
問 観光まちづくり課 ☎724・2128

　僕が住む町田市は、程良く都会で、程良く自然があるから居心地がいいんだ。町田駅を
降りると、流行を取り入れたお店やお洒落なカフェとともに何十年も続く老舗が残ってい
て、新しいものと古いものが混在した味わいのある雰囲気が好きなんだ。休日は、ちょっ
と足を延ばして緑がいっぱいの公園でくつろいだり、アートやスポーツ観戦も楽しめる自
慢のまちだよ。今度、友人を呼んで、このまちのいいところを案内したいな。
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てみるぞ！

スポーツ好きの友人
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！
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人口と世帯（外国人含む） 2018年10月1日現在人口 ： 428,589人（ 男：209,977人・女：218,612人）（前月より172人減） ／ 世帯 ： 195,425世帯（前月より16世帯増）



2 2018．11．1 広報まちだは1日・15日の月2回発行です

何度も足を運びたくなるまちへ！

市民みんなが観光大使に！

【町田の魅力を再発見！ツーリズムプランコンテスト】

【小野路宿里山交流館】

【ひまわりの種を収穫して
リスさんにあげよう！】

⃝�町田ならではの観光プログラムの事例

ご参加ください！
小野路の秋みつけた！２０１８～アートコンテスト作品募集

感動の輪を広げよう！

⃝�観光プロモーションの
推進

⃝��シティセールスの推進

スポーツ大会でのシティセールスの様子

リスさんに
触れてうれしい！

相模女子大学チームが最優秀賞に選ばれました！

日11月7日㈬午後６時３０分～８時３０分　場生涯学習センター
申11月4日までにイベントダイヤル （☎724・5６5６）またはイベシスコード1８1００2Hへ。

　来訪者の傾向を調査研究し、市内の桜や公園等をはじめとし
た観光資源をより魅力的なものに磨き上げます。また、地域や周
辺自治体と協力し、町田ならではの体験や感動を提供します。

　市の魅力について学ぶシンポジウムやワークショップ等を開催し、観光
まちづくりの担い手の育成に取り組みます。また、観光案内の充実、外国人
観光客の受け入れ態勢の強化を図ります。

　町田で体験した感動をより多くの人に伝えるため、SNS等を活用し、市の魅
力を積極的に発信します。皆さんも町田の魅力を投稿し、自分の住むまちを盛
り上げよう！

　市と町田市観光コンベンション
協会は、自然を楽しみながら歴史
をたどる等、さまざまな切り口で
町田を知るガイドウォークツアー
や体験教室を実施しています。

　８月にはまちだリス園と国立市
のひまわり畑を巡るツアーを実施
し、広域的な観光連携プロジェク
トを行いました。
　最新のイベント情報
は、同協会ホームペー
ジをご覧下さい。

町田市観光ガイド 検索

　江戸時代の旅
は た ご

籠の風情を感じな
がら、気軽にのんびりと過ごせる
場所です。うどん作り教室や小野
路周辺を散策するガイドウォーク
等も実施しています。

　小野路及びその周辺を舞台にした「秋」を感じさせる写真や絵画等の作品を募
集します。12月1日～2０日に同館へ来場した方の投票で入賞者を決定し、コン
テストの結果は12月2３日に発表する予定です。
※詳細は、募集要項（同館で配布、町田市ホームページでダウンロードも可）をご
覧下さい。
申込方法作品の裏面に氏名・作品名を書き、募集要項裏面の応募用紙に必要事項
を記入し、12月1６日まで（必着）に直接または郵送で同館へ。

問小野路宿里山交流館☎860・4835

　さがまちコンソーシアムに加盟している大学等の学生が、町田ならでは
の観光プログラムを企画、提案するコンテストを実施しました。優れたツア
ープランは、2０19年度に学生と協力団体の協働により実現させることを
目指しています。

　外国人向けに多言語の観光マ
ップ等の作成や、インターネッ
ト等を活用した観光プロモーシ
ョンを行います。町田市観光コ
ンベンション協会の公式ツイッ
ター（＠machidaguide）では、
観光情報等、市
に関する最新の
情報を発信して
います。

　市の魅力を発信し、映画やドラマのロ
ケ、スポーツ、文化イベント等を通じて知
名度やイメージの向上を図ります。

もっと詳しく知りたい方は、ご参加を！
「観光まちづくりシンポジウム2018」

　同チームの「はなだ！なつだ！まち
だ！～ひまわり町田の大冒険～」は、
夏休みに親子が楽しめる企画です。
薬師池公園やその周辺でのひまわり
迷路やスタンプラリー、体験教室等
のイベントが提案されました。

リーディング
プロジェクト

リーディング
プロジェクト

リーディング
プロジェクト

問 観光まちづくり課 ☎724・2128

目指すべき将来像
「住んでよし、訪れてよし、
交流感動都市まちだ」

なぜ「観光まちづくり」をするの？

地
域
ぐ
る
み
で

観
光
の
ま
ち
を

目
指
し
て
い
る

ん
だ
ね
！

「町田市観光まちづくり基本方針」とは？
　「名所や旧跡等の観光地巡り」に加えて、「その地域ならでは
の体験や地域の人との交流」も「観光」と捉える見方が広まっ
ています。市では、「観光」を成長戦略の大きな柱と位置づけた
本方針と、先導的に進める取り組みをまとめたリーディング
プロジェクトを道しるべに、市民の皆さんと協働でまちの活
力の維持や向上を目指します。

　この「観光まちづくり」を進めることにより、市内で観光を
楽しむ人を増やし、市民にとっては地域に愛着を感じ住み続
けたくなるような、来訪者にとっては何度も訪れたくなるよ
うなまちを実現します。

　何かに感動したとき、その
感動を誰かに伝え、共有した
いと思ったことはありません
か。
　地域の魅力を発見した皆さ
んが、その感動を来訪者に伝
え、感動の輪が広がるまちを
目指します。

　本方針は、町田市ホームペー
ジや観光まちづくり課（市庁舎
9階）でご覧いただけます。
市HP 観光まちづくり基本方針  検索
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お知らせお知らせ
１１月は里親月間～開催します

養育家庭（里親）体験発表会
　養育家庭（ほっとファミリー）と
は、養子縁組を目的とせずに子ども
たちを迎え育てている家庭のことで
す。東京都八王子児童相談所と共催
で講演会と体験発表会を行います。
※保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日１１月１１日㈰午後２時～４時
場生涯学習センター７階ホール
内講演「子どもの笑顔を守るために
私達ができること」、里親・元里子に
よる体験発表
講大妻女子大学専任講師・山本真知
子氏
定１５８人（先着順）
※保育希望者（小学生以下、申し込み
順）は電話で子ども家庭支援センタ
ーへ。
問子ども家庭支援センター☎７２４・
４４１９
ひとり親家庭等への

医 療 費 助 成 制 度
　ひとり親家庭またはそれに準ずる
家庭に対して、医療費を助成します。

【該当する方は申請を】
対１８歳に達する日以後の最初の３月
３１日まで、児童（一定の障がいがあ
る場合は２０歳未満）を現に扶養して
いる、次のいずれかに該当する方　
①ひとり親家庭の父または母②父ま
たは母が配偶者からの暴力（ＤＶ）で
裁判所から保護命令が出された家庭
③父または母に一定の障がいがある
家庭④父または母が１年以上拘禁さ
れている、または児童の養育義務を
放棄している家庭⑤両親がいない児
童を養育している養育者
助成の範囲医療機関で支払う保険診
療の自己負担分を助成（住民税が課
税されている世帯は一部負担金有り）
※申請者及びその扶養義務者（同居

の父・母等）の所得制限があります。
所得限度額や申請に必要な書類な
ど、詳細はお問い合わせ下さい。

【現況届の提出について】
　「児童扶養手当証書」をお持ちの方
（平成３０年度は緑色の証書）は、ひと
り親家庭等医療費助成制度の現況届
を省略できます。
※公的年金受給等の理由で児童扶養
手当を受給していない方には、１０月末
に現況届の用紙を送付しました。１１月
１４日までに提出して下さい（郵送可）。

【申請事項が変わった際は】
　住所・お使いの健康保険証・同居の
方等、子ども総務課に届け出た内容
に変更があった場合は、必ず変更届
の提出をお願いします。
※各市民センター等では受け付けで
きません。
問子ども総務課☎７２４・２１４３
ご意見をお寄せ下さい

第２次町田市食育推進計画（案）
　市では食育基本法に基づき、
２０１３年１２月に「町田市食育推進計
画」を策定し、市民が食育に関心を持
ち実践につながるよう、広く食育を
周知してきました。
　これまでの取り組みの成果や、「町
田市の食育推進に関する市民アンケ
ート調査」での課題等を踏まえた「第
２次町田市食育推進計画」の策定に
あたり、市民の皆さんからご意見を
募集します。
※意見を提出された方の個人情報は
公開されません。
資料の閲覧窓口保健予防課（市庁舎
７階）、町田市保健所（中町庁舎）、健
康福祉会館、各市民センター、町田・
南町田・鶴川の各駅前連絡所、消費生
活センター、生涯学習センター、各市
立図書館（町田市ホームページでダ
ウンロードも可）
※各窓口で開所日時が異なります。
提出方法住所・氏名・連絡先・件名を
明記し、１１月１２日まで（必着）に、郵
送、ＦＡＸまたはＥメールで保健予防
課（〒１９４－００２１、中町２－１３－３、

返０５０・３１６１・８６３４遍ｍｃｉｔｙ３７７０
＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。

【注意事項】
○電話、窓口での口頭によるご意見
はお受けできません。
○ご意見に対する個別回答は行いま
せん。
○公序良俗に反するもの、特定の団
体、個人等に対する誹謗中傷が含ま
れるものは無効とします。
問保健予防課☎７２２・７９９６
１１月１４日は世界糖尿病デー

市 庁 舎 を ブ ル ー に 
ラ イ ト ア ッ プ し ま す
　世界各地で、糖尿病の予防や治療
継続の重要性について啓発活動を行
う「世界糖尿病デー」。町田市でも、糖
尿病の正しい知識と予防の大切さを
市民の皆さんにお知らせするため、
市庁舎を糖尿病予防運動のシンボル

カラーであるブルーにライトアップ
します。
日１１月１４日㈬午後６時３０分～９時

【年に１度の健診を】
　医療機関や健康診断で糖尿病の疑
いを指摘されても、そのまま治療を
受けない人もいます。年に１度は健
康診断を受け、血糖値をチェックし
ましょう。町田市成人健康診査の詳
細は、町田市ホームページまたは市
役所代表（☎７２２・３１１１）でご案内
しています。

【糖尿病予防にお役立て下さい】
　糖尿病をテーマにした講習会や、
食生活の見直しに役立つ栄養相談を
実施しています。詳細は、町田市ホー
ムページをご覧いただくか保健予防
課へお問い合わせ下さい。

◇
問健康推進課☎７２５・５１７８、保健予
防課☎７２２・７９９６　

市が所有している土地を一般競争入札で売却します
問市有財産活用課☎７２４・２１５１

１１月１１日～１７日は「税を考える週間」です
問市民税課☎７２４・３０６７

町田市・相模原市 首長懇談会を開催しました
問企画政策課☎７２４・２１０３

　入札参加案内、契約条件等の詳
細は、「市有地売却のご案内」をご
覧下さい。
※案内書は、市有財産活用課（市庁
舎５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
送希望者は早めにお問い合わせ下
さい。

入札参加資格個人及び法人
入札日１１月２８日㈬
場市庁舎
申１１月２１日までに直接市有財産
活用課へ。
※郵送の場合は１１月１４日まで
（消印有効）に提出して下さい。

　「税を考える週間」は、皆さんに
租税の意義や役割、税務行政に対
する知識と理解を深めていただく
ことを目的に毎年実施しています。

関連イベント
【市内小学生による税の書道展】
　市内の小学６年生が書いた「税
に関する書」を展示します。
日①１１月１２日㈪～１６日㈮②１１
月２６日㈪～２８日㈬、いずれも午
前８時３０分～午後５時
場①多目的ホール（市庁舎１階）②
町田都税支所１階
問（一社）町田青色申告会☎７２２・
２４４６

【市内小・中学生による税の作品展】
　市内の小学６年生が描いた「税
に関する絵葉書」や、中学生が書い
た「税についての作文」「税の標語」
を展示します。

日１１月１２日㈪～１９日㈪、午前８
時３０分～午後１０時
※１１月１２日は午後１時からです。
場町田市民フォーラム３階
問（公社）町田法人会☎７２６・
２４５３

【税理士による無料個別相談会・セ
ミナー】
　予約は不要です。
〇無料相談会
　税の専門家である税理士が相談
にお答えします（空家に関する税
務相談も有り）。
日１１月１７日㈯午前１０時～午後４時
〇相続税・贈与税セミナー
日１１月１７日㈯、午前１０時３０分か
ら、午後１時３０分から

◇
場ぽっぽ町田
問東京税理士会町田支部☎７２９・
０７７７

　１０月１９日㈮に町田市庁舎で、
石阪丈一市長と相模原市の加山俊
夫市長による首長懇談会を開催し
ました。両市の首長懇談会は今回
で２２回目です。
　これまで、図書館・宿泊施設・高
齢者福祉センター等の相互利用、
住民票等の証明書の相互発行や、
広域的なライトダウンキャンペー

ン等について両市長の間で合意さ
れ、実施されてきました。
　今回の懇談会では、「東京２０２０
オリンピック・パラリンピック競
技大会に係る両市の取組につい
て」をテーマに意見を交わしまし
た。詳細は、町田市ホームページを
ご覧下さい。

公開している会議　傍聴のご案内
 

会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み

町田市教育委員会
定例会

１１月２日 ㈮ 午 前
１０時から

市 庁 舎１０階
会議室１０－３
～５

会議当日に教育総務課
（市庁舎１０階、☎７２４・
２１７２）へ

町田市情報公開・
個人情報保護運営
審議会

１１月１２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

町田市都市計画審
議会

１１月１５日㈭午前
１０時から

市庁舎３階第
１ 委 員 会 室

（予定）
１０人

（申し込み順）
事前に電話で都市政策
課（☎７２４・４２４７）へ

町田市スポーツ推
進審議会

１１月１９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）

１１月１８日までに電話で
スポーツ振興課（☎７２４
・４０３６）へ

町田市地域包括支援
センター運営協議会

１１月２９日㈭午後
４時３０分～６時

市庁舎２階会
議室２－１

５人
（申し込み順）

事前に電話で高齢者福
祉課（☎７２４・２１４０）へ

売却予定物件
物件
番号 所在・地番 地　目 地積

（㎡） 用途地域 建ぺい
率（％）

容積率
（％）

最低売却
価格（万円）

１ 金井六丁目１６４８番４８ 山林 １４９ 第一種低層
住居専用地域 ４０ ８０ ９４９

２

玉川学園七丁目４１１０番１ 宅地 ４０３.７２
第一種低層
住居専用地域 ４０ ８０ ４４３７玉川学園七丁目４１１０番４

（私道部分のため、持分
４分の１）

山林 ９２

３ 相原町字中村１３０６番１ 雑種地 １４８ 第一種低層
住居専用地域 ４０ ８０ ２４７４

４
大蔵町字中程１８９０番３

雑種地
１２１７ 第一種低層

住居専用地域 ４０ ８０ ３１４５
大蔵町字中程１８９０番４ ６１

※物件番号４　敷地内の一部に土砂災害特別警戒区域を含みます。「周知の埋蔵文化財
包蔵地」の範囲内に位置し、土地の現況を変更する場合には文化財保護法第９３条に基
づく届け出を提出する必要があります。
※事情により売却を中止、または一部変更する場合もあります。
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お知らせお知らせ
年 末 保 育
対市内在住または市内認可保育園・
認定こども園（２号認定・３号認定）に
在籍する１２月１日現在満６か月以上
の未就学児の保護者で、就労のため
保育が必要な方
日１２月２９日㈯、３０日㈰、午前７時〜
午後７時の間で保護者の方の就労時
間（通勤時間を含む）
場町田保育園
費午前８時３０分〜午後５時の間は３０
分につき２５０円、午前７時〜８時３０
分、午後５時〜７時は３０分につき
３００円
申申請書・年末勤務証明書・保育カー
ドを１２月１０日まで（必着）に、直接
または郵送で町田保育園（〒１９４－
００１３、原町田６－２６－１５、☎７２２・
２６７９、受付時間＝午前８時３０分〜
午後５時）へ。
※申請書等は１２月１０日まで、まち
だ子育てサイトでダウンロードでき
ます。また、子育て推進課（市庁舎２
階）でも配布します。
問子育て推進課☎７２４・４４６８　
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
２０１９年５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１１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）。
※５月７日、８日は利用できません。
大地沢青少年センター～２０１９年５
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１１月３日午前８時３０分から電話で
同センター（☎７８２・３８００）へ。
※初日の午前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。
※５月１日、７日、８日、１４日、２１日、
２８日は利用できません。
２０１９年１月～３月分申し込み

ひなた村プログラムサービス
　子ども会や子どもサークル等に、
野外炊飯や工作、遊びなどを職員が
指導します。出張指導もあります。
費材料費
申２０１９年１月分の申込日＝１１月４
日、２月分の申込日＝１２月２日、３月
分の申込日＝１月６日、午前１０時〜
１０時３０分に電話でひなた村（☎
７２２・５７３６）へ。

催し・講座催し・講座
町田・安心して暮らせるまちづくり
プロジェクト～市民向け講座

在宅療養とおかねの話
【脳卒中で倒れたら】
　「高齢になっても住み慣れた地域
で過ごしたい！」と考える方を支え
るチームについて、寸劇を交えて分
かりやすく説明します。
対市内在住、在勤、在学の方
日１２月１５日㈯午後２時〜４時３０分
場市庁舎
定８０人（申し込み順）
申住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
年齢・性別を明示し、１１月１日午前９
時〜１２月１日午後５時に電話または
ＦＡＸで町田市介護人材開発センタ
ー（☎８５１・９５７８返８５１・９５７９）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０　
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１１月２８日㈬午前１０時〜午後０時
３０分
講（社福）らっく評議員・遠藤信子氏
定３０人（申し込み順）
申１１月２２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】
　希望する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（資
格や経験は不問）。
対介護施設に就職を希望する方
日１１月２８日㈬午後１時〜３時
※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）。

◇
場鶴川市民センター
問同バンク☎８６０・６４８０（受付時間
＝祝日を除く月〜金曜日の午前９時
〜午後５時）、町田市いきいき総務課
☎７２４・２９１６

高齢運転者安全運転教室
　町田ドライヴィングスクールの教
官による実車指導のほか、動体視力
測定やシミュレーターによる講習も
行います。
※運転免許証の更新時に受講する講
習とは異なります。
※同スクールの送迎バスをご利用い
ただけます。送迎バスのルート、時間
等の詳細は同スクールホームページ
をご覧下さい。
対車を運転する市内在住の６５歳以
上の方
日①１１月２８日㈬②１２月２０日㈭、午
前９時１０分〜午後０時３０分
場町田ドライヴィングスクール（南
大谷１－５５）
内交通安全講話、運転適性検査、運転
実習等
定各２４人（申し込み順）
申１１月２日正午から①１１月１８日ま
で②１２月９日までにイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード①１８１１０２Ｇ②１８１１０２Ｈへ。
問市民生活安全課☎７２４・４００３
おいしく糖尿病予防！

血 糖 値 が 気 に な る 方 
向 け の 料 理 講 座
対市内在住の１８〜６４歳の方
日１１月２０日㈫午前９時４５分〜午後
０時３０分
場健康福祉会館
内血糖値が気になる方向けのメニュ
ーの調理実習、栄養士の講話
定１８人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申１１月２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１８１１０２Ｄへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

普 通 救 命 講 習 会
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）
日１２月８日㈯午後１時３０分〜４時３０
分
場健康福祉会館
内心肺蘇生法、異物除去法、ＡＥＤ操
作法
※救命技能認定証を発行します。
定４０人（申し込み順）
費１４００円（テキスト代）

申１１月６日正午〜２８日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１８１１０６Ｂへ。
問町田消防署☎７９４・０１１９、町田市
保健総務課☎７２４・４２４１
地域公開講座

ひと手間かけて楽になる子育て
【子どもの褒め方しかり方をペアレ
ントトレーニングの視点から学ぶ】
対市内在住、在勤の方
日１１月２９日㈭午前１０時〜正午
場生涯学習センター
講大正大学准教授・井澗知美氏
定１２０人（申し込み順）
申１１月２日正午〜１６日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１８１１０２Ｂへ。保育希
望者（４か月以上の未就園児、申し込
み順に１５人）は併せて申し込みを。
問子ども発達支援課☎７２６・６５７０

鶴 見 川 源 流 ウ ォ ー ク
【いるか丘陵とことん巡り２０１８鶴
見川源流編】
　治水防災・自然再生拠点として整
備中の鶴見川源流保水の森を、ガイ
ドと共に探訪します（雨天時は内容
を変更）。
対小学生以上の方（小学生は保護者
同伴）
日１１月１１日㈰午前９時〜午後２時、
集合は上小山田みつやせせらぎ公園
調整池（小山田小学校前バス停から
徒歩１分）
内保水の森散策（アップダウン有り
の約５㎞、健脚向き）
※源流コーヒーのサービス付きで
す。
定２０人（申し込み順）
持ち物雨具、昼食、飲み物
※歩きやすい服装と靴でおいで下さ
い。
費５００円
申催し名・実施日・参加者全員の住所
・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢・
性別を明記し、ハガキ、ＦＡＸまたはＥ
メールで、１１月６日まで（必着）に、
（特）鶴見川源流ネットワーク事務局
（〒１９４－０２０４、小山田桜台２－４－
１４－１０５、返８６０・０８３０遍ｇｅｎｒｙｕｔ
ｏｕｒ２０１８＠ｏｆｆｉｃｅ．ｅｍａｉｌ．ｎｅ．ｊｐ）へ
（鶴見川源流ネットワークホームペ
ージで申し込みも可）。
問同事務局☎７９８・２６９３、町田市農
業振興課☎７２４・２１６４

使 い 切 り 料 理 教 室
　食材を使い切る方法や上手なアレ
ンジ方法、料理中に出るごみを減ら
すポイント等を、実践しながら紹介
します。
※メニューについては、開催日の１
〜２週間前に案内文を送付します。
対市内在住の１８歳以上の方
日１１月２７日㈫午前１０時〜午後１時
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
申１１月２日正午〜１４日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１８１１０２Ｆへ（申し込
みは４人まで）。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

11月1日～30日「町田市ふるさと納税」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

１１月は児童虐待防止推進月間です
問子ども家庭支援センター☎７２４・４４１９

【児童虐待防止を啓発する展示を
行います】
日１１月１９日㈪〜３０日㈮、午前８
時３０分〜午後５時（土・日曜日、祝
日を除く）
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
内児童虐待防止と養育家庭制度の
啓発ポスターの掲示、新規ショー
トステイ事業「ベビーＣ

コ　コ

ｏＣｏ」及び
「マルガリータ」の紹介、オレンジ
リボン・ツリーの作成と展示、新し
い児童虐待防止のパンフレットの
紹介等（相談コーナーも有り）

【新しい児童虐待防止のパンフレ
ットを作成しました】
　さがまち学生Ｃｌｕbと協働し、パ
ンフレットを作成しました。市内
の小学４年生に順次配布します。

【市庁舎をオレンジ色にライトア

ップします】
　「児童虐待防止」のシンボルの
オレンジリボンにちなんでライ
トアップします。オレンジ色は子
どもの明るい未来を表します。
日１１月７日㈬、２８日㈬、午後６時
３０分〜９時

「虐待かも」と思ったら、すぐにお
電話下さい。
児童相談所全国共通ダイヤル☎
１
いちはやく

８９

︿
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ら
﹀

︿
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も
て
﹀
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町田ファミリー・サポート・センター
子 育 て の お 手 伝 い を 
し て み ま せ ん か

【保育サポート講習会】
　受講後、同センターの援助会員（有
償ボランティア）として登録し、活動
していただきます。
対市内在住の保育サポートができる
満２０歳以上の方
※妊婦の方は、安全のため受講をご
遠慮下さい。
日・内１１月２７日㈫、午前１０時～正午
＝入会説明会、午後１時～３時＝保育
の心、２８日㈬、午前１０時～正午＝子
どもの食事、午後１時～３時＝心・体
の発達と病気、２９日㈭、午前１０時～
正午＝子どもの発達と遊び、午後１
時～４時＝普通救命講習
※初日に、会員証に貼付する写真（縦
３㎝×横２．５㎝、裏面にボールペンで
記名、６か月以内撮影）をお持ち下さ
い。
場町田市民フォーラム
費１４００円（普通救命講習のみ、教材
費）
申１１月１４日までに電話またはＦＡＸ
で同センター（☎返７２４・０９０１）へ。
保育希望者（３歳以上の未就学児、各
４人〔入会説明会を除く〕、全回受講
者優先）は併せて申し込みを。
※講習会の詳細は、同センターへお
問い合わせ下さい。
問子育て推進課☎７２４・４４６８
消費生活センター～町田市消費者月
間事業

学 習 会
【食品表示はどう見たらいいのか？
～見方を学び、活用しよう】
　東京都と共催です。
対市内在住、在勤、在学の方
日１１月１９日㈪午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
内食品表示制度の説明、実際の食品
の表示例を示しながら解説
講東京家政学院大学人間栄養学部教
授・海野知紀氏
定４０人（申し込み順）
申１１月２日正午～１３日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１８１１０２Ｃへ。
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
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
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）。

【①愛されわんこを目指すには！親
子でできるワンコミュニケーショ
ン】
　お子さんとできる犬の育て方やコ
ツについて、愛犬と一緒に学びます。
対犬を飼育している方（家族）とその
飼い犬
日１２月１日㈯午前１０時～１１時３０分
場麻布大学（相模原市）
講（株）アニマルライフ・ソリューショ
ンズ　スタディ・ドッグ・スクール®
講師　鹿野都氏

定１５組（抽選）
※１組につき２人と１匹（頭）まで参加
できます。
費１５００円

【②町田市子どもセンターただＯＮ
共催～こども体験講座「クリスマス
飾りを作ろう」】
　革やフェルトを使って作ります。
対小学生
日１２月２日㈰午前１０時３０分～正午
場町田市子どもセンターただＯＮ
講東京家政学院大学現代生活学部助
教・佐々木麻紀子氏
定２０人（申し込み順）
費１００円（材料費）

【③気を巡らせて“ぽかぽかな体”づ
くりを目指しましょう！】
　「気」とは何か、中医学の観点から
学びます。また、座ったままできる簡
単なワークも行います。
日１２月６日㈭午後１時３０分～３時３０分
場町田市生涯学習センター
講相模女子大学短期大学部非常勤講
師・西村かおる氏
定２０人（抽選）
費１２００円

◇
申①③講座案内チラシ裏面の受講申
込書に記入し、１１月１２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②１１月１日午
前９時から電話で同事務局へ／さが
まちコンソーシアムホームページで
申し込みも可。
※①は、講座案内チラシ掲載の申込
条件等を必ずご確認下さい。
※①③は、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
はじめての上絵付け体験講座

器 に 描 く 和 の 文 様
　１２月８日から始まる市立博物館の
企画展「色絵磁器を極めた人間国宝
－加藤土師萌展－」の講演と見学会、
磁器のカップと小皿の絵付け（和絵
の具と金彩）の体験学習です。
※原則全回参加できる方、または①
の公開講座のみ参加の方を募集しま
す。
日①１１月２４日②１２月１日③１２月８
日④１２月１５日⑤１２月２２日⑥２０１９
年１月１２日、いずれも土曜日、①③午
後２時～４時②④～⑥午後１時３０分
～４時、全６回
場①健康福祉会館②④～⑥町田市陶
芸スタジオ（下小山田町）③市立博物
館
講②④～⑥陶芸作家・くつわだりえ
氏
※①③は市立博物館学芸員が解説し
ます。
定全回参加＝１６人、①のみ参加＝

１００人／申し込み順
費１５００円（材料費）
※③の見学会では、市立博物館入館
料として別途３００円がかかります。
申１１月１日午前９時から生涯学習セ
ンター（☎７２８・００７１）へ。

ま ち だ 動 物 愛 護 
フ ェ ス テ ィ バ ル２０１８
　保護犬ふれあいスペース、写真撮
影会等のイベントを行います。
日１１月１８日㈰午後１時～３時（小雨
実施）
場小田急町田駅ビル東口広場（カリ
ヨン広場）

【「町田動物愛護の会」の会員を募集
しています】
　動物の虐待防止、適正な飼育管理
の知識普及と動物愛護精神の確立及
び高揚を目指して活動しています。
　同会の活動に賛同し、参加できる
方はご連絡下さい。
問町田動物愛護の会☎０９０・１７０９・
２３２１（受付時間＝月～金曜日〔祝休
日を除く〕）、町田市生活衛生課☎
７２２・６７２７
ひきこもる心を理解する講座

公開講座「地域でつながる」
　地域におけるひきこもり支援の場
について、保健所や生活困窮者自立
支援の担当者、当事者の居場所主宰
者など現場の方々からの報告をもと
に考えてみませんか。
日１１月２５日㈰午後１時３０分～４時
３０分
場健康福祉会館
講（特）ゆどうふ理事長・辻岡秀夫氏、
ひき桜・ひき町主宰者　割田大悟氏、
（株）グローブシップ社員、総合ビル
管理会社社員・柿島仁氏　他
定８０人（申し込み順）
申電話で生涯学習センター（☎７２８
・００７１）へ。
生涯学習センター・昭和薬科大学共
催講演会

医薬品や食品添加物として 
利 用 さ れ る 化 学 物 質
日１２月１日㈯午後２時～４時
場生涯学習センター
内講演「医薬品として利用される天
然の化学物質」「食品中の食品添加物
分析について」
講昭和薬科大学薬学部天然物化学研
究室教授・久保田高明氏、日本大学生
物資源科学部食品生命学科食品分析
学研究室専任講師・大槻崇氏
定１５８人（申し込み順）
申１次受付＝１１月１日正午～５日午
後７時にイベシスコード１８１１０６Ａ
へ／２次受付＝１１月６日正午～２８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

町田新産業創造センター
ス タ ー ト ア ッ プ 応 援 
セ ミ ナ ー ２ ０ １ ８
　子育て支援や地域活性化支援な
ど、社会的課題の解決を目的として
事業を展開する、現在活躍中の経営
者の体験談からソーシャルビジネス
成功の鍵を学びます。
対創業を予定している方、創業して
間もない方等
日１１月２０日㈫午後２時～５時
場町田新産業創造センター
内基調講演＝身近な問題を解決！
「ソーシャルビジネス」を成功させる
ために！、クラウドファンディング
の紹介、共催機関からのご案内、交流
会
講（株）ここるく代表取締役・山下真
実氏
定３０人（申し込み順）
申１１月１９日午後５時までに町田新
産業創造センターホームページで申
し込み。
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎７２４・３２９６
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１１月１０日、２４日、いずれも土曜日
午後１時～５時（１人１時間）
申参加希望日の１週間前までに町田
新産業創造センターホームページで
申し込み。

【町田創業～ファーストステップセ
ミナー】
日①１１月９日㈮午後２時～３時３０分
②１１月９日㈮午後３時４５分～５時１５
分③１１月１５日㈭午後２時～３時３０
分④１１月１５日㈭午後３時４５分～５
時１５分
内①人材育成～経営者の必須スキル
「プレゼンテーションの基本」②販路
開拓～ｗｅｂやＳＮＳを活用した販路
開拓手法を知ろう③経営～将来の夢
を実現する！経営計画の作り方を知
ろう④財務～代表的な財務諸表を学
んで経営に活

い

かそう
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中小企業診
断士・馬場郁夫氏③（株）ウィルパー
トナーズ代表取締役・辺見香織氏
定各３０人（申し込み順）
申参加希望日の前日午後５時まで
に、町田新産業創造センターホーム
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・３２９６

詳細はお問い合わせ下さい。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131 検索町田市立図書館移動図書館“そよかぜ号”ご利用下さい！

町田市立図書館11月、12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かんたん工作

①11月14日、21日、28日、12月12日、19日、26日
②11月14日、28日、12月12日
③11月9日、12月14日、28日
④12月26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15分から

中央図書館
☎728・8220

※中央図書館はトイレ工事のため、11月・12月はこどもえいが会を休止します。
※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
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女性に対する暴力をなくす運動11月 12日～ 25日 女性に対する暴力等の問題の相談は、

催し・講座催し・講座
国際版画美術館～企画展「ヨルク・
シュマイサー　終わりなき旅」関連
イベント
プロムナード・コンサート

【偉大なる作曲家と巡る版画の世界】
日１１月１７日㈯、午後１時から、午後３時
から、いずれも３０分程度
場同館エントランスホール
※座席の用意はありません。
演奏高橋里奈（ピアノ）
問同館☎７２６・２８８９

ふ れ あ い 落 語
対６歳以上の方
日２０１９年１月１９日㈯午後２時３０分
～３時３０分
場忠生市民センター
出演古今亭志ん吉、三遊亭ふう丈
定２５０人（申し込み順）
費５００円（全席自由）
申１１月７日正午～２０１９年１月１７日
にイベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード１８１１０７Ｂへ。

問町田市民ホール☎７２８・４３００、町
田市忠生市民センター☎７９１・２８０２
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１１月１５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＝「みつは
しちかこ」／おはなし＝「松山鏡」（日
本の昔話）、「あめふらし」（グリム童
話）、「漁師の娘マリキット」（フィリ
ピンの昔話）
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、１１月１日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。
みつはしちかこ展－恋と、まんがと、
青春と　関連イベント
対談「手を携えて半世紀～
チッチとサリーの作り方」

　漫画家・みつはしちかこ氏と「小さ
な恋のものがたり」担当編集者だっ
た山崎園子氏が対談します。

※参加には、同展覧会チケットまた
はチケットの半券提示が必要です。
日１２月９日㈰午後２時～３時３０分
場町田市民文学館
定７０人（申し込み順）
申１１月７日正午～１２月５日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８１１０７Ａへ。
問同館☎７３９・３４２０
国際版画美術館～木版画一日教室
手 作 り の 年 賀 状
対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）
日１２月４日㈫、５日㈬、午前１０時３０
分～午後４時（各回とも同一内容）
場国際版画美術館
内木版画で単色または２色摺

ず

りの年
賀状を作成（図柄は干支の図案を含
め同館で用意）
講版画家・木下泰嘉氏
定各１６人（抽選、結果は１１月１５日ご
ろ全員に郵送）
費３０００円
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１８１０３０Ｈへ（同館ホームペ
ージで申し込みも可）。

※両日への申し込みはできません。
問同館☎７２６・２８８９
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等
で、椅子やクラフトを作ります。１１
月の特別プログラムは、「クリスマス
リース」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１１月１１日㈰午前１０時～午後３時

（雨天実施）
場同センター研修棟
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）
問同センター☎７８２・３８００
忠生公園
定 例 自 然 観 察 会

【草木の実と種】
日１１月４日㈰午前９時３０分～１１時
３０分（雨天中止）
場忠生公園
※集合は同公園自然観察センター

（忠生がにやら自然館）です。
問同公園☎７９２・１３２６

市HP 暮らしに関する相談 検索暮らしに関する相談
名　称 対　象 日　時 申し込み等

①法律相談 市内在住の方 月～金曜日 相談時間はお問い合わせ下さい 前週の金曜日から電話で予約

電話で市民相談室
（☎７２４・２１０２）へ

②交通事故相談 １４日㈬ 午後１時３０分～４時 相談日の１週間前から電話で予約
③人権身の上相談（人権侵害などの問題）

市内在住の方

２日、９日㈮ 午後１時３０分～４時 電話予約制（随時）
④国税相談 ６日㈫

午後１時３０分～４時 電話予約制（次回分まで受け付け）
⑤不動産相談 １３日㈫
⑥登記相談 １日㈭
⑦行政手続相談 ８日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 ７日㈬
⑨少年相談 １３日㈫ 午前９時～午後４時 事前に電話で八王子少年センター（☎０４２・６７９・１０８２）へ
⑩国の行政相談 ６日㈫ 午後１時３０分～４時 直接市民相談室（市庁舎１階）へ⑪建築・耐震相談 ７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） 市内在住、在勤、在学の方 月～土曜日 午前９時３０分～午後４時（水曜日の
み午後１時～８時〔第３水曜日を除く〕）

電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎７２１・４８４２）へ
※法律相談有り＝要予約

⑬空家に関する相談窓口（弁護士・
宅地建物取引士）

市内に空家を所有の方、市内在住で今後
空家になるおそれのある家屋を所有の方 １２日㈪ 午前９時～正午（相談時間は５０

分）
前週の水曜日午後４時までに、電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ
※第２・４月曜日（祝休日の場合は火曜日）に実施／第４月曜日は税理士も同席

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。
●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【まちだスポーツ広場】
対市内在住、在勤、在学、在園の方日
１１月２９日㈭、１２月４日㈫、午後３時
～５時３０分内２０２０年東京オリンピ
ック・パラリンピック種目（ボッチャ
・卓球・バドミントン・バスケットボ
ール）の体験
●サン町田旭体育館☎７２０・
０６１１
【太極拳講習会】
日１１月８日～２０１９年３月１４日の第
２・４月曜日及び毎週木曜日（祝休日
・大会等を除く）、午前９時１５分～１０
時１５分
【ヨーガ講習会】
日１１月８日～２０１９年３月１４日の第
２・４月曜日及び毎週木曜日（祝休日
・大会等を除く）、午前１０時４５分～
１１時４５分

◇
対１８歳以上の方費大人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
●野津田公園☎７３６・３１３１
【自然観察教室　植物編～秋の植物
観察】
対小学生以上の方（保護者同伴の未

就学児の参加も可、大人１人での参
加歓迎）日１１月１１日㈰午前９時～正
午場同公園講（有）植生技術代表・三
瀬章裕氏定２０人（申し込み順）費大
人５００円、小学生３００円（保険料込
み）／保護者同伴の場合、大人１人に
つき小学３年生以下は１人まで無料
申１１月１日午前９時から電話で同公
園へ（受付時間＝午前９時～午後５
時、土・日曜日、祝日も可）
●町田中央公園☎７２０・０６１１
【どんぐり教室】
対４歳～小学生（小学２年生以下は保
護者同伴）日１１月４日㈰、午前１０時
から、午前１１時１５分から、午後１時
から、午後２時１５分から（受け付け＝
午前の部は午前９時３０分から、午後
の部は午後０時３０分から）場同公園

（雨天時はサン町田旭体育館会議室
で実施）内オブジェや人形を作る定
各１５人（先着順）費１人１００円
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
【ツバキ・サザンカ写真展作品募集】
　１２月の「ツバキ展」に合わせて募
集します定３０人（先着順）費５００円
申Ａ４サイズの写真裏面に応募用紙
を貼付し、１１月１７日午前１０時から
直接同サロンへ（１人２点まで）

●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【①一般募集住宅（家族向、単身者向）
②若年夫婦・子育て世帯向（定期使用
住宅）③居室内で病死等があった住
宅】
　都内に３年以上居住等、いずれも
要件有り／詳細は募集案内を参照配
布期間１１月９日まで配布場所市庁舎
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ニティセ
ンター、同公社町田窓口センター、都
庁等（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１１
月１３日まで（必着）問同公社都営住
宅募集センター☎０５７０・０１０・８１０
●ハローワーク町田～１１月は「労働
保険適用促進強化期間」です
　労働者が労働災害や業務上の傷病
で働けなくなったとき、失業したと
きに備えて、雇い主は従業員の意思
に関わらず、労働保険（労災保険・雇
用保険）に加入することが義務付け
られています。雇用保険は正社員だ
けでなく、パートタイマー等も一定

の要件を満たしていれば加入するこ
とになります。まだ加入手続きがお
済みでない事業主の方は、早めに手
続きを行って下さい。また、従業員を
雇わず１人で事業を運営している方
等が労災保険に加入できる「特別加
入」制度もあります。詳細はお問い合
わせを問労災保険について＝八王子
労働基準監督署町田支署労災課☎
７１８・８５９２、雇用保険について＝ハ
ローワーク町田雇用保険課適用係☎
７３２・７３９８
●東京都福祉保健局～東京
都で児童虐待を防止するた
めのＬＩＮＥ相談を実施します
　東京都では、児童相談体制の強化
に向けた取り組みの一つとして、ＬＩ
ＮＥを利用した子どもや保護者から
の相談窓口を開設します。子育ての
悩みや困っていることなど、ひとり
で抱え込まず、気軽にご相談下さい
／ＬＩＮＥアカウント名＝東京　親と子
の相談ほっとＬＩＮＥ対都内在住の子
ども、保護者日１１月１４日までの月
～金曜日＝午前９時～午後９時、土・
日曜日、祝日＝午前９時～午後５時／
虐待通告は、児童相談所全国共通ダ
イヤル１８９をご利用下さい問同局少
子社会対策部計画課☎０３・５３２０・
４２００

情報コーナー

各種相談①～⑫は、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
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女性悩みごと電話相談専用電話（☎721・4842）へ（６面参照）。 男女平等推進センター　723・2908問 ☎

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１１月１０
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、言葉遊び等上演桃の木工
房
●ひなた村☎７２２・５７３６
【①リース作り】
対市内在住、在学の小学２年生～中
学生日１１月２３日㈷午前１０時～正午
定１５人（申し込み順）費２００円
【②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１１月２４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）
【③ひなた村シアター】
日１１月２５日㈰午前１０時３０分～１１
時３０分場ひなた村第１レクリエーシ
ョンルーム内「小さなバイキングビ

ッケ～ビッケと大あざらし」「だるま
ちゃんととらのこちゃん」「だるまち
ゃんとうさぎちゃん」
【④たきびのじかん】
　小学３年生以下のお子さんは保護
者同伴でおいで下さい日１２月１日、
１５日、いずれも土曜日午前１０時～
１１時３０分（正午に消火、雨天中止）
場ひなた村てっぺん広場内たき木を
拾ったのち、たき火体験（アルミホイ
ルや軍手の持参も可）
【⑤人形劇団ひとみ座～ひなた村公
演「弥次さん喜多さんトンちんカン
珍道中」】
対市内在住、在勤、在学の方日１２月９
日㈰午後１時３０分～３時３０分定２４０
人（申し込み順）費５００円（１８歳以下
は無料）

◇
申①②１１月１日午前１０時から電話
でひなた村へ③④直接会場へ⑤１次
受付＝１１月１日正午～7日午後7時
にイベシスコード１８１１０８Ａへ／２
次受付＝１１月８日正午～１２月6日に
イベントダイヤル（☎7２４・５6５6）

またはイベシスへ／②は１１月１7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
●大地沢青少年センター☎７８２・
３８００
【森林体験塾Ⅱ】
対市内在住、在学の小・中学生の親子
日１１月１８日㈰午前１０時～午後３時
内山林整備や木工作を通して里山暮
らしを学ぶ講大戸源流森の会定３０
人（申し込み順）費１人４００円申１１月
１日午前９時から電話で同センター
へ
【大地沢親子アウトドア料理教室】
　講師指導のもと、親子でダッチオ
ーブンを使った本格的な野外料理を
作ります対市内在住、在学の小学生
の親子日１１月２３日㈷午前１０時～午
後４時（雨天実施）講快適生活研究家
・田中ケン氏定４０人（抽選）費大人
１５００円、小学生１０００円申ハガキに
住所・氏名（ふりがな）・電話番号・参
加者（大人・小学生）の人数・年齢・送
迎バスの利用の有無を明記し、１１月
９日まで（必着）に大地沢青少年セン

ター（〒１９４－０２１１、相原町５３０7
－２）へ／複数家族で申し込みの場
合はハガキ１枚に記入して下さい

◇
場同センター
※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
●町田新産業創造センター☎８５０・
８５２５、町田市産業政策課☎７２４・
３２９６
【まちふれ親子教室～プログラミン
グでお絵描きフィッシング】
対市内在住の小学３～6年生とその
保護者日１１月２３日㈷午前１０時～正
午、午後１時～３時、午後４時～6時場
町田新産業創造センター内画用紙に
魚の絵を描いてカメラで読み取り、
魚の動きをプログラミングし、スク
リーンに映して釣り上げる講子供向
けプログラミングスクール「ＫｏｄｏＬ
ａｂｏ」代表・正垣健太氏定各３０人（申
し込み順）申１１月１日正午～２２日午
後５時に同センターホームページで
申し込み

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
２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

３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 成瀬小林医院 ☎7２５・２２３３ 成瀬８-４-３３
内科 鶴川台ウィメンズクリニック ☎7３7・１１０３ 真光寺２-３7-7
内科 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 あけぼの病院 ☎7２８・１１１１ 中町１-２３-３

外科系
多摩丘陵病院 ☎7９7・１５１１ 下小山田町１４９１
町田病院 ☎7８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

４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 仁愛医院 ☎7２８・１０５５ 高ヶ坂6-１９-３１
内科 町田東口クリニック ☎7２１・８８５５ 森野１-３５-８
内科、
小児科 牧内科医院 ☎7９３・３８7３ 山崎町１９２１-１

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
町田慶泉病院 ☎7９５・１66８ 南町田２-１-４7
町田市民病院 ☎7２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

５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
6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
7日㈬ 午後7時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎7８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
８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
９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
１０日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎7９９・6１6１ 鶴間４-４-１

１１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 いのうえ内科クリニック ☎7０6・２6３０ 鶴間１-１８-１３
内科 玉川クリニック ☎7２５・８２０7 玉川学園7-５-6
内科 小野寺クリニック ☎7３２・５6０５ 本町田４３９４-９

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
あけぼの病院 ☎7２８・１１１１ 中町１-２３-３

１２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
１３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
１４日㈬ 午後7時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎7９９・6１6１ 鶴間４-４-１

●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）、3日＝稲垣耳鼻咽喉科
医院（☎722・3115、原町田6-22-
15）

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

または☎042・521・2323

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
または☎03・5285・8898
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広　　告

　薬師池の南側に、新し
い玄関口として案内所、
直売所、カフェレストラ
ン、体験工房等からなる

「ウェルカムゲート」を整
備します。
　併せて、西園の園路等
の整備も行います。
　工事は２０２０年３月ま
でを予定しています。

　９月２７日に開かれた市議会本会議での同意を得て、森山賢一
氏及び八並清子氏が教育委員に再任されました。森山氏の任期
は１０月２８日〜２０２２年３月３１日、八並氏の任期は１０月２８日〜
２０２１年３月３１日です。

２階キッズスペースで「まちママ♡Ｏｐｅｎ Ｄａｙ」を開催します!
　まちママ♡Ｏｐｅｎ Ｄａｙは、お子さん連れでも安心して遊びに来ることができます。マ
マのリラクゼーションや、親子で楽しめるワークショップ等があります。

地産地ＳＨＯＷコンサート～ホームタウンＭＡＣＨＩＤＡ 問文化振興課☎７２４・２１８４
　町田市ゆかりのアーティストによるコンサートです。今回は、町田市出身の若手カン
トリーバンド「ｓｕｂｍａｒｉｎｅ ｄｏｇ」が出演します。カントリ
ー・ミュージックに影響を受けつつも、各メンバーの異な
るルーツとパーソナリティを一体化させた、どこか懐かし
くて新しい楽曲をお楽しみ下さい。
時間正午〜午後０時５０分
場市庁舎３階会議室３－１〜３　　定７０人（先着順）

公園の賑わい創出! 問公園緑地課☎７２４・４３９８

　町田市の魅力向上を目的として、町田薬師池公園 四季彩の杜、野津田公園内・市立陸上競技場、芹ヶ谷公園をはじめ、市内公園の整備工事を行っていま
す。工事期間中、ご迷惑をおかけしますがご理解ご協力をお願いします。

２０２０年春オープン予定　町田薬師池公園　四季彩の杜 ウェルカムゲート

世界に挑む日本代表スポーツ
チームを応援しよう！

問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎７２４・４４４２

　ブラインドサッカーの普及と東京２０２０パラリンピックでのメ
ダル獲得に向けた強化を目的とした、国際親善試合です。世界ラン
キング９位の日本代表と２位のアルゼンチン代表が対戦します。
　ブラインドサッカーは、視覚障がい者と健常者が力を合わせて
プレーする５人制サッカーです。アイマスクを着用し、「音」や「声」
を頼りにゴールを狙います。
日１１月４日㈰午後２時キックオフ　　場市立総合体育館
※入場無料です。一部有料席も有ります。
※申し込み方法等の詳細は、（特）日本ブラインドサッカー協会ホ
ームページをご覧下さい。

ブラインドサッカーチャレンジカップ２０１８
日本代表　対　アルゼンチン代表

　ラグビーワールドカップ２０１９ＴＭの開催を控え、ラグビーの人
気向上と大会の気運醸成のため、リポビタンＤチャレンジカップ
２０１８のパブリックビューイングを開催します。
　世界最強チームのニュージーランド代表（オールブラックス）に
挑む日本代表（ブレイブブロッサムズ）を応援しよう！
日１１月３日㈷午後２時３０分（雨天中止）
場小田急町田駅ビル東口広場（カリヨン広場）
オリンピック・パラリンピックフラッグが市庁舎にやってくる!
　オリンピック・パラリンピックリオデジャネイロ大会で東京
に引き継がれたフラッグ（レプリカ）を展示します。
日１１月６日㈫〜１２日㈪、午前８時３０分〜午後５時（土・日曜日を
除く）
場多目的スペース（市庁舎１階）

ラグビー　パブリックビューイングを開催!
日本代表　対　ニュージーランド代表

まちカフェ！まちカフェ！まちカフェ！
いいことさがし～未来と感動を共有するまちだ

問市民協働推進課☎７２４・４３６２
　市内で活動するＮＰＯ法人や市民活動団体、地域活動団体（町内会
・自治会）などが一堂に集い、活動紹介の展示やワークショップを通じて交流を深めるイ
ベントです。７０以上の団体が参加し、子どもから大人まで楽しめる企画を実施します。
　まちだ名産品や町田産野菜の販売、体験型ワークショップ、相談コーナー、町内会・自
治会による活動紹介のパネル展示、めいすいくんからのプレゼントがもらえる「まちだ
ご当地めいすいくん投票」のほか、市民協働おうえんルーム（市庁舎２階）には、親子で一
緒に楽しみながら、ご家庭でも簡単にできるマッサージのコーナーもあります。
日１２月２日㈰午前１０時〜午後４時　場市庁舎１階〜３階
※詳細は町田市ホームページをご覧下さい。

　野津田公園にある市立陸上競技場の北東部に、約
５０００席の３階建てスタンドを整備するための造成工事
を行います。工事は、２０１９年８月までを予定しています。
その後、３階建てスタンド整備工事を行う予定です。
事業費の一部に、ふるさと納税を活用する予定です。
ふるさと納税の詳細は、次号に掲載予定です。

観客席を増設
野津田公園内・市立陸上競技場

　芹ヶ谷公園東側の都営住宅跡地に、多目的グラウン
ドや草地広場を整備します。工事は２０２０年３月までを
予定しています。

グラウンドや広場を整備　芹ヶ谷公園

親子で楽しむ！貿易ゲーム～世界の仕組みを体験しよう
　貿易ゲームとは、紙や鉛筆、定規、コ
ンパスなどを使って、チームで協力し
ながら世界の貿易の仕組みを体験する
ことができる簡単なワークショップで
す（参加賞有り）。

対小学４年生程度まで（親子でご参加下さい）
時間午前１０時３０分〜１１時４５分
場市民協働おうえんルーム（市庁舎２階）
定３０人（申し込み順）
申１１月２７日までに電話で市民協働推進課へ。

リニューアルに向けた整備工事を進めています

◀完成イメージ図

教育委員に森山賢一氏・八並清子氏が再任
問教育総務課☎７２４・２１７２

第１２回市民協働
フェスティバル

まちカフェ!シンボリック事業～まちカフェ!のシンボルを一緒に作りましょう!
　市制６０周年から東京２０２０
オリンピック・パラリンピッ
ク開催までの３年間で、まち
カフェ！実行委員会と来場者
がつながりながら、まちカフ
ェ！の未来を作ります。

○みんなで選ぶ「まちカフェ！の色」
　皆さんの投票でまちカフェ！のシンボルカラーを決
定します。
○みんなで育てよう「まちカフェ！の樹」
　昨年作ったまちカフェ！の樹をさらに大きくします。
葉っぱのスタンプを使って一緒に樹を色付けましょう。
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