
問財政課☎７２４・２１４９

　市では、保護者の病気や出産、家
族の介護などで一時的に子どもの
養育ができなくなった場合に、満
２歳から１２歳までの子どもを泊ま
りでお預かりしています。この度、
対象年齢を広げ、乳幼児のショー
トステイも始めます。
※事前に登録が必要です。直接子
ども家庭支援センター（市庁舎２
階）へおいで下さい。
対市内在住の生後３か月～２歳未
満の乳幼児
利用日数１回につき７泊まで

場ショートステイ・ベビーＣ
コ

ｏＣ
コ

ｏ
（小山町、愛恵会乳児院内）
費１泊６０００円（非課税世帯等減免
有り）
申事前登録後、利用日の３か月前
～２日前に直接子ども家庭支援セ
ンターへ。
※満２歳から１２歳までのショート
ステイの詳細
は、まちだ子
育てサイトを
ご覧下さい。

【医療証を郵送します】
　有効期間が平成３０年９月３０日
までの◯乳・◯子医療証をお持ちの方
で１０月１日以降も資格が継続とな
る方、申請により新たに１０月１日
から医療証の資格を得た方に、９
月末に医療証をお送りします。
　また、所得限度額超過のため１０
月１日からの◯子医療証の資格を得
られなかった方には、資格消滅通
知書をお送りします。９月末まで
に医療証または通知書が届かない

場合はご連絡下さい。
【該当すると思われる方は申請を】
　◯乳医療証は保護者の所得制限が
ありません。現在お持ちでない方
は交付申請の手続きをして下さ
い。
　◯子医療証は保護者の所得制限が
あります。制度に該当すると思わ
れる場合は、お早めに交付申請の
手続きをして下さい。
※いずれも生活保護を受給してい
る方は対象になりません。

　町田市名産品は、市の特色や農
産物を生かした食品・お菓子・工芸
品として、２年に１回、町田市名産
品等推奨委員会が認定していま
す。第１８回の今回は、新たに１１商
品が加わり、３３事業者の６２商品
が認定されました。名産品の詳細
は、町田市ホームページをご覧下
さい。認定された商品は「まちだの
イチオシ商品」として、「町田市ト

ライアル発注認定商品」や「まち☆
ベジ」と合わせ、ＳＮＳやイベントス
タジオ等でのＰＲを行い、市内外へ
の周知や販路の拡大を行います。
　一部の名産品は、ミニストップ
町田市役所店（市庁舎１階）やまち
の案内所「町田ツーリストギャラ
リー」、まちだ名産品の店「心

ここ

和
わ

」等
でも購入できます。販売時期等の
詳細は、お問い合わせ下さい。

●子どもと高齢者の安全な通行の
確保と高齢運転者の交通事故防止
　ドライバーは、思いやりのある
運転とともに、子どもや高齢者を
見かけたら、急な飛び出しやふら
つきに十分に注意し、安全運転を
心掛けましょう。高齢のドライバ
ーは、運転に不安があるときは、免
許の自主返納も含めて、周囲とよ
く話し合いましょう。
　子どもや高齢者自身が危険につ
いて知ることも大切です。
●夕暮れ時と夜間の歩行中・自転
車乗用中の交通事故防止
　ドライバーからよく見えるよう
に、明るく目立つ服装で、「反射材
用品」を身に着けて外出しましょ
う。
　自転車は、自動車と同じ「車両」
です。ライトを点灯し、交通ルール
を守って乗りましょう。
●すべての座席のシートベルトと

チャイルドシートの正しい着用の
徹底
　交通事故の際に、車外放出や同
乗者に衝突するなどの危険性があ
ります。後部座席を含めたすべて
の座席でシートベルトを正しく着
用しましょう。なお、６歳未満の子
どもにはチャイルドシートの着用
が義務付けられています。
●飲酒運転の根絶
　飲酒運転は犯罪です。本人だけ
でなく、酒類の提供者や車両の同
乗者等も厳しく罰せられます。
●二輪車の交通事故防止
　交差点を右折するドライバー
は、対向車線を直進する二輪車に
気付かない場合があるため、優先
意識を持たず、しっかりと安全確
認をしましょう。二輪車を運転す
る際は、ヘルメットのあごひもを
しっかりと締め、胸部・腹部を守る
プロテクターを着用しましょう。

　早稲田大学パブリックサービス
研究所主催の「パブリック・ディス
クロージャー表彰２０１７」の表彰
式が８月に開催され、「町田市課別
・事業別行政評価シート」「町田市
の財務諸表」がマネジメント・レポ
ート部門のグッド・プラクティス
賞を受賞しました。この受賞は５
年連続５回目です。
　この表彰は、地方自治体におけ
る財政情報を積極的かつ適切に開
示しようと取り組んでいる団体を
表彰するものです。町田市は、公会

計情報を市政運営に活用しようと
する姿勢と開示までのスピードが
高く評価され、同賞を受賞しまし
た。
　さらに、「課別・事業別行政評価シ
ートダイジェスト」が、事業の成果
を分かりやすく示していることが評
価され、ポピュラー・レポート部門の

「サーティフィケイト・オブ・グッド・
メディア賞」を初めて受賞しました。
　今後も公会計情報の積極的な開
示と、事業マネジメントへの活用
に取り組みます。

◯子医療証　平成30年度　所得限度額表
扶養人数 所得限度額
０人 63０万円
１人 668万円
２人 7０6万円
3人 744万円

扶養人数が１人増すごとに38万円加算

※扶養人数は平成3０年度（２9年分）のものです。
※左表は、一律控除額8万円を加算して表示して
います。
※所得（給与収入の場合は給与所得控除後の金
額）から控除額を引いた金額がこの制度上の所
得額となります。控除可能なものは、まちだ子育
てサイトをご覧いただくか、子ども総務課へお
問い合わせ下さい。

町田市名産品 新規認定商品一覧
種　別 商品名 店舗名 電話番号
工芸品 町田の木のうつわ

家具工房ＫＡＳＨＯ（小野路町）☎０8０・５５3０・3947
工芸品 小野路まな板

洋菓子 萌木のゆめ （社福）つぼみの家町田ゆめ
工房（相原町） ☎78２・１49１

洋菓子 ＨＡＮＡＹＵ バニラシュガー（忠生） ☎866・44１6

洋菓子 まちだ柚子フィーユ パティスリー　ル・ソレイユ
（鶴川） ☎7０8・998２

その他 凡のしそシロップ 企業組合ワーカーズ・コレク
ティブ凡（木曽西） ☎794・487１

調味料 日本一ゆずポン酢 （株）岡直三郎商店（旭町） ☎7２２・２０２4

和菓子 まちだシルクメロンど
ら焼きパンケーキ （有）玉川虎屋（玉川学園） ☎7２8・634０

食　品 まちだ布巻ハム 手造りハム・ソーセージ独逸
屋（成瀬台） ☎7２１・74０１

洋菓子 東京みるくシューラスク キャラメリーゼ（小川） ☎788・２５66

洋菓子 ハスの実シフォンケーキ 大賀藕
ぐう

絲
し

館（下小山田町） ☎797・１6１6

市HP 町田市名産品  検索
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国 民 年 金 保 険 料 の�
追 納 が で き ま す
　国民年金保険料の全額免除・一部
免除（一部納付済の方に限る）・納付
猶予・学生納付特例の承認を受けた
期間は、保険料の全額を納めた場合
と比べて、将来受け取る年金額が少
なくなります。
　免除等の承認を受けた期間は、１０
年以内（６５歳未満で老齢基礎年金の
受給を開始する前）であれば、あとか
ら保険料を納めること（追納）で、年金
額を増やすことができます。ただし、
免除された年度の翌年度から数えて
３年度目以降に追納する場合は、当
時の保険料額に加算金がつきます。
　保険料の追納を希望する場合は、
年金手帳をお持ちのうえ、保険年金
課国民年金係（市庁舎１階）で手続き
していただくか、八王子年金事務所
へお問い合わせ下さい。いずれの場
合も後日、八王子年金事務所から納
付書が届きますので、銀行・郵便局等
の金融機関・コンビニエンスストア
で納期内に納めて下さい。
問保険年金課☎７２４・２１２７、八王子
年金事務所☎０４２・６２６・３５１１

介護川柳を募集します
　介護する方、される方、介護の仕事
をしている方の励みや笑顔になるよ
うな「介護」をテーマとした川柳（基
本的に５・７・５調の１７音で構成され
た作品）を募集します。
対市内在住、在勤、在学の方
申川柳（１人３作品まで）・雅号（ペンネ
ーム）・応募者住所・氏名・電話番号・職
業（学生の場合は学校名と学年）を明
記し、１０月１２日まで（必着）にハガキ、
郵送、ＦＡＸ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２０５５－２－Ｃ－１１１、返８５１・
９５７９遍ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ-ｋｊｋｃ．ｊｐ）へ。
【注意事項等】
○作品は未発表で、自作のものに限
ります。
○政治・宗教に関する内容、公序良俗
に反する内容、他人を誹謗中傷する
内容、個人情報の記載がある場合は
採用しません。
○応募作品は返却しません。
○採用作品は、１０月２６日開催の「第
１２回　町田市医療・介護・福祉研究
大会～アクティブ福祉ｉｎ町田ʼ１８」の

会場に掲示するほか、町田市介護人
材開発センターホームページ等に掲
載・公表する予定です。採用した作品
の著作権は応募者に帰属しますが、
同センターが無償かつ自由に使用さ
せていただきます。
○採用作品の展示等では、雅号（ペン
ネーム）を公表します。雅号の記載が
ない場合は「匿名希望」として公表し
ます。
○すべての採用作品を掲載できない
場合もあります。
○採用作品の応募者には、記念品を
差し上げます。
※詳細は、町田市介護人材開発セン
ター（☎８５１・９５７８、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
大地沢青少年センター～２０１９年４
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
内１０月６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。
※４月９日、１６日、２３日、３０日は利用
できません。

催し・講座催し・講座
ア レ ル ギ ー 教 室

【アレルギー専門医が教える！食物
アレルギーとアトピー性皮膚炎のた
めに明日からできること】
対市内在住の食物アレルギーやアト
ピー性皮膚炎の心配がある乳幼児の
保護者
日１０月９日㈫午後２時～４時
場健康福祉会館
内食物アレルギーとアトピー性皮膚
炎に関する基礎講話、アトピー性皮
膚炎のスキンケア実演
講（独）国立病院機構相模原病院小児
科・永倉顕一医師
定５０人（申し込み順）
申９月１９日正午～３０日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１８０９１９Ｃへ。保育希
望者（１歳６か月児～３歳児、申し込み

順に１６人）は併せて申し込みを。
問保健予防課☎７２２・７９９６

健 康 づ く り 講 習 会
【キレイで健康なからだを保つ～骨
と筋肉の健康づくり】
対市内在住の１８～６４歳の方
※６月に開催した同講習会へ参加し
た方はご遠慮下さい。
日①１０月４日㈭午前１０時～正午②１０
月１２日㈮午前１０時～午後１時、全２回
場健康福祉会館
内①骨の健康度測定（希望者のみ）、
骨と筋肉の健康づくりの講話（保健
師）、体操（スポーツトレーナー）②栄
養士による調理実習と食生活の話
定２４人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申９月１９日正午～３０日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１８０９１９Ａへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６
精神保健福祉講演会
高齢者の精神疾患～理解と対応
日１０月３０日㈫午後２時３０分～４時
３０分
場健康福祉会館
講東京都多摩総合精神保健福祉セン
ター副所長・橋本直季医師
定８０人（申し込み順）
申９月１９日正午～１０月２２日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また

はイベシスコード１８０９１９Ｄへ。
問保健予防課☎７２２・７６３６
お食事ともだちをつくろうシリーズ
軽 体 操 と 調 理 実 習
　家庭でも実践しやすい簡単な体操
と町田産野菜を使った「まちだすい
とん」の調理実習でお食事ともだち
をつくってみませんか。
対市内在住の５０歳以上の方
日１０月１７日㈬午前１０時～午後１時
３０分
場忠生市民センター
講町田市食育ボランティア
定２０人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申９月２０日正午～１０月８日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８０９２０Ｅへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

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９月２５日㈫午前１０時１５分～１１時１５
分（受け付け＝午前１０時～１０時１５分）
場忠生地域子育て相談センター（山
崎保育園内）
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

10月は乳がん予防月間です

ピンクリボン ｉｎ 東京・町田市２01８
問健康推進課☎７２５・５１７８

国際版画美術館　ヨルク・シュマイサー　終わりなき旅
問イベントダイヤル☎７２４・５６５６、同館☎７２６・２７７１、０８６０

　ヨルク・シュマイサーは、世界を
舞台に活躍したアーティストで
す。ドイツに生まれ、日本に学び、
オーストラリアを拠点に各地を旅
した彼は、その経験を美しい多色
刷り銅版画で描きました。約１８０
点の作品を通して、世界を巡った
彼の旅を追体験してみませんか。
会期１１月１８日㈰まで
休館日月曜日（ただし、９月１７日、

２４日、１０月８日は開館し、９月１８
日、２５日、１０月９日は休館）
開館時間火～金曜日＝午前１０時
～午後５時、土・日曜日、祝休日＝
午前１０時～午後５時３０分（いずれ
も入場は閉館の３０分前まで）
場同館企画展示室１・２
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
※９月１５日、１１月３日は無料です。

　現在、女性の１１人に１人は乳が
んにかかると言われています。早
期の乳がん発見には、マンモグラ
フィによる検診が有効です。日頃
から自己触診を行い、４０歳を過ぎ
たら２年に１回は乳がん検診を受
けましょう。
　このたび、１０月の乳がん予防月
間にあわせ、東京都と共催で、乳が
ん予防イベントを開催します。会
場をまわってスタンプを集めた方
にオリジナルグッズ（数量限定）を
プレゼントします。
日１０月２８日㈰午前１０時～午後１
時３０分

場町田市民フォーラム３階ホール
・視聴覚室
○講演会・トークショー
　乳がん専門医による講演の後、
乳がん経験者も登壇し、クイズ形
式のトークショーを行います。
時間午前１１時～午後０時４５分
講聖マリアンナ医科大学ブレスト
＆イメージングセンター院長・福
田護医師、モデル・藤森香衣氏
定１８０人（申し込み順）
申１０月２１日までにイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０９１４Ｂへ。

関連催事　�
【講演会～シュマイサーと日本】
　高校生以上は本展観覧券（半券
可）が必要です。
日１０月２０日㈯午後２時～３時３０分
場同館講堂
講版画家・黒崎彰氏
定１２０人（先着順）
【特別ギャラリートーク】
　当日有効の観覧券をお持ちのう
え、企画展示室１入り口にお集ま
り下さい。
○シュマイサーが訪ねた地
日①９月２３日㈷②９月２９日㈯③
１１月４日㈰、いずれも午後２時か
ら４０分程度
内①南極②インド・ラダック③オ
ーストラリア・アーネムランド
講①国立極地研究所准教授・橋田

元氏②写真家
・山本高樹氏
③神戸大学教
授・窪田幸子
氏
○シュマイサ
ーの技法
日１１月１１日
㈰午後２時か
ら４０分程度
講版画家・小野修平氏
【学芸員によるギャラリートーク】
　当日有効の観覧券をお持ちのう
え、企画展示室１入り口にお集ま
り下さい。
日１０月１４日㈰、２７日㈯、いずれも
午後２時から４０分程度

ヨルク・シュマイサー
「故宮への入口・北京」
１９８１年、個人蔵

○ミニ企画展「まちだゆかりの作家
～赤瀬川原平・岡崎和郎・中里斉」
会期１２月２４日（振休）まで
場同館常設展示室
○友の会２０周年記念講演会「一台

の木製印刷機をめぐって」
　友の会会員以外の方もご参加い
ただけます。
日１０月７日㈰午後２時～３時３０分
場同館講堂
講版画家・中林忠良氏
定１００人（先着順）

同 時 開 催
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催し・講座催し・講座
地域介護予防教室

自 力 整 体 教 室
　自力整体は、からだを脱力するこ
とで凝っている筋肉をほぐしていく
健康法です。お口のケアと体操、吹き
矢体験もあります。教室終了後も参
加した仲間と継続して行うことを目
指します。
対市内在住の全回参加できる６５歳
以上の方
日１０月１７日〜１２月５日の水曜日、
午前１０時〜正午、全８回
場薬師ヶ丘会館
講歯科衛生士・根本由美子氏、自力整
体インストラクター・山田加奈子氏
定１０人（申し込み順）
申１０月１５日午後５時までに、電話で
鶴川第１高齢者支援センター（☎
７３６・６９２７）へ。
※当日及び講座に関することは、同
センターへお問い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

市庁舎をオレンジ色に 
ラ イ ト ア ッ プ し ま す

　認知症の方もそうでない方も、み
んなでタスキをつないで、市内を縦

断するイベント「ＲＵＮ伴まちだ」の
開催に伴い、市庁舎をライトアップ
します。実施中は、認知症サポーター
のイメージカラーであるオレンジ色
に輝きます。
日９月１９日、２６日、いずれも水曜日
午後７時〜９時
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
ロコモ予防！

歩 く 力 測 定 会
対市内在住の６５歳以上で、自分で公
共交通機関を利用して来場できる方
日１０月１日㈪午前９時３０分〜正午
場ふれあい桜館
内立つ・歩く等の移動に必要なバラ
ンス能力や筋力を測定し、測定結果
を今後の生活や運動習慣につなげる
講健康運動指導士・久野秀隆氏
定２０人（申し込み順）
申９月２１日午後５時までに電話で忠
生第１高齢者支援センター（☎７９７・
８０３２）へ。
※当日の詳細は、同センターへお問
い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者、市
内在住の方
日９月２８日㈮午後１時３０分〜３時

場堺市民センター
内成年後見制度についての講義
定３０人（申し込み順）
申電話で堺第１高齢者支援センター

（☎７７０・２５５８）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
ゲートボール

審判員資格認定講習会
　ゲートボールの審判員資格の取得
を目的とした講習会を開催します。
審判員資格は大会に参加するチーム
編成に必要となるものです。
対市内在住の両日参加できる初心者
教室修了者で、ゲートボール経験１
年以上の方
日１０月１０日㈬、１１日㈭、午前９時〜
午後３時、全２回（予備日は１２日）
場芹ヶ谷公園
費１０００円
申所定の用紙（町田市ゲートボール
協会に有り）に記入し、費用と顔写真
２枚（３㎝×３㎝）を添えて、９月２８日
午後３時までに直接同協会（せりが
や会館内、☎７２２・２２５３）へ（月・土・
日曜日は除く）。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
ハローワーク町田・八王子・相模原
合同

介護・福祉ミニ面接会
　介護・福祉業界で正社員やパート
等で働きたい方の合同面接会を開催
します（未経験者も歓迎）。毎回、市内
の会社が７社参加します。
※参加する会社は毎回変わります。
対１８歳以上の社会人の方
日１０月１７日、１１月２１日、１２月１９
日、２０１９年１月１６日、２月２０日、３月
２０日、いずれも水曜日午前９時３０分
〜正午
場ハローワーク町田２階会議室
問町田市介護人材バンク☎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
生涯現役！地域で働きたい、活躍し
たいアクティブシニアのための

特 別 講 座
　涼しくなってきた今だからこそ、
隠れ脱水を防ぐために水分補給の大
切さを学びませんか。
※講座後に求職相談登録会も行いま
す。
対市内在住のおおむね５０歳以上で
介護施設での就労（資格がなくても
できる清掃、ベッドメイキング、配
膳、介護補助等の周辺業務）を希望す
る方等
日１０月１９日㈮午後２時〜４時３０分
場町田市民フォーラム
内経口補水液やスポーツドリンクを
飲み比べて適切な活用法等を学ぶ
講（株）大塚製薬・阿部章則氏
定３０人（申し込み順）
申１０月１２日までに電話で町田市介
護人材バンク（☎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）へ。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６

市 民 公 開 講 座
【まだまだ進歩する白内障手術】
　医師が白内障手術について分かり
やすく講演を行います。

日１０月２７日㈯午前１０時〜１１時３０
分
場町田市民病院
講町田市民病院眼科部長・保坂大輔
医師
定１００人（申し込み順）
申９月２１日正午〜１０月２４日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１８０９２１Ａへ。
問町 田 市 民 病 院 医 事 課 ☎７２２・
２２３０（内線７１３２）

福 祉 サ ポ ー ト ま ち だ
【①高齢者・障がい者のための成年後
見制度相談会】
　成年後見制度や相続・遺言、悪質商
法被害、多重債務問題等について司
法書士が応じます。
日１０月６日㈯午前１０時〜午後４時

（１人１時間まで）
講（公社）成年後見センター・リーガ
ルサポート東京支部
定１８人（申し込み順）

【②笑いで感じる成年後見制度！〜
安心して地域で暮らしていこう】
　漫才で成年後見制度・任意後見制
度を紹介した後、元気なうちに自分
の思いを書き留めておくエンディン
グノートの活用を紹介します。
※要約筆記、手話通訳がつきます。
日１０月２７日㈯午後２時〜４時
講お笑いコンビ・青空一風千風、認定

（特）エンディングセンター理事長・
井上治代氏
定１７０人（申し込み順）

◇
場町田市民フォーラム
申氏名・電話番号を明示し、①電話ま
たはＦＡＸで②直接、電話、ＦＡＸまた
はＥメールで、（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遍ｋｏｕｅｎ＠ｍａｃｈｉｄａ
－ｓｈａｋｙｏ．ｏｒ．ｊｐ）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７
消費生活センター

学 習 会
【①外壁塗装工事をする前に知って
おきたい注意点　失敗しない事業者
選び】　
日１０月１１日㈭午前１０時〜正午
内外壁塗装工事の基本を踏まえ、事
業者選びのポイントを学ぶ
講東京都塗装工業協同組合　

【②あなたは香りで悩んでいません
か？〜専門家に聞く、香料公害とそ
の対応策】
　香りの発生源や対応策など、近年
話題になっている香

こう

害
がい

について学び
ます。
日１０月２６日㈮午前１０時〜正午
講シャボン玉石けん株式会社・加藤
友和氏

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
定各４０人／申し込み順
申①９月２０日正午〜１０月３日②９月
２１日正午〜１０月１９日に、イベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベ シ スコード①１８０９２０Ｆ②１８ 
０９２１Ｄ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。
問同センター☎７２５・８８０５

■問納税課　724・21219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？

市立博物館　町田発／はな・とり・こんちゅう　

理科をそだてた挿絵画家　天木茂晴展
問同館☎7２６・１５３１

　天木茂晴は、児童教育雑誌など
で花や野草などの細密な挿絵を数
多く手がけました。本展では、原画
など約２００点によりその世界をご
紹介します。
会期前期＝９月２９日㈯〜１０月２８
日㈰、後期＝１０月３１日㈬〜１１月
２５日㈰
休館日月曜日（ただし１０月８日は
開館し、９日は休館）、展示替え期
間（１０月２９日、３０日）
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
　別途入館料が必要です。

【①講演会〜誰も知らない図鑑の
話　企画から出版まで】
日１１月１１日㈰午後２時〜３時３０
分
講（株）学研プラス図鑑・辞典編集
室ディレクター　里中正紀氏
定６０人（先着順）

【②スペシャルギャラリー・トー
ク】
　作品を鑑賞しながら、本展覧会
の監修者に、植物についての解説
をしていただきます。
日１０月２１日、１１月１８日、いずれ
も日曜日午後２時〜３時
講町田市文化財保護審議会委員・
内野秀重氏
定各２０人程度（先着順）

【③学芸員によるギャラリー・トー
ク】
日１０月６日㈯、１４日㈰、１１月１７日
㈯、午後２時〜２時３０分
定各２０人程度（先着順）

【④体験講座〜一日水彩画教室「花
をえがいてみましょう」】
　同館学芸員の指導のもと、簡単
なスケッチ（鉛筆）と水彩画を描き
ます。
※小学３年生以下は保護者同伴で
おいで下さい。
日１１月３日㈷午後１時３０分〜４時
３０分
定２４人（申し込み順）
費５００円（花代）

【⑤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

◇
場①④同館２階講堂（エレベータ
ー無し）②③同館１階展示室⑤同
館受付
申①②③⑤直接会場へ④９月２０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１８０９２０Ｂへ。

天木茂晴「ミカンの皮で作る」
（水彩、紙）後期展示、個人蔵
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専門家による
無 料 相 談 会
　遺言書の書き方や相続全般、不動
産の取引におけるトラブルや鑑定・
評価・登記一般に関すること、建築設
計、住宅耐震診断、土地の境界・測量、
年金・労働問題等に関する相談に「未
来を創るアーバンネットまちだ」登
録団体の専門家がお答えします。国
の行政に関する苦情・要望も受け付
けます。
※相談時間は１人３０分以内です。
対市内在住、在勤の方
日９月３０日㈰午前１０時～午後３時
３０分
場ぽっぽ町田
問広聴課☎７２４・２１０２

シニア生涯ワーキングセミナー
　シニア世代にとって「一生涯のし
ごと」とは何か、プランニング演習を
通して考えます。
対５５歳以上で働く意欲のある方
日１０月１５日㈪午後１時～３時４５分
場ハローワーク町田
講サーティファイドファイナンシャ
ルプランナー・吉田光雄氏　他
定３０人（申し込み順）
申９月１８日から電話で予約専用ダイ
ヤル（☎０３・５８４３・７６６５）へ（受付
時間＝月～金曜日の午前９時～午後
５時）。
問東京しごとセンターシニアコーナ
ー☎０３・５２１１・２３３５、町田市産業
政策課☎７２４・２１２９　
女性のための

就 職 準 備 セ ミ ナ ー
対就職を考えている女性
日①１０月２３日㈫②１０月２４日㈬、午
前１０時～正午、全２回
※いずれか１日のみの参加も可。
場町田市民フォーラム
内①就職を取り巻く環境と心構え、
保育園の状況②応募書類の作成方法
講ハローワーク町田マザーズコーナ
ー職員　他
定２４人（申し込み順）

申１０月１８日までにイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード１８０９１４Ａへ。保育希望者（６
か月以上の未就学児、申し込み順に
１５人）は１０月１１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
生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催講座

バーベキューではじめる
地 域 づ く り

【災害対応の視点も含めて】
　バーベキューを通して、地域の皆
さんとの交流の深め方を考えます。
災害時の対応についても学びます。
対市内在住の全回参加できる方
日①１０月２日㈫午前１０時～正午②
１０月９日㈫午前１０時～正午③１０月
１３日㈯午後２時～５時
場①②和光大学ポプリホール鶴川③
和光大学
内①地域ネットワークづくりの意義
と活用②災害時のサバイバル術③実
践！バーベキュー入門
講①和光大学教授・岩本陽児氏②
（特）たまりば・大脇秀雄氏③和光大
学非常勤講師・関根秀樹氏
定３０人（鶴川地域在住の方を優先の
うえ、抽選）
費１０００円（材料費）
申９月１５日午前９時～２２日午後５時
に電話で生涯学習センター（☎７２８
・００７１）へ。
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ

公 開 講 座
【まちだの福祉～認知症と共に生き
る　仲間と社会とつながる】
　認知症でも明るく生き生きと当た
り前の生活ができる地域づくりにつ
いて考えてみませんか。
日１０月９日㈫午後２時～４時
内市内で活動するＮＰＯの取り組み
や認知症当事者の方のお話
講（特）町田市つながりの開理事長・
前田隆行氏、つながりの開メンバー

定１２８人（申し込み順）
申９月１９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１８０９１９Ｂへ。

【“こころ”と“からだ”の健康学～ロ
コモって何？足腰鍛えて元気になろ
う！】
　いつまでも自分の足で歩き続ける
ために、日常生活に運動習慣を取り
入れてみませんか。
日１０月１０日㈬午前１０時～正午
内講演、簡単な体操
講ケアフルクラブ悠々園健康運動指
導士・柴田智氏
定３０人（申し込み順）
申９月１５日午前９時から電話で同セ
ンターへ。

◇
場同センター
問同センター☎７２８・００７１
生涯学習センター～幼児の保護者向
け講座

ママもパパもたまには 
ゆるっとしませんか？

【くらしとココロが楽になるヒント】
対市内在住で、２歳以上の未就学児
の保護者
日１１月９日㈮、１６日㈮、２１日㈬、３０
日㈮、午前１０時～正午、全４回
場同センター
内保育面接・オリエンテーション、
「くらしを楽に～疲れない時間割」
「ココロを楽に～子どもの育つ力を
信じて」、まとめ「ゆるっとした自分
に会いにいこう」

講ＣＨＡＮＴ編集長・杉木智子氏、東京
大学名誉教授・汐見稔幸氏
定保育付き＝１７人、保育無し＝５人
（昨年度及び今年度の前期に乳幼児
講座・幼児講座を受けていない方を
優先のうえ、抽選）
費保育希望者のみ２００円
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
（１１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、１０月３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
乳幼児の保護者向け講座

分 か っ て い ま す か？ 
「怒

い か

る」と「叱る」の違い
　子どものしつけにおいて、思わず
感情的に怒鳴ってしまったことはあ
りませんか。
　子どもの「褒め方」や適切な「叱り
方」を学びます。
対市内在住の子育て中の方
日１０月３１日㈬午前１０時～正午
場生涯学習センター
講東洋大学ライフデザイン学部教授
・鈴木崇之氏
定２０人（申し込み順）
申１０月１日午前９時から電話で同セ
ンター（☎７２８・００７１）へ。

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）

お気軽にご相談下さい　10月、11月の母子健康案内

※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。

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

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
10月5日、11月2日㈮

午後1時30分～4時

妊娠中の過ごし方、歯の
衛生、栄養と食生活

保健予防課
地域保健係 

☎725･5127

10月12日、11月9日㈮ 分娩経過とリラックス
法等

Ｂコース 10月20日、11月17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のうえ、直
接会場へおいで下さい。

2か月以上の未就
学児とその保護者

健康福祉会館 10月15日、29日、11月12日、26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

鶴川保健センター 10月1日、11月5日㈪
子どもセンターばあん 10月12日、11月9日㈮
忠生保健センター 10月22日㈪、11月20日㈫
小山市民センター 11月7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 10月4日、11日、18日、25日、11月1
日、8日、15日、22日、29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 10月25日、11月22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 10月3日㈬、23日㈫、11
月8日㈭、19日㈪

午前10時5分～11時
45分 離乳食の話と試食

8～10か月児の保
護者 後期 10月18日㈭、11月13日

㈫、29日㈭
午前10時5分～11時
40分

離乳食後期の話と試食、
歯の話

1歳6か月～2歳0
か月児の親子 幼児食 11月16日㈮ 午前9時55分～11時

45分
親子遊び、幼児食の話と
試食
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催し・講座催し・講座
さがまちカレッジ
講 座 受 講 者 募 集
　詳細は講座案内チラシ（生涯学習
センター、各市民センター、各市立図
書館等で配布）をご覧下さい（さがま
ちコンソーシアムホームページでダ
ウンロードも可）。
【子育てを通した世代間交流～絵本
が子育て・孫育てに役立つ!？】
日１０月１９日㈮午前１０時４０分～午
後０時１０分
場和泉短期大学（相模原市）
内子どもとの関わり方について、絵
本を題材にして実践的に学ぶ
講和泉短期大学教授・片山知子氏
定２４人（抽選）
費７００円
【こども体験講座～３Ｄプリンタを体
験してみよう！】
対小学生
日１０月２７日㈯、２８日㈰、午前１０時
～正午
場女子美術大学（相模原市）
内３Ｄプリンタの仕組みを観察し、自
分のデザインしたキーホルダー（ス
トラップ）を作成する
講女子美術大学特任助教・佐藤紀子
氏、同大学非常勤講師・西井美佐子氏
定各１０人（抽選）
費２５００円

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、９月３０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
小学生の子どもを持つ保護者のため
の講座
学校で学び育つこと
対小学校低学年または小学校入学予
定の子どものいる保護者
日①１０月１８日②１０月２５日③１１月
１日、いずれも木曜日午前１０時～正
午
場①町田市民フォーラム②③生涯学
習センター
内①学校で学ぶことの深い意味②子
どものこころの揺らぎに寄り添う③
グループトーク～親ができることっ
て何だろう
講①和光大学名誉教授・梅原利夫氏
定３０人（申し込み順）
申９月１５日午前９時から電話で生涯
学習センターへ。保育希望者（１０月１
日現在、１歳以上の未就学児、申し込
み順に４人まで）は併せて申し込み
を。
問同センター☎７２８・００７１
生涯学習センター～障がい者生涯学
習支援事業
う た の 教 室
対市内在住で、身体障害者手帳をお
持ちの１８歳以上の方
日１０月１３日、１１月１０日、１２月８日、
２０１９年１月１２日、２月２日、いずれも
土曜日午前１０時～正午（２月２日の
み午後５時まで）、全５回
場同センター
内ボイストレーニング、歌の練習
講シンガーソングライター・岩桐永
幸氏
定１５人（申し込み順）
申９月１５日午前９時から電話で同セ

ンター（☎７２８・００７１）へ。
東京２０２０公認文化オリンピアード
～地産地ＳＨＯＷコンサート
テノール・ソプラノによ
るジョイントコンサート
　市内在住のテノール歌手・鳥尾匠
海さんと、ソプラノ歌手・岩谷香菜子
さん、ピアニスト・三好朝香さんによ
るコンサートです。
日１０月１１日㈭正午～午後０時５０分
（開場は午前１１時４５分）
場市庁舎３階アトリウム
曲目滝廉太郎「荒城の月」（１番、３
番）、グノー「ロミオとジュリエット」
より“太陽よ昇れ”　他（予定）
定１１９席（先着順）
問文化振興課☎７２４・２１８４
文学館まつり～参加者募集
文学フリーマーケット町田
　自宅に眠る古本や本に関わる雑貨
を販売してみませんか。
対高校生以上の方（専門業者の参加
は不可）
日１０月２８日㈰午前１０時～午後３時
（雨天中止）
※出店決定者には１０月１３日㈯に説
明会を行う予定です。
場町田市民文学館前歩道等
定１５組（申し込み順）
申９月１８日午前９時～１０月４日午後
５時に電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。

時 代 小 説 読 み 語 り
　元ＮＨＫアナウンサー・中村昇氏に
よる読み語りです。今回は、藤沢周平
「小ぬか雨」を取り上げます。
※町田市民文学館と町田時代小説読
み語り実行委員会の共催です。
日１０月１４日㈰午後２時～３時
場中央図書館
定３０人（申し込み順）
※当日席もあります。　
費５００円
申９月２０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１８０９２０Ｄへ。
問町田市民文学館☎７３９・３４２０
参加者募集
町田市こどもマラソン大会
　詳細はパンフレット（各市立小学
校、総合体育館など市立のスポーツ
施設、各市民センター等で配布、町田
市ホームページでダウンロードも
可）をご覧下さい。
対市内在住、在学、または市内のスポ
ーツチームに所属している小学３～
６年生
日程１２月１日㈯
場市立陸上競技場
内３・４年生２０００ｍ、５・６年生３０００
ｍ
申パンフレットに添付の申込書に記
入し、直接各市立小学校へ。または
１０月１１日まで（必着）に郵送でスポ
ーツ振興課へ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

まちだの体力向上プロジェクト
【①のびのび体操＆ストレッチ教室】
日１０月１５日㈪午前１０時～１１時
内懐かしい曲に合わせて行う易しい
運動

【②初心者向け簡単エアロビクス教
室】
日１０月２２日㈪午前１０時～１１時
内エアロビクスの基礎的な動きを覚
えて踊る

◇
対市内在住、在勤、在学の①６０歳以
上の方②５０歳以上の方
場忠生市民センター
講市立室内プール指定管理者・児玉
絹代氏
定各５０人／申し込み順
費各１００円／保険料込み
申９月２１日正午～１０月１１日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード①１８０９２１Ｂ②
１８０９２１Cへ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
開催します
まちエコ・フリーマーケット
　家庭で不用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
ットを開催します。包丁研ぎもあり
ます（正午まで）。
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
※混雑時は、駐車できない場合もあ
ります。
※詳細は、（一財）まちだエコライフ
推進公社（☎７９７・９６１７）へお問い
合わせいただくか、同公社ホームペ
ージをご覧下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
開催します
子ども用リユース品配布会
　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回収
し、必要な方に無料で提供する子ど
も用リユース品の回収会・配布会を
定期的に開催しています。
　今回配布する子ども用品は、７月
～８月に行った回収会で市民の皆さ
んに提供していただいたものです。
※販売や営利目的とみなされる方へ
の配布は行いません。
※リユース品は、市民の方が持ち込
まれたものを、そのまま提供してい
ます。市が品質・安全性を保証するも
のではありません。譲り受け者の責
任において、使用して下さい。
【子ども用大型リユース品配布会ｉｎ
町田エコフェスタ】
　町田エコフェスタで、大型用品（ベ
ビーベッド・ベビーカー・チャイルド
シートなど）の配布会を抽選で行い
ます。抽選結果の発表後、当選した物
品をお持ち帰りできます。
※衣類等の提供は行いません。
日・内９月３０日㈰、大型用品の展示・
申し込み＝午前１０時～１１時、抽選
結果の発表＝午前１１時３０分、物品
の引き渡し＝午後１時から
場市庁舎３階会議室３－２
【子ども用リユース品配布会】
　各子どもセンターで開催します。
日・場９月２２日㈯＝つるっこ、１０月
１３日㈯＝ただＯＮ、１０月２０日㈯＝
ばあん、１０月２１日㈰＝ぱお、１０月
２７日㈯＝まあち、午後１時～３時
※数量に限りがあるため、物品が無
くなり次第終了する場合がありま
す。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

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

町田市民文学館・文学館まつり実行委員会共催

文学館まつり関連イベント

【①前日祭～マンドリンコンサー
ト】
　町田を拠点に活動する岩田マン
ドリーノ・シンフォニカによるス
ペシャルコンサートです。
日１０月２７日㈯午後３時～４時
申９月２１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１８０９２１Ｅへ。
【②映画「博士の愛した数式」上映
会】
　８０分しか記憶のもたない数学
博士と、家政婦とその息子の心の
交流を、数字の美しさや神秘をた
たえ、繊細に紡ぎ出した小川洋子
原作の映画です。
日１０月２８日㈰午前１０時３０分～
午後０時３０分
申９月２１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１８０９２１Ｆへ。
【③ことばらんど寄席～講談師・神
田松之丞独演会】
　実力・人気ともに高い若手講談
師による講談２席です。
日１０月２８日㈰午後１時３０分～２
時３０分
申９月２１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１８０９２１Ｇへ。
【④子ども向けイベント～中垣ゆ
たかさんといっしょに　なんじゃ
こりゃ！世界をめぐるさがし絵ク
イズでおまつりさわぎ！】
　スクリーンいっぱいに映した世
界のおまつりの絵を見ながら、さ
がし絵クイズを行います。正解す
ると、その場で中垣ゆたかさんが
描いたイラストがもらえます。
対３歳～小学生
日１０月２８日㈰午後３時～４時
講絵本作家・中垣ゆたか氏、編集者
・西山雅子氏
申１０月２日正午から電話で同館
へ。

◇
場町田市民文学館
定①②③６０人④２０人／申し込み
順

問同館☎７３９・３４２０
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もっと知って！
町田市障がい福祉フェア

【ハッピーかわせみ感謝祭】
　市内の障がい福祉施設で作られた
製品（パンやクッキー等）の販売や、
障がい福祉に関するパネル展示など
を行います。
日１０月１日㈪～５日㈮、午前１０時～
午後３時
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
問障がい福祉課☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３
町田市民文学館～保育付き紙芝居上
演会

紙 芝 居・ 大 人 の 時 間
　大人のための紙芝居です。
※保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日１０月５日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内きつねのうらないや（脚本／とき
わひろみ、画／一條めぐみ）、ざしき
わらし（脚本／水谷章三、画／篠崎三
朗）　他（予定）
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は９月１８日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。

成 瀬 コ ミ ュ ニ テ ィ 
セ ン タ ー ま つ り
日９月２２日㈯午前１０時～午後５時、
２３日㈷午前１０時～午後４時
場同センター

※車での来場はご遠慮下さい。
内発表（吹奏楽、和太鼓、合唱、舞踊、
太極拳、奇術、お囃

はや

子
し

、フラダンス
等）、展示、模擬店、フリーマーケッ
ト、バザー、子どもみこし、消防イベ
ント
問同センター☎７２３・６７６３
小野路宿里山交流館

開館５周年記念イベント
　２０１３年９月に開館した同館は、今
年で５周年を迎えます。これを記念
して、小野路宿里山交流館開館５周
年記念イベントを開催します。
日９月３０日㈰午前１０時～午後３時
内記念セレモニー、地元産野菜等の
販売（売り切れ次第終了）、模擬店、ビ
ンゴ大会等
※当日、うどんの提供は行いません。
問同館☎８６０・４８３５、町田市観光ま
ちづくり課☎７２４・２１２８
開催します！

多 摩 ・ 三 浦 丘 陵 
ウ ォ ー キ ン グ ラ リ ー
　相原の里の風景から七国峠を抜
け、まちなかの緑を感じながら、八王
子市内の牧場を目指して歩きます。
日１０月２０日㈯午前９時～午後３時ご
ろ（受付時間＝午前９時～１０時、順次
出発、荒天中止）
コースＪＲ横浜線相原駅西口ロータ
リー～磯沼ミルクファーム（八王子
市）、全長約９．５㎞
定３００人（申し込み順）
申申込書（公園緑地課〔市庁舎８階〕
に有り）に記入し、９月１９日～１０月
１２日にＦＡＸでウォーキングラリー
事務局（返０３・３２７２・６０１７）へ（多

摩・三浦トレイルホームページで申
し込みも可）。
問公園緑地課☎７２４・４３９７、川崎市
建設緑政局みどりの協働推進課☎
０４４・２００・２３６５

相原中央公園

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。１０月の
特別プログラムは、「ハロウィン×で
んでん太鼓」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）。
日１０月１４日㈰午前１０時～午後３時
（雨天実施）
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
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

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

【１０月の日曜朝市】

日１０月７日㈰午前７時～８時
場教育センター駐車場

【市役所まち☆ベジ市】
日９月１８日㈫、１０月１５日㈪、午前１１
時～午後１時
場市庁舎前

◇
問農業振興課☎７２４・２１６６
町田市農業研修事業

さ つ ま 芋 収 穫 体 験
　市では、２年間の農業研修を修了
した方に、農業経営のノウハウの習
得などを目標にしたフォロー研修を
行っています。
　この研修で研修生が育てたさつま
芋を収穫してみませんか。
※収穫したさつま芋は持ち帰れま
す。
※新鮮野菜も販売します。
対市内在住の方（小学生以下は保護
者同伴）
日１０月２８日㈰午前１０時～１１時（雨
天中止）
場町田市農業研修農場第２圃

ほ

場（小
野路町）
※後日、詳細地図を送付します。
定５０人（申し込み順）
費１口３株５００円（１人１口まで）
※１口５～６本程度です。
※家族やグループで参加の場合は、
参加人数分以下の口数でも可能で
す。
申９月２０日正午～１０月４日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８０９２０Ｇへ。
※収穫口数・現地への交通手段（駐車
台数に限り有り）を明示して下さい。
問農業振興課☎７２４・２１６６

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【①はじめてのピラティス
教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日１０月２３日～１２月１１日の火
曜日、午後１時３０分～２時３０分、全８
回内ピラティスの基礎・基本技術の
習得定５０人（抽選）費２８００円
【②ビューティー体操ボディ教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
６０歳未満の女性日１０月３１日～１１
月２８日の水曜日、午前９時１５分～
１０時１５分、午前１０時３０分～１１時
３０分、各全５回内シェイプアップの
ための筋力トレーニングと有酸素運
動定各５０人（抽選）費１７００円
【③チャレンジふれあいスポーツ教
室】
対市内在住、在学の障がいのある、ま
たは運動が苦手な小学生日１０月２２
日、２９日、１１月１２日、２６日、１２月１０
日、２０１９年１月７日、２８日、２月２５
日、３月１１日、２５日、いずれも月曜日
午後４時３０分～６時、全１０回内マッ
ト運動、鉄棒、跳び箱の練習定２５人
（抽選）費１４００円

◇
講①②フィットネスインストラクタ
ー・小杉雅美氏③健康運動指導士・福
原亮氏申往復ハガキに必要事項を明
記し、９月２２日まで（消印有効）に同
館へ（同館ホームページで申し込み
も可）

●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【自重トレーニング】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日９月１９日～２０１９年３月２０日
の毎週水曜日（大会開催時等を除
く）、午後０時１５分～１時費大人３００
円、６５歳以上・障がい者１００円／別
途公開指導料として１００円が必要で
す
●相原中央公園☎７７２・１４４９
【美大生のスケッチ教室】
対市内在住、在学の小学生以上の方
日９月３０日㈰午前１０時～午後３時場
同公園芝生広場周辺（雨天時は管理
棟内）内公園内で花や風景を描き、物
の見方、発想、画材の使い方を勉強す
る（画材は公園が用意）講多摩美術大
学生、東京造形大学生定２０人（申し
込み順）費３００円申９月２４日までに
電話で同公園管理事務所へ（受付時
間＝午前９時～午後８時）
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
【初心者のための写真と水彩画スケ
ッチ講習会】
　水彩画のスケッチまたは写真の撮
影から作品展の開催までを体験する
講座です。作品展は、２０１９年１月１６
日～２１日に同サロンで開催します
／町田市美術協会と共催です対２０
歳以上の方日１１月１８日㈰午前９時
３０分～正午（雨天実施）場忠生公園
（忠生がにやら自然館）講写真＝町田
市美術協会会員・小川洸氏、水彩画ス

ケッチ＝同協会会員・古賀邑美氏定
各２０人（抽選）／１０月下旬に受講者
証を発送します費１０００円申ハガキ
に住所・氏名・電話番号・希望コース
（写真またはスケッチ）を明記し、１０
月２０日まで（必着）に町田市フォト
サロン講習会係（〒１９５－００６３、野
津田町３２７２、薬師池公園内）へ
【ダリア撮影会】
　秋に咲くダリアを撮影してみませ
んか日１０月６日㈯午前１０時～正午
（雨天実施）場町田ダリア園

【写真展～写真でめぐる世界の旅
２０１８】
　海外旅行で撮影した作品を、撮影
した方のコメントとともに展示しま
す日１０月３日㈬～１４日㈰場同サロ
ン２階展示室
●小野路宿里山交流館☎８６０・４８３５

【①うどん作り教室】
　小野路の郷土料理である「小野路
うどん」を作ります日１０月５日㈮午
前１０時３０分～午後１時定８人（申し
込み順）費１０００円（材料代）
【②奈良ばい谷戸を訪れてみよう】
　（特）まちだ結の里のガイドのも
と、「関東・水と緑のネットワーク拠
点百選」に選ばれた奈良ばい谷戸を
歩きます日１０月１２日㈮午前９時～
午後１時（小雨実施）、集合は扇橋バ
ス停定２０人（申し込み順）費１５００円
（ガイド料、保険代、昼食代）
【③秋の里山フットパスガイドウォ
ーク】
　小野路の自然や風景を楽しみなが
ら、里山歩きをしませんか日１０月
１７日㈬午前１０時～午後３時（小雨実
施）、集合は別所バス停定２０人（申し
込み順）費１５００円（ガイド料、保険
代、昼食代）
【④秋の草花観察会】
日１０月２６日㈮午前９時３０分～午後
１時（小雨実施）場同館、小野路の里
山講森林インストラクター・池田倫
子氏定２０人（申し込み順）費１５００円
（ガイド料、保険代、資料代、昼食代）

◇
申①９月１９日正午から②③④９月２６
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
１８０９１９Ｆ②１８０９２６Ａ③１８０９２６Ｂ
④１８０９２６Ｃ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。
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●東京都都市整備局～東京都市圏パ
ーソントリップ調査にご協力を
　東京都では、将来のまちづくり等
に役立てるため、９月～１２月に交通
に関する調査を実施します。調査に
あたり、無作為に抽出させていただ
いた世帯に調査票（ハガキ）を郵送し
ますので、ご協力をお願いします。詳
細は東京都都市整備局ホームページ
を参照問同局☎０３・５３８８・３３２２
●環境省～登録していない象牙を売
ることは違法です
　環境省では、国内にある象牙の在
庫を把握しようとしています。所持
しているだけであれば違法ではあり
ませんが、登録されていない象牙を
売ったりあげたりするのは違法で
す。未登録の象牙をお持ちの方はご
連絡下さい（全形を保持した象牙の
みが登録対象、印鑑やアクセサリー
など象牙製品は登録対象外）／所有
者死亡による近親者への相続は違法
になりませんが、その後販売等をす
る場合は登録が必要です。また、象牙
以外の国際希少野生動植物種の登録
も受け付けています問象牙在庫把握
キャンペーン事務局☎０３・６６５９・
４６６０（土・日曜日、祝休日を除く午
前１０時～午後５時）
●八王子年金事務所～扶養親族等申
告書が送付されます
　国民年金や厚生年金等から支給さ
れる年金のうち、老齢または退職に
より支給される年金は、雑所得とし
て所得税が課されます（障害年金・遺
族年金は課税されません）。原則、年
金額が６５歳未満の方は１０８万円以
上、６５歳以上の方は１５８万円以上の
場合は、年金支払い時に所得税が源
泉徴収されます。日本年金機構から
対象者に、２０１９年分の年金の所得

税額の計算に必要な「扶養親族等申
告書」が９月中旬までに送付される
予定です。提出することで、公的年金
等・基礎・扶養控除等の各種控除が受
けられますので、期限までに提出し
て下さい問ねんきんダイヤル☎
０５７０・０５・１１６５、同年金事務所☎
０４２・６２６・３５１１
●八王子都税事務所～都税における
納税証明書の申請について
　納税証明書は、すべての都税事務
所・都税支所・支庁で申請できます／
申告・納付後１～２週間以内に納税証
明書を申請する場合は、①領収印の
ある領収証書の原本②受付印のある
申告書の控えの両方を持参し、直接
同事務所（☎０４２・６４４・１１２２）また
は町田都税支所（☎７２８・５１１１）へ
●町田商工会議所からのお知らせ
【①創立３０周年記念講演会】
日１０月９日午後１時３０分～３時場ベ
ストウェスタンレンブラントホテル
東京町田内報道の現場から見た！日
本の政治経済の未来
【②講習会～部下の能力を引き出す
コーチングの手法】
対経営者等日１０月１１日午後２時～５
時場同会議所

◇
申電話で同会議所（☎７２２・５９５７）
へ（①のみ同会議所ホームページで
申し込みも可）
●町田市シルバー人材センターから
のお知らせ
【「子育てサポート」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１０月１１日午前
１０時～午後３時３０分（予定）場わくわ
くプラザ町田内保育の基本知識、人
形を使った実技等申９月２８日までに
電話で（公財）東京しごと財団シルバ
ー講習担当（☎０３・５２１１・２３２６）へ
【植木の剪定（初級）受講者募集】
　事前に同センターへの入会が必要

対市内在住の全回参加できる６０歳
以上で、同センターの会員として植
木職の就業を希望する方日１０月２９
日～１１月１日、午前９時～午後４時、
全４回場わくわくプラザ町田　他内
庭木の剪定作業に必要な基礎知識、
剪定実技等申ハガキに住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号・年齢・性別を明記
し、９月２５日まで（必着）に町田市シ
ルバー人材センター（〒１９４－
００２２、森野１－１－１５）へ

◇
問同センター☎７２３・２１４７
●（社福）町田市社会福祉協議会から
のお知らせ
【福祉体験学習ボランティア養成講
座】
対両日参加できる方日１０月１１日午
前１０時～正午、３１日午後１時３０分
～３時３０分、全２回場町田ボランテ
ィアセンター費１０８０円（税込み）申
電話で町田ボランティアセンターへ
【要約筆記者養成講座（前期）】
対市内在住、在勤、在学の前・後期併
せて受講でき、講座修了後に町田市
の登録要約筆記者として活動できる
方日前期＝１０月２２日～２０１９年３月
１８日の月曜日、午前１０時～正午、全
１８回、後期＝２０１９年５月～２０２０年
１月実施予定、全２４回場町田市民フ
ォーラム費６４８０円（前期分、税込
み）／別途テキスト代が必要申往復
ハガキに住所・氏名・電話番号・年齢
・応募の動機を明記し、９月２８日ま
で（必着）に町田ボランティアセンタ
ー（〒１９４－００１３、原町田４－９－
８、町田市民フォーラム４階）へ

◇
問同センター☎７２５・４４６５
●東京都福祉保健局～都立看護専門
学校生募集
　一般・推薦・社会人入学試験の募集
（いずれも３年課程）／受験資格等の
詳細は同局ホームページをご覧いた

だくかお問い合わせを問同局医療政
策部医療人材課☎０３・５３２０・４４４２
●都立町田の丘学園～知的障害教育
部門小学部体験見学
　詳細は同学園ホームページを参照
対来年度の就学先を検討中のお子さ
んとその保護者日１０月３１日までの①
午前９時１５分~１０時３０分②午前１１
時５分~１１時５５分（毎週金曜日及び
行事日を除く）／時間帯の選択はでき
ません場同学園山崎校舎申郵送また
はＦＡＸで町田の丘学園（〒１９５－
００７５、山崎１－２－１７、返７９２・４２６４）
へ問同学園小学部☎７９２・４２６０
●（公社）東京都宅地建物取引業協会
町田支部～無料不動産相談会
日９月１６日午前１０時～午後４時場ぽ
っぽ町田屋外イベント広場問同協会
町田支部☎７２３・１３５１
●東京法務局町田出張所～「法定相
続情報証明制度」をご利用下さい
　「法定相続情報証明制度」を利用す
ることで、土地や建物の相続登記の
ほか、金融機関での預貯金の払い戻
しや相続税の申告などの各種相続手
続きで戸籍謄本を何度も出し直す必
要がなくなり、手続きを迅速に行う
ことができます問同局町田出張所☎
７２２・２４１４
●東京法務局～全国一斉！法務局休
日相談所
　土地・建物の相続や贈与等の登記、
土地の境界、戸籍や国籍、人権等に関
する相談をお受けします／講演会も
有り日・内１０月７日、休日相談所＝午
前１０時～正午、午後１時～４時／講
演①公証人による「遺言と相続につ
いて」＝午前１０時３０分～１１時３０
分、講演②法務局職員、司法書士、土
地家屋調査士による「未来につなぐ
相続登記」＝午後１時３０分～３時場
九段第２合同庁舎（千代田区）申電話
で同局民事行政調査官室（☎０３・
５２１３・１３１９）へ

情報コーナー

●ひなた村☎７２２・５７３６
【科学クラブ～風力発電機を作ろう！】
対市内在住、在学の小・中学生日１０
月７日㈰午前１０時～正午内電気を起
こす仕組みを学びながら発電機を作
る講町田わくわく！サイエンス・池
田勇五氏定２０人（申し込み順）費
５００円
【親子陶芸教室】
　１人用のマイ土鍋を作ります対市
内在住、在学の全回参加できる小・中
学生とその保護者日・内１０月１４日
㈰午前１０時～午後３時＝形作り、１０
月２８日㈰午前１０時～正午＝釉

ゆう

薬
やく

が
け、１１月４日㈰午前１０時～１１時＝
講評、受け取り、全３回講陶芸教室
「徳」主宰・小口徳子氏定２０人（申し
込み順）費大人７００円、子ども３００円
【キャンプスキルワークショップ】
　キャンプなどアウトドアで役立つ
スキルを身に着けます対市内在住、
在勤、在学の１６歳以上の方日１０月
２８日㈰午前１０時～午後３時内まき
割り・火おこし・たき火を体験定１５
人（申し込み順）費４００円

◇
申９月１５日午前１０時から電話でひ
なた村へ
●玉川学園子どもクラブころころ児
童館☎７１０・１４７５� �
【臨時休館のお知らせ】� �

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。

　空調設備の老朽化に伴い、改修工
事を行います。休館期間中は、施設外
で随時イベントを実施します。詳細
は、まちだ子育てサイトをご覧下さ
い休館期間９月２９日～１０月１９日
（予定）／工事期間は１１月２５日まで
です（１０月２０日以降は閉館日に工
事を実施）。なお、ころころ学童保育
クラブは通常どおり運営します。休
館期間中のお問い合わせは児童青少
年課（☎７２４・４０９７）へ
●大地沢青少年センター☎７８２・
３８００
【めざせデビュー！キャンプ体験会】
対市内在住、在勤、在学のテント泊未
経験の親子日１０月２１日㈰午前１０時
～午後３時場同センター（雨天実施）
内テント張り体験、まき割り・火おこ
し体験、飯

はん

盒
ごう

体験（予定）定５組（友人
の家族と一緒に１組として申し込み
も可）費１人２００円申９月１５日午前９
時から電話で同センターへ／ＪＲ横
浜線相原駅西口～同センター間の無
料送迎バスを運行します
●スポーツ振興課☎７２４・４０３６
【スポーツにチャレンジ！】
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（小学１～３年生は保護者同伴）
日１０月２０日㈯午後０時３０分～２時
３０分場サン町田旭体育館内トラン
ポリンを中心とした複合種目等を実

施講町田市スポーツ推進委員定６０
人（申し込み順）費１人２００円（保護
者も参加費が必要）申９月２０日正午

～２８日にイベントダイヤル（☎７２４
・５６５６）へ

　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⑨⑩
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
（１７日～２１日、
２４日を除く）

前週の金曜日から電話で予約

②交通事故相談 ２６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） ２１日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 １８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 ２５日㈫
⑥登記相談 ２０日㈭
⑦行政手続相談 ２７日㈭

⑧少年相談 ２５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

⑩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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急病のときは ※いずれの機関も受診する前に必ず電話をして下さい。
※救急措置・応急処置を行います。専門的治療については、
他の医療機関につなげる場合があります。

本紙に掲載している、夜間・休日診療
情報等を配信しています。

登録はこちらから▶ スマホ版QRコード 携帯電話版QRコード

町田市メール配信サービス

診療日 診療時間 診療科 医療機関名 電　話 住　所
15日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

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、
小児科 佐藤寿一クリニック ☎710・2251 原町田1-7-17
内科 鶴川診療所 ☎735・2387 鶴川6-7-1
内科 しながわ内科・循環器クリニック ☎791・1545 山崎町333-1

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 おか脳神経外科 ☎798・7337 根岸町1009-4
町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

17日㈷

午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 かどわきクリニック ☎799・2202 つくし野4-9-8
内科、
小児科 藤の台診療所 ☎722・2832 本町田3486　藤の台団地1-55
内科 南東京ハートクリニック ☎789・8100 木曽西2-18-12

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
町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

18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
19日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
20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
21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
22日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

23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 内山胃腸科 ☎728・1371 旭町1-15-23
内科、
小児科 沼田医院 ☎735・2019 鶴川6-2-1
内科 Dr.はん診療所 ☎789・7270 図師町1782

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 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3
多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

24日
（振休）

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 こばやしクリニック ☎710・3183 原町田6-3-3
内科 田村胃腸科内科クリニック ☎735・5667 能ヶ谷2-12-6
内科 いしかわ内科クリニック ☎727・4970 森野4-21-5

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 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

25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
26日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
27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
28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
29日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

30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、
小児科 虫明婦人科内科小児科医院 ☎796・4807 金森3-19-10
内科 薬師台おはなぽっぽクリニック ☎737・7373 薬師台1-25-12
内科、
小児科 木曽診療所 ☎791・2088 木曽東4-21-37

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

●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

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時～
午後5時）、17日＝川野医院（☎726・
7673、森野1-11-9）、24日＝はぎの耳鼻
咽喉科（☎728・8737、玉川学園7-1-6）、
30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）
●休日眼科急患診療（午前10時30分～
午後5時）、30日＝氏川眼科医院（☎
720・0530、原町田6-1-11）

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

小児救急相談 子供の健康相談室（東京都）☎月～金曜日　午後６時～午後11時
土・日曜日・祝休日・年末年始　午前９時～午後11時

＃＃８８００００００

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＝10
月20日まで
　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）

町田少年少女合唱団「第４６回定期演奏会」 ９月１６日㊐午後１時３０分開演 町田市民フォーラム３階 無料 土居通眞☎７９３・２７８０ 団員募集中です

第６回小田急・横浜沿線複音ハーモニカコンサート ９月２０日㊍午後１時～４時 和光大学ポプリホール鶴川 無料 コンサート実行委員会☎７２７・１９７９ ふるさとうたいましょう

大正琴ふれあいコンサート　たのしく唄いましょう ９月２０日㊍午後２時～４時 堺市民センター２階ホール 無料 臼井ノリ子☎７７３・５４５４ 男性の方もお気軽にどうぞ

公開講座～話し方を楽しく学びませんか～ ９月２７日㊍午後１時３０分～３時３０分 町田市民フォーラム４階 無料 水口宏道☎７９６・１９８４ 話し方勉強会です

たのしい英会話　日米講師 ９月２９日㊏午前１０時、１１時 玉川学園コミュニティセン
ター １２５０円 オダムラ☎７２９・３６６６　要電話予約 初心者および中級

第４３回萌美展　油彩・水彩他 １０月１０日㊌～１４日㊐ 国際版画美術館 無料 蛭子屋貴久子☎７３５・１４７０

そば打ち体験をして試食します　初めての方歓迎 １０月１３日㊏午前１０時～午後１時 町田市民フォーラム調理室 ８００円 じゃおクラブ玉木☎０８０・１２８４・２４２９ おやじクラブ、要電話申込

町田グラウス山の会「秋のやさしい山登り講習会」 １０月１３日㊏午前１０時～午後５時　机上 町田市民文学館 １０００円 渋谷☎７２３・１１０３返７２１・１１０３ 実践山行（扇山）１０月１４日

町田ヴィヴァーチェ管弦楽団　第８回定期演奏会 １０月１３日㊏午後１時３０分開演 町田市民ホール ５００円 町田ヴィヴァーチェ☎０９０・９６８２・７０８７ 町田市民ホールにて販売中

バルーン講習会　贈り物用「花束」を作りましょう １０月１４日㊐午後１時～３時 町田市民フォーラム視聴覚 １０００円 チャーリー加茂☎０９０・７８３０・６４５６ 町田オンリーワン　要申込
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　市では、地域組織と協働し、道路が狭いことや採算が見込めないことなどから、これまで路線
バスが運行されてこなかった「交通空白地区」の解消に向けた取り組みを行っています。
　取り組みの一環として、２月～３月に相原地域で、タクシー車両を用いた小型乗合交通の実証
実験運行を実施しました。その結果、高齢者を中心に一定の需要が確認できたものの、利用者数
の確保が必要といった課題も明らかになりました。
　今回の実証実験運行では、前回の運行で得られたデータ・意見をもとに、より多くの方が利用
できるよう運行内容の見直しを図っています。

　市では、金井・薬師台・玉川学園・本町田・旭町地区の「土砂災害ハザードマップ」を作成
しました。
　このマップは、土砂災害防止法に基づき、都が土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区
域を指定したことを受けて、その区域を地域の皆さんにお知らせするものです。
　地図面では、土砂災害の危険のある場所や、避難場所を確認することができます。情報面
には、土砂災害の基礎知識や、避難についての情報等を掲載しています。

　町田・相模原市内の大学や企業、行政で構成される「（公社）相模原・町田大
学地域コンソーシアム（さがまちコンソーシアム）」に加盟する大学等の学
生が、チーム単位で町田市の資源を活用した魅力ある観光プランを作成し
ました。今回、そのプランを発表しあうコンテストを開催します。
　来場者の投票で「オーディエンス賞」も
決定します。学生が感じた町田の魅力を
聞きにぜひおいで下さい。
日１０月７日㈰午後１時３０分～４時
場生涯学習センター７階ホール
参加大学桜美林大３チーム、相模女子大１
チーム、多摩大１チーム
定１５８人（先着順）

問さがまちコンソーシアム事務局☎７４７・９０３８、町田市生涯学
習センター☎７２８・００７１ 　まちなかにあふれる「お店の看板」に着目した景観まち歩きワークショッ

プを開催します。
　班に分かれて実際にまちなかを歩き、普段何気なく目にする看板を眺めな
がら、「まちの景観と調和する看板とは何か」「お店の魅力を伝えるすてきな看
板とは何か」を話し合ってみませんか。
※当日の昼食代は、自己負担です。
日１０月２８日㈰午前１０時～午後４時
場市庁舎及び町田駅周辺
講多摩美術大学名誉教授・田口敦子氏
定２０人（抽選）
申９月２０日正午～１０月１４日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１８０９２０Ｃへ。

相原地域における小型乗合交通
（タクシー車両）の第２回実証実験運行を実施

問交通事業推進課☎７２４・４２６０

【概要】
○運行区間　ＪＲ横浜線相原駅西口～団地
西（丸山団地）
○運行期間　１０月１日㈪～２０１９年３月２９
日㈮の月～金曜日（祝休日、年末年始を除く）
○運行本数　１日１３便
○運賃　現金２００円均一（小児及び障害者
手帳をお持ちの方も同額）
○路線愛称　あいはらシャトル丸山団地号
○運行事業者　飛鳥交通ニュータウン（株）
※現在、事業許可申請中です。
※詳細は、町田市ホームページをご覧下さ
い。

ワークショップ
「お店の看板まち歩き」を開催します

問地区街づくり課☎７２４・４２６７

あなたの“お気に入りの看板”を見つけよう
発表の事前準備に「町田薬師池公園　
四季彩の杜」等を訪問

町田の魅力を再発見!
ツーリズムプランコンテスト
学生チームが観光プランを提案します

【次の方法で防災情報をお伝えしています】
○防災行政無線フリーダイヤル
　防災行政無線で放送した内容を、通話料の
かからないフリーダイヤルで確認できます。
フリーダイヤル錆０８００・８００・５１８１

○メール配信サービス
　防災行政無線で放送した情報や、町田市の気象警
報に関する情報等をＥメールで配信しま
す。右記のＱＲコードをスマートフォン
で読み取って、配信登録を行って下さい。

金井・薬師台・玉川学園・本町田・旭町地区の 問防災課☎７２４・３２１８

配布期間１０月１日から２週間程度
配布方法①対象地区の住宅や事業所のポストに
投函②防災課（市庁舎３階）、各市民センター等
の窓口で配布
※その他の地域のハザードマップは、町田市ホ
ームページをご覧下さい。�市HP�土砂災害 � 検索

◎団地西発・相原駅西口行き　約10分（⑦→⑥→⑤→④→①→②→③→①）
◎中村公会堂前発・団地西行き　約10分（②→③→①→④→⑤→⑥→⑦）

相原駅
東口西口

①相原駅西口

いなげやきらぼし銀行

大戸踏切

諏訪神社

ハッピーストア

住宅案内看板

丸山団地自治会館

公衆電話
郵便ポスト

相原小学校

相原バス停
諏訪神社前バス停

相原小学校前バス停
町田街道 ③いなげや東

②中村公会堂前

④団地入口

⑤団地中央

⑥団地北

⑦団地西

丸　山　団　地

運行経路図
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【交通空白地区】
　「町田市便利なバス計画」の中で定めた、最寄
りの鉄道駅までの距離が３００ｍよりも遠く、か
つ最寄りのバス停までの距離が２５０ｍよりも遠
い地域を指します。
【小型乗合交通】
　「交通空白地区」と、バス停や鉄道駅といった
最寄りの交通結節点の間をタクシー車両等、バ
スよりも小さい車両を用いて運行する乗合型の
交通です。
【実証実験運行】
　実際の地域ニーズや事業性などを検証するた
め、短期間の運行を実験的に実施するものです。

土砂災害ハザードマップを作成しました

運行時刻
団 地 西 発
（相原駅西
口行き）

中村公会堂
前発（団地
西行き）

８：００ １１：４２
８：４５ １３：１２
９：３０ １４：０２
１０：１５ １５：１２
１２：４５ １５：４２
１３：３０ １６：４２
− １７：４２
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