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お知らせ
引っ越しや遺品整理などに伴う

多量のごみを業者に依頼
できるようになりました

引っ越しや遺品整理などにより、
ご家庭からごみが多量に発生した場
合に、
市が許可した業者に整理・分別
・収集まで一括で依頼できるように
なりました。料金は業者によって異
なります。一時的に多量のごみを処
理しなければならない場合は、業者
に依頼する前に必ず３Ｒ推進課にご
相談下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・７１１１
秋号を発行しました！～町田市
座・イベント情報誌

講

生涯学習ＮＡＶＩ 好き！ 学び！

市内や近隣で
１０月～１２月に開
催または募集を開
始する講座・イベ
ント等の情報を掲
載しています。
「み
んなの学ビバ！！」
のページでは、情
報ページには載せきれない学びの機
会などを紹介しています。

配布場所市庁舎、各市民センター、各
市立図書館等
※町田市ホームページでもご覧いた
だけます。
問生涯学習センター☎７２８・００７１

町 田 市 自 然 休 暇 村
せ せ ら ぎ の 里
【２０１9年４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１０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）。
※４月９日、１０日、２４日、２５日は利用
できません。
【年末年始の利用受付開始】
年末年始は２泊３日での申し込み
となります（抽選、利用は本館のみ）。
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
利用日１番（１２月２９日～３１日）、２番
（１２月３１日～２０１９年１月２日）、３番
（２０１9年１月２日～４日）
申「町田市自然休暇村年末年始利用
抽選申し込み」と書き、希望利用日の
番号（第２希望まで）
・代表者の住所
（市内在勤で市外在住の方はその旨

青年海外協力隊とシニア海外ボランティアに
派遣されました
市内在住の長井優希乃さん、須
田優風香さん、
山野あずささんが、
（独）国際協力機構（ＪＩＣＡ）の青年
海外協力隊として、鈴木剛さんが
シニア海外ボランティアとして、
派遣が決定しました。
派遣者
（敬称略）

派遣国

長井優希乃 マラウイ
須田優風香 スリランカ
山野あずさ フィジー
鈴木剛

ソロモン諸島

職

その出発の報告のため、９月２１
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。

種

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１０月３０日㈫午前１０時１５分～１１
時１５分（受け付け＝午前１０時～１０
時１５分）
場小山市民センター
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

肝

臓

病

講

演

会

【肝臓病を専門医から学んでみませ
んか】
日１０月２０日㈯午後１時３０分～４時
場健康福祉会館４階講習室
内肝臓が悪いと言われたら〜どんな
病気？治療法は？
講千葉大学医学部附属病院消化器内
科教授・加藤直也氏
定２００人（先着順）
問町田肝臓友の会☎７２９・４３００（受
付時間＝月〔第３・４のみ〕
・水・金曜日

糖 尿 病 予 防 講 習 会
【なるほど納得！食べて、動いて、健
康ライフ】
糖尿病予防に重要な食生活や運動
について、日常生活の中で実践する
コツや継続しやすい工夫などを楽し
く分かりやすく解説します。
日１１月１５日㈭午後１時～３時３０分
場健康福祉会館
講医療法人社団心施会府中腎クリニ
ック管理栄養士・福島由香里氏、東京
医科大学八王子医療センター糖尿病
・内分泌・代謝内科理学療法士 天
川淑宏氏
定１００人（申し込み順）
申１０月４日正午～１１月６日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８１００４Ａへ。
問健康推進課☎７２５・５１７８
おいしく！楽しく！健康に！

男

性

料

理

教

室

栄養バランスが良く、繰り返し作
れるメニューを調理・会食します。
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１１月８日㈭、１５日㈭、２０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１０月２３日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申１０月３日正午～８日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８１００３Ｅ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

問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

環境教育
左から長井さん、
山野さん、
須田さん、
鈴木さん

アダプト・ア・ロード事業に基づく「ＨＧＴフラワークラブ」の活動が

道路功労者表彰を受けました

問道路管理課☎７２４・３２５７

市が実施するアダプト・ア・ロー
ド事業は、市と管理協定を締結し
た市民ボランティア団体が、道路
用地等で清掃や園芸などの管理活
動をする事業です。この事業に基
づき活動する「ＨＧＴフラワークラ
ブ」が、９月１１日に開催された「夢
のみち」フォーラム２０１８におい
て、㈳日本道路協会から道路功労
者表彰を受けました。
この表彰は、道路整備事業の促
進や道路の愛護・美化・保全等に尽
力した団体及び個人に対して毎年
行われているもので、町田市のア
ダプト・ア・ロード事業活動団体と
しては、９年連続の表彰となりま
す。
ＨＧＴフラワークラブは、２００７
年に町田市アダプト・ア・ロード事
業における道路用地の管理協定を

催し・講座

の午前１１時～午後２時）、町田市健康
推進課☎７２４・４２３６

出張認知症カフェ（Ｄカフェ）

小学校教育

コンピュー
ター技術

を明記）
・氏名・電話番号（自宅・携帯
をお持ちの方は携帯番号）
・利用予定
人数詳細（大人〔中学生以上〕
・小学生
・幼児〔寝具の有無〕）を明記し、１０月
３１日まで（必着）に、ハガキ、ＦＡＸま
た はＥメ ー ル で 町 田 市 自 然 休 暇 村
（〒３８４－１４０３、長野県南佐久郡川
上村秋山５３－１５、返０２６７・９９・
２２４０遍ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａｋｙｕｋａｍｕｒ
ａ．ｊｐ）へ（自然休暇村ホームページで
申し込みも可）。
※１グループ１枚、重複申し込みは無
効です。
※１泊、３泊を希望する方は、抽選後
の申し込みとなります。

町田市と締結しました。活動メン
バーが１０人と少ない中で、相原の
道路用地での園芸活動や花壇の管
理を定期的に行っており、市の花
壇コンクールにも参加し、可憐な
花を咲かせて沿道を華やかにして
います。
また、活動場所である花壇が長
い坂の途中にあるため、地域の住
民が一息つく憩いの場ともなって
います。近隣のマンションの協力
も得るなど、地域との連携を深め、
道路環境の美化活動及び道路環境
啓発活動に尽力してきたことは高
く評価で
きるとし
て、今回
の受賞と
なりまし
た。

認知症の方や家族、支援者など
が気軽に集まり、情報交換や交流
を行う場「出張認知症カフェ（Ｄカ
フェ）」を開催します。
※飲食代は自己負担です。

※事前予約は必要ありませんが、
参加者多数の場合は参加できない
場合もあります。
検索
市HP Ｄカフェ

市内スターバックスコーヒー各店の開催日
（10月・11月）
会

場

日

時

町田パリオ店
（森野1-15-13）

10月1日㈪、11月19日㈪

町田金森店
（金森3-1-10）

10月3日㈬、11月13日㈫

ルミネ町田店
（原町田6-1-11）

10月9日㈫、11月22日㈭

鶴川店
（能ヶ谷1-5-1）

10月11日㈭、11月14日㈬ 午前10時～正午

町田東急ツインズ店
（原町田6-4-1）10月16日㈫、11月12日㈪
小田急町田駅店
（原町田6-12-20） 10月19日㈮、11月21日㈬
ぽっぽ町田店
（原町田4-10-20）

10月24日㈬、11月20日㈫

多摩境店
（小山ヶ丘3-2-8）

10月26日㈮、11月16日㈮ 午前9時～11時

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）
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

町田市子育てひろばカレンダー 検索

問子育て推進課☎724・4468

市内で今年 2 件目の交通死亡事故が発生しました。暗くなる前にライトを点灯し、歩行者等をよく確認しましょう。問市民生活安全課 ☎ 724・4003

