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●将来を担う人が育つまちをつくる
●安心して生活できるまちをつくる
●賑わいのあるまちをつくる
●暮らしやすいまちをつくる
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ふるさと納税で子育てを応援！ 子ども家庭支援センター
☎724・4419問

問 財政課 ☎724・2149

お母さん、元気で
よかった。

町田市シルバー人材センターの会員が訪問します 町田市のふるさと納税の詳細は２面で

子育て世帯（自宅）

寄附者

町田市社会福祉協議会

町田市

ボランティアによる
弁当配達

ボランティアによる
弁当配達

社会福祉協議会
職員による訪問
社会福祉協議会
職員による訪問

おうちでごはんおうちでごはん

親想い・まちだ想い
親想い・まちだ想い

子どもも親もまるっと支えます子どもも親もまるっと支えます
町田市のふるさと納税は

寄附金の使い道

寄附金
の使い

道

　町田を元気にするトレーニング「町トレ」、高齢者の方が運動や趣
味に取り組むグループ活動、ボランティア活動などを支援する介護
予防事業の取り組みに、皆さんからの寄附を活用します。
　寄附していただいた方には、返礼品として町田市内に住むご両親
等を訪問し、ご両親等の様子やご実家の状況を報告する「見守りサ
ービス」と、空家になっている町田市内
のご実家等を訪問し、外観の写真を撮
影し、状況を報告する「見回りサービ
ス」を用意しています。

ふるさと納税で親孝行！

　町田市のふるさと納税（まちだ未来づくり寄附）は、
町田ならではの返礼品も魅力的ですが、皆さんからいただいた寄附の使い道を

指定できる点が特徴です。11月から、子どもたちが笑顔で生活するための使い道や、
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための使い道が登場しました。

この機会にふるさと納税で、市政に参加してみませんか。

※�見守りサービスは事前に訪問先の了承、見回り
サービスは事前に所有者の了承が必要です。

高齢者福祉課 ☎724・2146問

イメージ

「見守りサービス」のイメージ

　困難を抱えた子育て世帯に手作りのお弁当を配達することで、家事負担を軽
減し、親子でお弁当を食べながらコミュニケーションをとる時間を増やせるよ
う支援する取り組みに、皆さんからの寄附を活用します。また、この取り組みで
は必要に応じて社会福祉協議会職員が訪問し、子育て世帯の悩みの相談に乗り
ます（事業の開始は2019年4月を予定）。寄附していただいた方には、返礼品と
して市内の障がい福祉施設で作られている自家焙煎コーヒーセット、町田産乾
物セット、町田はすセットを用意しています。

ばい�せん
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申込方法

2018年度は赤字額が6.2億円に！！

単位：億円

…町田市へのふるさと納税額
…寄附金控除額（※）

2016 年度2016年度 0.4
2.9
2.5

2017 年度2017年度 1.6
5.1

3.5
…差額

2018 年度2018年度
（見込み）（見込み）

0.6
6.8
6.2

　体験型の返礼品を紹介する動画が、町田市ホームページ、You
Tube、ケーブルテレビでご覧いただけます。

紙面で伝えきれない魅力は、広報番組　　　　　　　　「町田市ふるさと納税」で

新登場の返礼品 　「体験型・来訪型返礼品」、「町田ならではの逸品」を
追加する等、大幅にリニューアルしました。

①侍（SAMURAI）武士道（BUSHIDO）体験②気分はすっかりロビン・フッド ! フィールドアーチェ
リー体験③まちだガイドウォークツアー＋まちだの逸品お土産セット④クロイツェル セレクト⑤手
作り味噌と糀のセット⑥たまがわオリジナルセット⑦水書きグー

　町田市民による他自治体へのふるさと納税額が、全国
からの町田市へのふるさと納税額を上回り、町田市の赤
字額は年々拡大しています。このままだと、市民サービス
に使えるお金がさらに減少してしまいます。他自治体へ
のふるさと納税を検討されている方も、ぜひ町田市への
ふるさと納税をお願いします。

※ 寄附金控除額＝市民の方が他自治体へふるさと納税をする
ことによって、町田市の市民税から控除される額

① ② ③

④ ⑤ ⑥ ⑦

   まちテレ 検索

寄附金の使い道の紹介と実績
　町田市のふるさと納税は、さまざまな寄附の使い道を選ぶことができます。特定の
事業への使い道が6種類（１～６）、市の基本計画「まちだ未来づくりプラン」で掲げ
る各分野への使い道が４種類（１～４）あります。

　野津田公園内の市立陸上競技場の観客席
を1万席から1万5000席に増設するための
整備費用に活用します。これにより、Jリーグ
公式戦等のスポーツだけでなく、コンサー
ト等のイベントにも活用できます。返礼品
は、ご芳名入りの記念プレート等です。

 トップスポーツを観戦できる環境を町田に ! １

※１面参照
 おうちでごはん２ ※１面参照

 親想い・まちだ想い３
　屋外映画上映会を町田ターミナルプラザ市民広場で、４月から2019
年3月まで毎月最終金曜日に実施しています（８面に関連記事有り。12
月は21日、3月は22日実施）。

 まちなかで親子がゆっくり過ごせる空間をつくる !４

※201８年４月からラグビー版も追加。

　ホームタウンチームの選手等が、保育園や小
学校でフットサルやサッカー教室を行う事業に
活用します。 63万円28件

2017 年度実績

 トップアスリートと子どもたちをスポーツでつなぐ !５

　子育て支援、教育の充実、学習機会の提供
などに活用します。 393万5855円

139件2017 年度実績

 将来を担う人が育つまちをつくる１

　高齢者の健康づくり、災害への対応、地域
活動などに活用します。 6428万8941円

124件2017 年度実績

 安心して生活できるまちをつくる２

　産業・文化スポーツ・観光の振興、まちの
魅力向上などに活用します。

36万1000円
20件2017 年度実績

 賑わいのあるまちをつくる３

　交通環境・住環境の向上、環境に配慮した
まちづくりなどに活用します。 99万5000円

59件2017 年度実績

 暮らしやすいまちをつくる４

▶特定の事業を応援

▶�これまでの主な使い道

▶基本計画の分野を指定して応援

▶インターネットでの申し込み …�ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」をご利用下さい。
…�市庁舎・各市民センターで配布している「寄附申出書」に必要事項を記入し、直接または郵送で財政課（市庁舎5階、
〒19４-８520、森野2-2-22）へ（申出書は町田市ホームページでダウンロードも可）。

▶�書面での申し込み

※2019年３月31日で受付終了。

　来館者から展示希望の多い浮世絵
美人画最高峰・喜多川歌麿の作品購
入に活用します。 35 件

2016・2017 年度実績
６  町田市立国際版画美術館に「歌麿」を呼ぼう !

127万5000円

※イメージ

※特定の事業については、使い道に関連
する返礼品がセットになっています。

 その他寄附者が指定する使い道

678万5000円
29件2017 年度実績

6655万4072円

 市長におまかせ !
61 件2017 年度実績

    町田市　ふるさと納税 検索

※詳細は市庁舎・各市民センター等で配布しているパンフレットや、町田市ホームページ、ふるさとチョイスをご覧下さい。

新規

新規 新規

　201８年3月に市立
陸上競技場に大型映像
装置を整備しました。2189万4605円

2016・2017年度実績
　201８年に情報教育推進
のため、小学校に電子黒板
機能付プロジェクターを購
入しました。

情
報
教
育
の

授
業
風
景

2030万円
2016年度実績

たくさんのご寄附ありがとうございます。

町田市ホームページ

　ふるさと納税は、「納税」という言葉を使っていますが、応援したい自治体への「寄附金」のことです。「ふるさと」=「応援したい自治体」であり、市民の皆
さんも町田市へふるさと納税ができます。また、2000円を超える寄附をした場合に、手続きをすることで寄附金額のうち2000円を超える一定限度の金
額が、所得税や個人住民税から控除されます。市民の皆さんが寄附を通じて市政に参加していただけるよう、以下の使い道をご用意しています。

あなたはどの使い道を選びますか？町田市のふるさと納税
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1　職員数等
（１）職員数（各年度４月１日現在）

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300（人）

2016年度

2017年度

2873人 62人 180人 合計 3115人

合計 3089人2869人 83人83人 137人137人

2018年度 合計 3089人2874人 100人100人 115人115人

常勤職員 再任用常勤職員 再任用短時間職員

（注）�職員数には、地方自治法により東京都から町田市に派遣されている職員及び市費負担の指導
主事等を含み、南多摩斎場組合等の一部事務組合への派遣者等は除いています。

（２）職員構成（20１8年４月１日現在）

一般行政職
1703人
55.13%

企業職
659人

21.33%

税務職 174人 5.63%
福祉職 164人 5.31%

医療職
129人
4.18%

教育公務員
5人 0.16%

技能労務職
254人
8.22%

特定任期付職員
1人 0.03%

（注）
①一般行政職…以下の②から⑧以外の職員（事

務、技術等）
②税 務 職…財務部の市税担当職員及びい

きいき生活部保険年金課の保
険税担当職員

③福 祉 職…保育園等の保育士及び児童厚生員
④医 療 職…市民病院以外に勤務する医師、

保健師、薬剤師等
⑤企 業 職…地方公営企業法を全部適用す

る公営企業の職員（町田市で
は、市民病院に勤務する職員）

⑥技能労務職…自動車運転手、用務員、作業員、
給食調理員等

⑦特定任期付
職 員

…高度の専門的知識・経験を有す
る任期付職員（町田市では法制
課担当課長〔法務担当〕）

⑧教育公務員…教育委員会に勤務する指導主事
※�割合については、区分ごとに小数第３位を四捨
五入しているため合計が１00％にならない場
合があります。職員数3089人（20１8年４月１日現在）

2　職員の給与
　東京都及び国の給与等については東京都から通知のあった数値を使っています。
（１）人件費（20１7年度普通会計決算）

歳出総額（A） 実質収支 人件費（B） 人件費率
（B/A）

（参考）20１6年度の
人件費率

１４8１億４0４0万円 ４6億97３万円 2１３億5972万円 １４.４% １5.5%

（注）�①人件費とは、一般職員に支給される給与と市長や議員など特別職の給料・報酬・手当等の経
費の合計です。

　　②普通会計とは、一般会計と特別会計を基に全国統一基準で再構成した会計です。

（２）平均給料月額（20１8年４月１日現在）

31万4490円（41.5歳）31万4490円（41.5歳）

33万6556円（52.5歳）33万6556円（52.5歳）

31万4430円（41.2歳）31万4430円（41.2歳）

29万2009円（49.7歳）29万2009円（49.7歳）

20万円 25万円 30万円 35万円

技能労務職

一般行政職

※（　）内は平均年齢町田市 東京都

（３）経験年数別・学歴別平均給料月額（20１8年４月１日現在）

区 分
経験年数

１0年 １5年 20年

一般行政職
大学卒 26万5４68円 ３１万１926円 ３４万72４３円
高校卒 2１万7４00円 － －

技能労務職 全学歴 － － 27万7１00円
（注）�経験年数：学校卒業後ただちに市職員に採用された者は、その在職年数をいい、その他の職員

については、それぞれ職歴等の年数を一定の基準により在職年数として換算し、市職員に採用
後の在職年数を加算したものです。

（４）期末・勤勉手当

区 分
町 田 市 東 京 都 国

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
20１7年
6月期

１.075月分
（0.525月分）

0.900月分
（0.４25月分）

１.225月分
（0.65月分）

0.95月分
（0.４5月分）

１.225月分
（0.65月分）

0.90月分
（0.４25月分）

20１7年
１2月期

１.225月分
（0.675月分）

１.000月分
（0.４75月分）

１.３75月分
（0.80月分）

0.95月分
（0.４5月分）

１.３75月分
（0.80月分）

0.90月分
（0.４25月分）

20１8年
３月期

0.３00月分
（0.25月分）

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

計 2.600月分
（１.４5月分）

１.900月分
（0.900月分）

2.60月分
（１.４5月分）

１.90月分
（0.90月分）

2.60月分
（１.４5月分）

１.80月分
（0.85月分）

職務段階に
よる加算 有 有 有

（注）①一般職員の例です｡
②（���）内は、再任用職員に係る支給割合です｡

2017年度 人事行政の運営等の状況を公表します
問職員課☎７２４・２１99町田市の職員数、給与、勤務条件等の状況についてお知らせします。詳細は町田市ホームページでご覧いただけます。

（５）退職手当（20１8年４月１日現在）

区 分 町 田 市 東 京 都 国
普通退職 定年退職等 普通退職 定年退職等 普通退職 定年退職等

勤続20年 2３.0月分 2３.0月分 2３.0月分 2３.0月分 １9.6695月分 2４.586875月分
勤続25年 ３0.5月分 ３0.5月分 ３0.5月分 ３0.5月分 28.0３95月分 ３３.27075月分
勤続３5年 ４３.0月分 ４３.0月分 ４３.0月分 ４３.0月分 ３9.7575月分 ４7.709月分
最高限度 ４３.0月分 ４３.0月分 ４３.0月分 ４３.0月分 ４7.709月分 ４7.709月分

加算措置 定年前早期退職特例措置
（2％～20％加算）

定年前早期退職特例措置
（2％～20％加算）

定年前早期退職特例措置
（2％～４5％加算）

（６）主な職種別の職員の平均年収比較表
20１6年度 20１7年度

職 種 人数（人） 平均年収（円） 平均年齢 人数（人） 平均年収（円） 平均年齢
一般事務等 １295� 698万 ３9.8歳� １３08� 695万 ４0.2歳�
土木技術 １26� 7３8万 ４１.9歳� １27� 725万 ４2.2歳�
建築技術 6１� 68３万 ３8.３歳� 6１� 665万 ３9.5歳�
機械技術 ４0� 698万 ４４.0歳� ４2� 69３万 ４４.6歳�
電気技術 ４7� 775万 ４5.6歳� ４6� 779万 ４6.１歳�
保育士 95� 677万 ４0.４歳� １00� 667万 ４0.４歳�

医師･歯科医師 86� １525万 ４１.6歳� 76� １566万 ４１.8歳�
保健師･看護師等 ４１5� 678万 ３7.４歳� ４29� 680万 ３7.7歳�
自動車運転 98� 7３４万 50.１歳� 95� 7１2万 5１.１歳�
一般作業 ３5� 7３2万 ４9.5歳� ３5� 725万 50.5歳�
給食調理 ４9� 706万 5１.2歳� 52� 7１7万 52.１歳�
一般用務 ３１� 709万 55.5歳� 29� 690万 56.2歳�

（平均年齢は十進法）
※�平均年収は、その年度の支給額をもとに算出しています。育児休業等により支給がない職員は、
算出から除いています。
※�平均年収は、給料、諸手当（扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当等）及び期
末・勤勉手当を合計したものです。退職手当は含みません。
※�平均年齢は、その年度の４月１日現在の在職職員の平均年齢です。

（参考）給与の種類とその内容

給��与

毎月決まって
支給されるも
の

給料…給料表に定める額
扶養手当…�子9000円、配偶者6000円、その他の親族6000円
地域手当…�民間における賃金や物価等に関する事情を考慮して支給され

る手当で、給料、扶養手当、管理職手当の合計額の１6％
住居手当…�３5歳未満で借家居住の場合に限り、１万5000円を支給
通勤手当…�交通機関利用者→運賃相当額、交通用具使用者→通勤距離に

応じて支給
その他…�管理職手当等

勤務した実績
に応じて支給
されるもの

特殊勤務手当…�著しく危険、不快、不健康など特殊な業務に従事した場合
に支給

その他…�時間外勤務手当等
臨時に支給さ
れるもの

期末・勤勉手当…�賞与に相当する手当
退職手当…�退職のときに支給される一時金

3　特別職の報酬等
区 分 市長、副市長 議長、副議長、議員

報酬等の月額
（20１8年４月１日現在)

（給料)
市　長� １06万円
副市長� 90万円

（報酬）
議　長� 6４万円
副議長� 58万円
議　員� 55万円

期末手当
(20１7年度支給割合)

20１7年��6月期� １.975月分
20１7年１2月期� 2.１25月分
20１8年��３月期� 0.４0月分
支給割合　合計� ４.50月分

20１7年��6月期� 2.１0月分
20１7年１2月期� 2.４0月分
20１8年��３月期� 0.４0月分
支給割合　合計� ４.90月分

※市長、副市長については条例の定めにより退職手当が支給されます。

4　職員の勤務時間その他の勤務条件
（１）勤務時間・休憩時間
　職員の勤務時間については、条例等により次のように定めています。ただし、業務
上必要があると認める場合等は、異なる勤務時間を割り振ることがあります。

勤務時間 休憩時間勤務時間 始業時刻 終業時刻
１週間あたり
３8時間４5分 午前8時20分 午後5時5分 正午～午後１時の１時間

（２）休暇制度の概要
　職員に付与される年次休暇は、１年度につき２０日となっています。年次休暇以外
の休暇等については、町田市ホームページでご覧いただけます。

5　職員の分限及び懲戒処分
　分限処分は、公務の能率の維持並びに適正な運営の確保という観点から行われる
処分で、地方公務員法第２８条に規定されているものです。
　懲戒処分は、職員の非違行為に対して、職場の秩序維持・回復を目的として行われ
る処分で、地方公務員法第２９条に規定されているものです。
（１）分限処分	 （2）懲戒処分

種　　類 延べ件数 人 数 種　　類 延べ件数
免　　職 0件 0人 免　　職 0件
降　　任 0件 0人 停　　職 0件
病気休職 １59件 5１人 減　　給 １件
刑事休職 0件 0人 戒　　告 6件
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エフエムさがみ 83.9MHz　「東京町田インフォメーション」で町田の情報を放送中

米空母艦載機による　航空機騒音の解消等を要請
問企画政策課☎７２４・２１０３

無料で顔写真を撮影します！
「まちカフェ！」にマイナンバーカードの申請窓口を開設

問市民課☎８６０・６１９５

　米空母艦載機の騒音について、
昨年度、市に寄せられた苦情は
９３１件にのぼり、市民生活に重大
な影響を及ぼしています。
　１日も早く騒音問題の抜本的解
決が図られるよう、市は、神奈川県
及び厚木基地周辺市とともに、１０
月２５日に内閣総理大臣、駐日米国

大使、在日米海軍司令官らに対し、
航空機騒音の解消等を要請しまし
た。
　今後も引き続き、厚木基地周辺
の自治体と連携し、国と米軍に対
し、騒音解消に向けて、粘り強く要
請していきます。

　１２月２日に市庁舎で開催する
「まちカフェ！」に、マイナンバー
カード（個人番号カード）申請のた
めの特設窓口を開設します。
　窓口には申請書を用意し、顔写
真の無料撮影コーナーも設営しま
す。手ぶらでおいでいただいても、
その場ですぐにカードの申請をす
ることができます。
　マイナンバーカードは身分証明
書として利用できるほか、コンビ
ニで住民票を取得することができ

るなど、非常
に 便 利 な カ
ードです。ま
だ お 持 ち で
ない方は、ぜ
ひ こ の 機 会
に お 申 し 込
み下さい。
日１２月２日
㈰午前１０時
～午後４時
場市庁舎

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１４２

　北風とともに冬鳥のジョウビタキ
がやってきました。冬越しのための
テリトリー争いも一段落しました。
広袴不動尊のイチョウも色づき始
め、冷たい雨が降るようになりまし
た。この季節、生物も人も冬支度で
す。
　さて、先月末の２９日に、港区高輪
にある（公財）日本ユニセフ協会で、
日 本 型「 子 ど も に や さ し い ま ち

（CFC）モデル 検証作業記念フォー
ラム」が開催され、パネリストの一人
として参加しました。
　CFCは、Child　Friendly　Cities 
の略ですが、主唱者のユニセフ（国連
児童基金）は、世界的規模での児童の
保護や福祉などのための活動の一環
として、CFCの基準を定めてそれに
従って、行政、特に市町村が施策を進
めていくことを援助、促進していま
す。
　検証に当たって、日本型「子どもに
やさしいまち」への取り組みのユニ
セフとしての考え方、理念をもとに、

「子どもの参画」「子どもの人権を保
障する施策」「子どもに関する予算」
など１０項目を定め、それぞれ具体的
なチェックリストに従って評価をし
ていくことになります。
　言い換えると、今年から２年間を
かけて、子どもにやさしいまちとは
何か、モデル都市を決めてそれを検

証しようというものです。その検証
モデル都市（５都市）として、北海道
ニセコ町や奈良市などとともに町田
市が選ばれました。これは、これまで
の町田市の子ども施策が「子どもに
やさしいまち」として評価されたた
めだと自賛をしております。
　シンポジウムの翌日には、ユニセ
フ民間協力渉外局副局長のアンドレ
・フランコ氏が町田市を訪問し、現
状の当市の子ども施策についてヒア
リングをした後、町田第四小学校で
の５年生の英語授業と子どもセンタ
ー「まあち」を視察しました。視察後
のフランコ氏の感想としては、大変
評価しうる取り組みであるとのお話
でした。
　町田市としては、ユニセフの考え
方なども参考に、市民の皆様に広く
理解を得られる子ども施策をさらに
進めてゆきたいと思います。

当日はマイナちゃんが
会場に遊びに来ます！

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日
医事事務

（任期付き）
※任期は３年

いずれも
若干名

民間企業等において病院医事業
務に関する職務経験を３年以上
有する方

○郵送受付＝１２月３日
㈪～２０１９年１月７日㈪

（必着）

○持込受付＝２０１９年
１月４日㈮、７日㈪、いず
れも午後５時まで

○試験日＝２０１９年１
月２６日㈯

２０１９年
４月１日

医療ソーシャル
ワーカー

１９８３（昭和５８）年４月２日以降
に生まれた、社会福祉士の資格
を有する、または２０１９（平成
３１）年春までに取得見込みの方

理学療法士
１９８３（昭和５８）年４月２日以降
に生まれた、理学療法士の資格
を有する、または２０１９（平成
３１）年春までに取得見込みの方

看護師
１９８３（昭和５８）年４月２日以降
に生まれた、看護師の資格を有
する、または２０１９（平成３１）年
春までに取得見込みの方

※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／受験資格、採用条件等は実施要項を十分に確認して下さい

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）

　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。
　１２月２日に市庁舎で開催する

「まちカフェ！」に、「知ろう！考え
よう！公共施設のより良いかた

ち」を出展します。巨大ジェンガク
イズやオリジナル缶バッジ作成、
パネル展示等、大人から子どもま
で楽しめる企画を用意していま
す。
　公共施設について、やさしく、楽
しく、分かりやすく紹介しますの
で、ぜひお立ち寄り下さい。

日１２月２日㈰午前１０時～午後４時
場市庁舎

公共施設の未来を一緒に考えていきましょう。
ご意見は企画政策課（遍ｍｃｉｔｙ３２７０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）で受け付けています。

問企画政策課☎724・2103未来の場
かたち

⑪みんなでつくる

知ろう！考えよう！公共施設のより良いかたち
「まちカフェ！」に出展します

2018年7月～9月の航空機騒音測定結果（速報値）
問環境保全課☎７２４・２７１１市HP 航空機騒音測定結果  検索

2018年7月～9月の航空機騒音苦情受付件数
問企画政策課☎７２４・２１０３市HP 航空機騒音苦情件数  検索

測定場所 測定月
騒音発生回数（回） 月間最高

音（ｄＢ）７０～７９
ｄＢ

８０～８９
ｄＢ

９０～９９
ｄＢ

１００ｄＢ
以上 合　計

本町田東小学校
７月 ５１ ３ ０ ０ ５４ ８０.５ 
８月 ８５ ２ ０ ０ ８７ ８３.３ 
９月 ５９ ５ ０ ０ ６４ ８３.４ 

小山小学校
７月 ２２６ １５ ０ ０ ２４１ ８９.７ 
８月 ２１８ ４ ０ ０ ２２２ ８３.７ 
９月 ２１２ ６ ０ ０ ２１８ ８７.５ 

町田第五小学校
７月 ７３ １０ ０ ０ ８３ ８５.３ 
８月 １４５ １３ ０ ０ １５８ ８３.３ 
９月 ７９ ９ ０ ０ ８８ ８４.３ 

忠生第三小学校
７月 ５５ １ ０ ０ ５６ ８０.３ 
８月 ２０ １ ０ ０ ２１ ８０.６ 
９月 ４４ ２ ０ ０ ４６ ８３.７ 

南中学校
７月 １９ １ ０ ０ ２０ ８１.３ 
８月 ２４ ３ ０ ０ ２７ ８４.６ 
９月 ２８ ０ ０ ０ ２８ ７９.４ 

※ 発生回数は、７０ｄＢ(デシベル)以上の騒音が５秒以上継続した回数です／音の目安は、
７０ｄＢ…新幹線の車内、８０ｄＢ…航空機の機内、９０ｄＢ…騒々しい工場内、大声による独
唱、１００ｄＢ…電車通過時のガード下の最大値

　7月～９月に頂いた苦情の件数は右
下表のとおりです。
　市では、騒音解消に向けて国・米軍
に対し要請活動を行っており、今後
も粘り強く要請を行ってまいります。
皆さんから頂いた苦情は、国や米軍
へ伝えるほか、要請の際の資料とし
て活用しています。苦情は企画政策

課・環境保全課で電話受付しているほ
か、Eメール（遍mcity４7０@city.mach
ida.tokyo.jp）でも受け付けています。
なお、具体的な被害状況を把握するた
め、苦情をお受けす
る際に、お住まいの町
名、騒音の発生時間を
お聞きしています。

月 件　数
７月 ２８件
８月 １３件
９月 １９件

パネル展示

オリジナル缶バッジ作成

巨大ジェンガクイズ

ユニセフ民間協力渉外局副局長のアンドレ・フランコ氏
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目的の委員会が設置されるのは、
都内初です。同委員会では、警察と
の情報共有や、連携した取り組み
について協議していきます。

空き巣・車上ねらいに 
注意して下さい 　

　最近、市内で空き巣や車上ねら
いが多発しています。これから年
末にかけて、犯罪の発生が多くな
ってきます。日ごろから防犯対策
を行い、被害に遭わないように気
をつけましょう。
○空き巣　空き巣の犯人は、必ず
下見をすると言われています。町
内会での防犯パトロールや、見守
り・声掛け活動を行い、地域で犯罪
を起こさせないようにしましょ
う。また、空き巣は、侵入しやすい
家を探しています。短時間の外出
でも鍵をかけ、窓には防犯フィル
ムを貼るなど、ご自宅の防犯対策
の強化をお願いします。
○車上ねらい　工事現場や駐車場
に止めてある自動車から、金品や
工具などが盗まれる被害が多発し
ています。窓を割って侵入する手
口が多く、防犯フィルムを貼ると
ともに、車の外から見える場所に
は、貴重品を置いたままにしない
ようにしましょう。

被災地へ職員を派遣しています
問職員課☎７２４・２１９９

２０１９年４月　新たに小規模保育所が１０園開所します！
問子育て推進課☎７２４・４４６７

振り込め詐欺等の身の回りの犯罪被害にご注意を！
問市民生活安全課☎７２４・４００３

「道路通報アプリ・みちピカ町田くん」

通報できる項目が増えました
問道路管理課☎７２４・３２５７

２０１９年度学童保育クラブ入会案内
問児童青少年課☎７２４・２１８２

　市では、被災地の一日も早い復興に向けて、また、現地での経験を今
後の施策に生かすため、職員を派遣しています。被災地への直近の職員
派遣状況（11月15日現在）をお知らせします。

　詳細は各園にお問い合わせ下さ
い。３歳児以降の進級先等は、冊子
「町田市認可の小規模保育所」（ま

ちだ子育てサイトでダ
ウンロード）でご確認
下さい。

　市内で今年発生している振り込
め詐欺等（特殊詐欺）の被害は、９
月３０日現在で、被害件数1２２件
（昨年同期比＋４０件）、被害総額は
約1億７６００万円となっています。

訴訟のハガキ、 
届いていませんか？ 

それは、詐欺です

　最近、市内で法務省や裁判所等
をかたり、「料金の未納があるため
このままでは裁判になる」等と記
載されたハガキが届く詐欺が多発
しています。裁判所から裁判に関
する通達が、ハガキで届くことは
ありません。記載された連絡先に
は電話をかけないで下さい。
　振り込め詐欺は、1本の電話か
ら始まります。犯人からの電話に
出ないように、自宅の電話は在宅
中も留守番電話に設定し、相手を
確認する等の対策をしましょう。
ご家族やご近所の高齢者にも、注
意喚起をお願いします。
　身に覚えのないハガキが届いた
り、不審な電話がかかってきたら
11０番通報または町田警察署（☎
７２２・０11０）、南大沢警察署（☎
０４２・６5３・０11０）に連絡して下
さい。

都内初！ 
地域と警察が連携し、 
振り込め詐欺を根絶

　

　振り込め詐欺等の特殊詐欺の被
害を防止するため、鶴川地区協議
会に特殊詐欺防止委員会が設置さ
れました。1０月1８日には、鶴川地
区協議会と町田警察署による共同
宣言調印式が行われました。地域
団体が主体となって、このような

　「道路通報アプリ・みちピカ町田
くん」は、スマートフォンのカメラ
機能とＧＰＳ機能を利用し、道路関
連の不具合をメールで通報できる
ものです。
　市では、通報いただいた「道路が
ひび割れている」「街路灯がついて
いない」「カーブミラーが壊れてい
る」等の不具合の早期改善に努め
ています。
　このたび、道路と同じく身近な
公園施設の遊具・園内灯等と、住所
を示す街区表示板の不具合につい
ても、手軽に情報提供いただける
よう、アプリの通報項目を増やし

ました。
　市民や通行者から寄せられる道
路・公園・街区表示板の不具合に関
する情報は、公共施設を管理する
上での貴重な情報源となっていま
す。発見した際には、「道路通報ア
プリ・みちピカ町田くん」の積極的
な利用をお願いします。

　学童保育クラブでは、就労等の理
由で保護者が昼間家庭にいない世帯
の児童をお預かりしています。児童
1人で通うことを基本とします。
※保育中に医療行為を必要とする児
童は入会できません。
対市内在住の小学1～３年生（障がい
のある児童は６年生まで）
保育時間下校時～午後６時（土曜日・
学校休業期間〔夏休み等〕は、午前８
時３０分～午後６時）、特別保育（延長
保育）を利用する場合は、下校時～午
後７時（土曜日及び学校休業期間〔夏
休み等〕は、午前８時～午後７時）
※日曜日、祝休日、年末年始はお休み
です。
※入会を受け付けている学童保育ク
ラブについては、まちだ子育てサイ
ト、または入会要項をご覧下さい。

【育成料】
費1人1か月９０００円
※世帯の所得に応じた減額・免除の

制度があります（特別育成料を除
く）。
※特別保育利用時は、特別育成料と
して1人日額5００円（月額上限２０００
円）が必要です。
※各学童保育クラブで育成料の他
に、おやつ代や父母会費等の負担が
あります。

【入会の受け付け】
　学童保育クラブの入会申請は毎年
度必要です。新規に入会を希望する
方は、申請書・必要書類をお持ちのう
え、受付日時に直接受付会場へおい
で下さい（下表参照）。継続して入会
を希望する方は、各学童保育クラブ
で配布される案内をご確認下さい。
※入会要項・申請書は各学童保育ク
ラブ、各子どもセンター、小山市民セ
ンター、忠生市民センター、南市民セ
ンター、児童青少年課（市庁舎２階）
で配布しています（まちだ子育てサ
イトでダウンロードも可）。
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アプリのダウンロードはこちらから

ｉＰｈｏｎｅを
お使いの方

Ａｎｄｒｏｉｄを
お使いの方

災害名 派遣先 業務内容 派遣期間 人　数

東日本大震災 気仙沼市
（宮城県）

漁港施設等の災害復旧事業 ４月～2019年
３月

1人
下水道管等の災害復旧業務 1人

平成３0年7月
豪雨

倉敷市�
（岡山県）避難所運営支援 9日間（８月） ３人

坂町�
（広島県）

家庭訪問による健康状態の
把握及び健康相談等

①６日間（８月） 各４人②６日間（８月）
海田町�
（広島県）

災害報告書等の作成関連業
務 ８日間（10月） 2人

申込受付日程表
日　程 受付時間 会　場

2019年

1月7日㈪ 午後2時～7時 小山市民センター

1月８日㈫ 午後2時～7時 子どもセンターつるっこ
午後４時～7時 子どもセンターぱお

1月9日㈬ 午後2時～7時 忠生市民センター
1月10日㈭ 午後2時～7時 南市民センター
1月11日㈮ 午前9時～午後7時

市庁舎2階会議室2-21月12日㈯ 午前9時～午後４時３0分
1月1３日㈰ 午前9時～午後４時３0分

※先着順ではありません。
※�入会要件により必要書類が異なります。入会要項を確認のうえ、不明な点はお問い合
わせ下さい。
※�上記表の受付期間後も児童青少年課で随時受け付けをしますが、原則、空き待ちとな
ります。
※受付会場は混雑するため、時間帯によってはお待ちいただくことがあります。

地域 保育園名（仮称） 所在地 定員 0歳 1歳 2歳 問い合わせ先

町田

つながりづくり
保育園・原町田Ａ

原町田5-5
19 ６ ６ 7 正和学園開園

準備室☎８50
・８955つながりづくり

保育園・原町田Ｂ 19 9 10

さくらんぼ 森野1-7-11�パレス石
川1階 19 9 10 きそ幼稚園☎722・51４４

鶴川
東平ひなぎく 大蔵町5002-2�鶴川メ

ディカルモール202 19 ６ ６ 7 東平しらゆり
保育園☎7３６
・227６東平なでしこ 大蔵町5002-2�鶴川メ

ディカルモール20３ 19 9 10

南

高ヶ坂なかよし 高ヶ坂5-2６-1 19 9 10 高ヶ坂幼稚園
☎72８・0３21成瀬なかよし 南成瀬４-10-４ 19 9 10

もりのこ第一
鶴間1-1６-1

19 ６ ６ 7 こびとのもり
保育園☎８50
・5４2３もりのこ第ニ 19 9 10

成瀬フェリシア 南成瀬5-1-12�SKビル
1階 19 ３ ８ ８

鶴川幼稚園鶴
川女子短期大
学附属☎0４４
・9８８・４07４

鶴川地区協議会と町田警察署による共
同宣言調印式の様子
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お知らせお知らせ
町田市民文化祭　春の催し

出 品 者 募 集
　２０１９年２月２３日㈯～３月３日㈰に
国際版画美術館で開催する「第４４回
町田市民美術展」（無審査制）の展示
作品を募集します。
対市内在住、在勤、在学、または市内
に美術活動拠点がある１８歳以上の
方
展示内容絵画・デザイン・版画・彫刻
部門、手芸・工芸・写真部門、書道部門
費１部門４０００円
申２０１９年１月２０日まで（消印有
効）。
※詳細は出品規定（各市民センター、
各市立図書館、生涯学習センター等
で配布）をご覧下さい。
※内容や出品規定については、町田
市民美術展事務局（町田市美術協会）
〔☎０９０・２５５２・０６９０〕へお問い合
わせ下さい。
問文化振興課☎７２４・２１８４

風しん抗体検査と予防接種の 
補助対象者を拡充しました
　これまで、妊娠を予定または希望
する女性のみが補助対象となってい
ましたが、補助の対象者を拡充しま
した。
　条件等の詳細は、町田市ホームペ
ージ、または、まちだ子育てサイトを
ご覧下さい。
対①妊娠を予定または希望する女性
及び配偶者等同居者②妊婦の配偶者
等同居者
申医療機関へ直接申し込み。
問保健予防課☎７２４・４２３９

市 庁 舎 を パ ー プ ル に 
ラ イ ト ア ッ プ し ま す
　女性に対する暴力根絶運動のシン
ボルマークであるパープルリボンに

ちなんで、「女性に対する暴力をなく
す運動」期間中（１１月１２日～２５日）
に、市庁舎をパープルにライトアッ
プします。
　このライトアップには、女性に対
するあらゆる暴力の根絶を広く呼び
かけるとともに、被害者に対して「ひ
とりで悩まず、まずは相談をして下
さい」というメッセージが込められ
ています。
日１１月２１日㈬午後６時３０分～９時
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８
鶴間公園の

指定管理者を募集します
　市では、南町田拠点創出まちづく
りプロジェクトの一環として整備す
る市の都市公園施設である、鶴間公
園を管理運営できる指定管理者を募
集します。
対都市公園またはこれに類する施設
における管理業務の実績を有する法
人またはその他の団体
指定期間２０１９年１１月１日～２０２９
年３月３１日（９年５か月）
※５年度経過時に中間評価がありま
す。
申必要資料（募集要項に記載）をお持
ちのうえ、直接公園緑地課（市庁舎８
階）へ。
※募集要項は町田市ホームページで
ダウンロードできます。
問公園緑地課☎７２４・４３９７

催し・講座催し・講座
家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日１２月２日㈰午後２時～４時
場ふれあい桜館
内車椅子・杖・歩行器等の、特徴・選び
方・使用の際の注意点について講義
・体験を通して学ぶ
定２０人（申し込み順）

申電話で忠生第１高齢者支援センタ
ー（☎７９７・８０３２）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

忠生市民センターまつり
日１１月１７日㈯、１８日㈰、午前１０時
～午後４時３０分
場同センター
※駐車場に限りがあります。
内展示・即売の部（パンフラワー、書
道、絵手紙、木彫り、パッチワーク、バ
ザー等）、舞台発表の部（ダンス、楽器
演奏、コーラス、詩吟、朗読、太極拳
等）、ダンスパーティーの部（１１月
１８日午後６時～９時）
問同センター☎７９１・２８０２

ふ れ あ い コ ン サ ー ト
　テノールとピアノのコンサートで
す。
対６歳以上の方
日２０１９年２月１０日㈰午後２時３０分
から
場南市民センター
曲目グノー「太陽よ昇れ」、トスティ
「暁は光と闇とを分かつ」　他（予定）
出演鳥尾匠海、上田実季　
定３００人（申し込み順）
費５００円
申１１月２７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１８１１２７Aへ。
問町田市民ホール☎７２８・４３００、町
田市南市民センター☎７９５・３１６５

三 輪 セ ン タ ー 文 化 祭
日１１月２４日㈯午前１０時～午後５時
（開会式は午後１時から）、２５日㈰午
前１０時～午後４時
場三輪コミュニティセンター
※駐車場は使用できません。
内作品展（絵画、書、写真、彫刻、手芸
等）、音楽・舞踊発表会（楽器演奏、合
唱、ダンス等）、展示即売会（地場野菜
等）
問同センター☎０４４・９８７・１９５１

消 費 生 活 セ ン タ ー
【くらしに役立つテスト教室～石け
んを知る！シンプル大掃除】
日１２月５日㈬午前１０時～正午
内キッチンを中心に石けん等を使っ
た掃除のポイントを学ぶ
講（一社）ハンドメイド石けん協会ジ

ュニアソーパー・小嶋淳子氏
定２４人（申し込み順）
費１００円
申１１月１６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１８１１１６A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。

【学習会～世界の食と農を見つめて
みよう　シルクロードの食と農】
　シルクロードの国 （々中国、モンゴ
ル、中央アジア、コーカサス）の生活
や文化を紹介しながら、世界の食と
農について考えます。
日１２月６日㈭午前１０時～正午
講桜美林大学リベラルアーツ学群特
任教授・加藤俊伸氏
定４０人（申し込み順）
申１次受付＝１１月１５日正午～午後７
時にイベシスコード１８１１１６Ｂへ／
２次受付＝１１月１６日正午～２９日に
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
またはイベシスへ。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。

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
問消費生活センター☎７２５・８８０５
生涯学習センター

あ な た が 主 役！学 ん で 
出会って　居場所づくり
　ちまたではやりの「○○カフェ」で
は、みんなで議論して、学んで、気づ
いて、豊かな暮らしのイメージをふ
くらませています。本講座では、公民
館でのカフェづくりに挑戦します。
対全回参加できる方
日１２月１４日、２１日、２０１９年１月１１
日、１８日、２月１日、いずれも金曜日
午前１０時～正午、全５回
場同センター
内「学びをとおした地域の関係づく
り」「わくわくする『場』のつくりか
た」「今求められる生涯学習センター
・公民館」、ワーク「『○○カフェ』を
調べよう」、まとめと交流会
講東京大学特任助教・荻野亮吾氏、尚
絅学院大学特任教授・松田道雄氏、東
京学芸大学非常勤講師・伊東静一氏
定３０人（申し込み順）
申１１月１５日午前９時から電話で同
センター（☎７２８・００７１）へ。

■問納税課　724・212111月は、「国民健康保険税」の納付月です ☎☎納付はお済みですか？

　本会議･委員会を下表のとおり開催します。開会時間は午前１０時です
(１１月２９日は午後１時)。

市議会のうごき
問議会事務局☎724・404912月定例会・常任委員会を開催します

※本会議・常任委員会は町田市
議会ホームページでインターネ
ット中継・録画中継をしていま
す。
　スマートフォンやタブレット
端末でもご覧いただけます。
※会議の日程・時間等は変更に
なることがあります。

議会を傍聴しましょう

Ｔｗｉｔｔｅｒアカウント名＝町田市
議会（町田市公式）＠ｍａｃｈｉｄａ＿
ｇｉｋａｉ

ツイッターで情報発信

市税の納税通知書送付用封筒の広告を募集します
問市民税課☎724・３0６7

　市税納税通知書送付用封筒に広
告を掲載する事業者を募集しま
す。

【軽自動車納税通知書発送用封筒】
　軽自動車やバイクを所有してい
る方に、納税通知書を発送するた
めの封筒です。
発行部数６万２０００枚（予定）
発行期間２０１９年５月～２０２０年３
月３１日（主な使用時期は５月中旬）
募集枠数１枠（縦６．５㎝×横１５㎝、
緑の単色）
費１枠５万円

【市民税・都民税特別徴収税額決定
通知書送付用封筒】
　市民の皆さんの勤務先に税額の
通知を送付するための封筒です。

発行部数４万５０００枚（予定）
発行期間２０１９年５月～２０２０年３
月３１日（主な使用時期は５月）
募集枠数４枠（１枠あたり縦１０．２
㎝×横６．５㎝、群青の単色）
※複数枠使用できます。
費１枠４万円

◇
申申込書（町田市ホームページで
ダウンロード）に必要事項を記入
し、１２月２０日まで（必着）に直接
または郵送で市民税課（市庁舎２
階、〒１９４－８５２０、森野２－２－
２２）へ。
※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

町田市福祉のまち
づくり推進協議会
・バリアフリー部会

11月21日
㈬ 午 後3時
から

な る せ 駅 前
市 民 セ ン タ
ー第1会議室

3人
（申し込み順）

事前に電話で交通事業推
進課（☎724・4260）へ

町田市地域公共交
通会議

11月28日
㈬ 午 前9時
30分から

市庁舎3階会
議室3-1

5人
（申し込み順）

事前に電話で交通事業推
進課（☎724・4260）へ

本会議･常任委員会日程（予定）
月 日 曜日 内　　　　容

11 29 木 本会議(提案理由説明）
30 金 議案説明会・全員協議会

12

4 火

本会議(一般質問)
5 水
6 木
7 金
10 月
11 火 本会議(質疑)

12 水 文教社会常任委員会･建設
常任委員会

13 木 総務常任委員会・健康福祉
常任委員会

14 金 常任委員会予備日
21 金 本会議(表決)
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これであなたも検索上手！
図 書 館 入 門 講 座

【検索集中講座】
　本の検索で悩んでいませんか。館
内検索機やホームページでの検索方
法・コツ等を説明します。
対市内在住、在勤、在学の１５歳以上
の方（中学生を除く）
日１２月１７日㈪午後１時～３時
場中央図書館
定１０人（申し込み順）
申１１月２０日午前１０時から直接また
は電話で同館４階メインカウンター
（☎７２８・８２２０）へ（２人まで申し込
み可）。
さがまちカレッジ

講 座 受 講 者 募 集
【特別講座　こども体験講座～手作
り豆絵本で英語を学ぼう！】
　英語の絵本を作って、ネイティブ
の先生と楽しく英語を学びましょ
う。英語が初めての方でも参加でき
ます。
対小学生
日１２月２２日㈯、午後１時～１時４５
分、午後２時～２時４５分（各回とも同
一内容）
場相模女子大学（相模原市）
講相模女子大学学芸学部准教授・中
村ジェニス氏、池下花恵氏
定各１５人（抽選）
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、１２月２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）。
※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）。
※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

食 育 ツ ー リ ズ ム
【親子で牛の乳しぼり体験＆まちだ
名産品を使った味

み

噌
そ

グラタンを作ろ
う】
　食への関心を高め、食に対する感
謝の心を育むことを目的とした、農
業と商業の協働の取り組みです。牛
の乳しぼり体験やバター作り、味噌
ソムリエによる調理実習、さまざま
な味噌の食べ比べを行います。
対市内在住の３歳～中学生とその保
護者（親子参加必須）
日１２月８日㈯午前９時～午後３時、集
合はＪＲ横浜線相原駅西口広場、解散
はＪＲ横浜線町田駅周辺
※専用バスで移動します。
場北島牧場（相模原市）、東京みるく
工房ぴゅあ（相原町）、忠生市民セン
ター
定２４人（申し込み順）
費１人２０００円（各種体験費、食材費、
バター制作キット代、保険料）
申参加者住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・生年月日・性別を明記し、ＦＡＸで
町田ツーリストギャラリー（返８５０・
９３１２）へ（町田市観光コンベンション
協会ホームページで申し込みも可）。
問同ギャラリー☎８５０・９３１１（受付
時間＝午前１０時～午後７時）、町田市
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１１月２９日㈭午前１０時１５分～１１
時１５分（受け付け＝午前１０時～１０
時１５分）
場南地域子育て相談センター（金森
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

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１２月８日㈯、２２日㈯、午
後１時～５時（１人１時間）
定各４人（申し込み順）

【町田創業～ファーストステップセ
ミナー】
日①１２月５日㈬午後２時～３時３０分
②１２月５日㈬午後３時４５分～５時１５
分③１２月１１日㈫午後２時～３時３０
分④１２月１１日㈫午後３時４５分～５
時１５分
内①人材育成～雇用する前から知っ
ておきたい！実例から学ぶ従業員と
のトラブルを避ける方法②販路開拓
～町田市の統計を使った販路開拓手
法を知ろう③経営～創業当初から行
う「ブランディング」を知ろう④財務
～確定申告のポイントについて知ろ
う
講①みゆき社会保険労務士事務所代
表・栗原深雪氏②（株）ウィルパート
ナーズ中小企業診断士・馬場郁夫氏
③（株）コマキ・アンド・カンパニー代
表取締役　小巻朱美氏④税理士法人
春日会計事務所代表税理士・春日佑
介氏
定各３０人（申し込み順）

◇
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
申同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・２１２９
町田からはじめる

働き方改革推進セミナー
対中小規模事業主及び労働者
日１１月２８日㈬午後６時～８時３０分
場町田市民フォーラム
内労働基準法の改正点、人材確保の

対策、働き方改革に係る各種助成金、
労働時間短縮・生産性向上に向けた
マネジメント
講三井住友海上火災保険（株）経営サ
ポートセンター経営リスクアドバイ
ザー・五十嵐朋人氏　他
定１８０人（申し込み順）
申チラシ裏面の受講申込票（町田商
工会議所等に有り、町田市ホームペ
ージでダウンロードも可）に必要事
項を記入し、ＦＡＸで八王子労働基準
監督署町田支署（返７２４・００７１）へ。
※セミナーの詳細は、同監督署町田
支署（☎７１８・８６１０）へお問い合わ
せ下さい。
問産業政策課☎７２４・２１２９

分譲マンション管理に 
関 す る 相 談 会
　マンション管理士が相談に応じま
す。
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日１２月１２日㈬午後１時３０分～４時
※相談時間は１組３０分です。
場市庁舎
講（一社）東京都マンション管理士会
町田・たま支部
定４組（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。
犬と楽しく暮らすための

基 礎 講 座
対犬を初めて飼育する方、これから
飼育を考えている方
日１２月１２日㈬午後２時～４時
場町田市保健所（中町庁舎）
内犬のしつけ、飼育マナー等
講町田市獣医師会、スマイルドッグ
クラブ
定４０人（申し込み順）
申１１月１６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１８１１１６Ｄへ。
問生活衛生課☎７２２・６７２７

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＝１８０２２８Ａ、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

１２月７日、１月１１日㈮
午後１時３０分～４時

妊娠中の過ごし方、歯
の衛生等

保健予防課
地域保健係
☎７２５･５１２７

１２月１４日、１月１８日㈮ 分娩経過とリラックス
法等

Ｂコース １２月２２日、１月２６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 １２月１０日㈪、２５日㈫、１月１５日㈫、
２８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 １２月３日、１月７日㈪
子どもセンターばあん １２月１４日、１月１１日㈮
忠生保健センター １２月１７日㈪、１月２２日㈫
小山市民センター １月９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 １２月６日、１３日、２０日、２７日、１月１０
日、１７日、２４日、３１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 １２月２０日、１月２４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＝１８０３１４Ｓ、後期＝１８０３１４
Ｋ、幼児食＝１８０３１４Ｙへ

４～６か月児
の保護者

健康福祉会館 初期
１２月６日㈭、１月１０日㈭、
２１日㈪ 午前１０時５分～１１時４５分 離乳食の話と試食

鶴川保健センター １２月１８日㈫ 午後１時４０分～３時２０分
８～１０か月
児の保護者

健康福祉会館 後期 １２月１１日㈫、１月２５日㈮ 午前１０時５分～１１時４０分 離乳食後期の話と試
食、歯の話鶴川保健センター １２月１８日㈫

１歳６か月～
２歳０か月児
の親子

健康福祉会館 幼児食 １２月１２日㈬ 午前９時５５分～１１時４５分 親子遊び、幼児食の話
と試食

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

お気軽にご相談下さい　１２月、２０１９年１月の母子健康案内
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催し・講座催し・講座
町田市こどもマラソン大会で

マイボトルキャンペーン 
を 開 催 し ま す
　大会当日に、マイボトルを持参し
た方に、「こどもマラソンオリジナル
マイボトルステッカー」（３㎝×２㎝）
をプレゼントします（マイボトル１
本につき１枚、無くなり次第終了）。
マイボトル持参の方向けの無料給水
コーナーも設置します。
日１２月１日㈯午前８時３０分～午後４
時
配布・給水場所市立陸上競技場２階
コンコース総合案内所付近のマイボ
トルキャンペーンブース
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

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１２月７日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内マッチうりのしょうじょ（原作／
アンデルセン、脚本／川崎大治、画／
藤沢友一）、雪わたり（原作／宮沢賢
治、脚本／川崎大治、画／若山憲）　
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１１月１５日午前
９時から電話で同館（☎７３９・３４２０）

へ。

まちだの体力向上プロジェクト
【越部清美のボディワーク教室】
対介助の必要がなく個人で運動がで
きる６５歳以上の方
日１２月１３日、２０日、いずれも木曜日
午前１０時～１１時３０分
場特別養護老人ホーム椿
内ボディワーク、体ほぐし
講法政大学社会学部准教授・越部清
美氏
定各２０人（申し込み順）
費１００円（保険料込み）
申１１月２０日正午～１２月１１日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード１８１１２０Ａへ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
国際版画美術館

創 作 講 座・木 版 画
　基礎から説明します。
対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）
日２０１９年１月１８日～３月２２日の金
曜日、午後１時３０分～４時３０分、全
１０回
場同館
講版画家・鷲野佐知子氏
定１４人（抽選、結果は１２月１３日ごろ
郵送）
費２万円
申１１月２１日正午～１２月９日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１８１１２１Ｈへ（同

館ホームページで申し込みも可）。
問同館☎７２６・２８８９
忠生公園

定 例 自 然 観 察 会
【冬のいきもの】
日１２月２日㈰午前９時３０分～１１時
３０分（雨天中止）
場同公園
※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

まち☆ベジ冬野菜を直売
　いずれも売り切れ次第終了です。

【①日曜朝市】
　認定農業者とまちだ名産品の店が
参加し、野菜や菓子等を販売します。
日１２月２日、１６日、いずれも日曜日
午前７時３０分～８時３０分

【②ＪＡ町田市青壮年部会冬野菜市】
　市内の若手農業従事者が集合し、
採れたて野菜を販売します。
日１２月３日㈪午前１０時３０分～午後
１時３０分

【③市役所まち☆ベジ市】
　認定農業者が新鮮な野菜を販売し
ます。
日１１月１９日、１２月１７日、いずれも
月曜日午前１１時～午後１時

◇
場①教育センター駐車場②③市庁舎
前
問農業振興課☎７２４・２１６６

まちなかシネマを開催します
問産業政策課☎７２４・３２９６

　市では、大人や子どもがまちなかで楽
しく過ごせる時間、ホッとできる空間を
増やしています。
　１１月は「モンスター・ホテル」を上映し
ます。詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
※まちなかシネマはふるさと納税を活用
して実施しています。
日１１月３０日㈮午後７時から（雨天実施）
場町田ターミナルプラザ市民広場

ⓒ２01２ Sony Pictures Anima
tion Inc. All Rights Reserved.

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【親子ふれあい体操教室】
対市内在住、在園の４～６歳（２０１２年
４月２日～２０１５年１月９日生まれ）の
幼児とその保護者日２０１９年１月５日
～３月２３日の土曜日（１月１９日、２月
１６日を除く）、午前９時３０分～１１
時、全１０回定３０組（抽選）
【①よちよち親子体操教室②のびの
び親子体操教室】
対①市内在住の１歳６か月～１歳１１
か月（２０１７年１月１０日～７月９日生
まれ）の幼児とその保護者②市内在
住の２歳６か月～２歳１１か月（２０１６
年１月１０日～７月９日生まれ）の幼児
とその保護者日２０１９年１月９日～３
月１３日の水曜日、①午前９時３０分～
１０時２０分②午前１０時４０分～１１時
４０分、各全１０回定各２５組（抽選）

◇
内親子で行うレクリエーション運動
及び器具運動講同館指導スタッフ費
各４７００円申往復ハガキに必要事項
を明記し、１１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
【親子体操教室】
対市内在住、在園の２歳６か月～３歳
（２０１５年１月１０日～２０１６年７月９
日生まれ）の幼児とその保護者日
２０１９年１月９日～３月１３日の水曜
日、午前１０時～１１時、全１０回定２５
組（抽選）費４７００円
【脳トレ・軽体操いきいき講習会】

介する「ツバキ展」と、本展示に合わ
せて公募した「ツバキ・サザンカ写真
展」を開催します日①１２月５日㈬～
１０日㈪②１２月８日㈯、９日㈰場同サ
ロン①１階展示室②２階展示室
【「２０１８年　私のこの一枚写真展」
作品募集】
　２０１９年１月に開催する本展に展
示する写真を募集します定６０人（先
着順）費３００円（１人１点）写真サイズ
Ａ４申写真裏面に応募用紙を貼付の
うえ、曲がらないよう封筒などに入
れて、１２月９日午前１０時から直接同
サロンへ
●町田市自然休暇村☎０２６７・９９・
２９１２
【スキー・スノーボードツアー】
　スキー・スノーボード教室（自費）
もありますので、初心者でも安心し
て参加できます。スキー・スノーボー
ドのレンタルもできますので、受付
時にお申し込み下さい／添乗員は同
行しません。現地係員が対応します
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者日２０１９年１月１９日㈯午前７時
～２０日㈰午後５時ごろ、１泊２日、集
合は町田ターミナルプラザ、解散は
町田駅周辺（予定）宿泊先町田市自然
休暇村（長野県南佐久郡川上村）定
４０人（抽選）／最少催行人数は３５人
です費中学生以上１万８８００円、小学
生以下１万６８００円（交通費、宿泊費、
リフト代、１日目夕食～２日目昼食、
保険料含む）／旅行条件書、振込先は
申込者に別紙でご連絡します旅行企
画・実施ＪＷＴジャパンウインズツア
ー（株）、長野県知事登録第２－３９９

対市内在住、在勤、在学の４０歳以上
の方日２０１９年１月９日～３月１３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、
１１月３０日まで（消印有効）に同館へ
●相原中央公園☎７７２・１４４９
【①美大生・秋のスケッチ教室】
対市内在住、在学の小学生以上の方
日１１月２５日㈰午前１０時～午後３時
場同公園（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）定２０人（申し込み順）
【②美大生・冬の工作教室～クリスマ
ス大作戦】
対市内在住、在学の小学生日１２月２
日㈰午前１０時～午後３時場同公園内
公園内で材料の入った宝箱を探し、
中にある材料を使ってクリスマスリ
ース作り定３０人（申し込み順）

◇
講多摩美術大学生、東京造形大学生
費各３００円申①１１月２３日まで②１１
月２４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
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
【①「ツバキ・サ
ザンカ写真展」
②「ツバキ展」開
催】
　日本ツバキ協
会町田支部の出
展協力により、
写真と生花で紹

号、全国旅行協会会員・長野県旅行業
協会会員（長野県佐久市今井５３３－
１、☎０２６７・６６・１２６８〔代〕）、利用バ
ス会社＝信濃バス（長野県南佐久郡
川上村樋沢２３４）申１１月１５日午前９
時～１２月２日午後５時に、電話で自
然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ
（２０１９年１月９日以降の取り消しは
キャンセル料が必要）
●小野路宿里山交流館☎８６０・４８３５
【①柚

ゆず

ゆべし作り体験教室】
　小野路産の柚を使用して珍味を作
ります／寒風にさらして乾燥させる
ため、完成まで約１か月かかります
日１２月４日㈫午後１時～４時３０分定
１５人（申し込み順）費１人１５００円
（材料代）
【②年忘れ小野路宿寄席開催】
　同館のお座敷で、恒例の小野路宿
寄席を開催します。落語とかっぽれ
を楽しみませんか日１２月６日㈭午後
１時３０分開演、２時間程度（受け付け
は午後１時から）出演春風亭昇乃進、
萬来亭一柳、花見亭一平、桜川社中定
４０人（先着順）
【③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１２月１２日㈬
午前１０時３０分～正午定８人（申し込
み順）費１人１０００円（材料代）

◇
申①③１１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①１８１１２１Ａ③１８１１２１B
へ②直接会場へ

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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●ひなた村☎７２２・５７３６
【①クリスマスきらきらぷち陶芸】
対市内在住、在勤、在学の小学４年生
～１８歳の方日１２月２日㈰午後１時
３０分～３時内ガラスと粘土を使って
ツリーやリースの飾りを作る定１５
人（申し込み順）費２００円
【②たきび　あそび　よろこび】
対市内在住、在学の小学３～６年生日
１２月８日㈯午後１時～４時（雨天中
止）内森で枯れ枝を拾ってたき火で
パンを焼く、森で外遊び定２０人（申
し込み順）費１００円
【③ひなた村科学クラブ“ぷち”～こ
んなにちがうよ！「さとう」と「し
お」】
対市内在住、在学、在園の５歳～小学
生とその保護者（小学生は子どもの
みの参加も可）日１２月９日㈰午前１０
時～正午内見た目では分からない
「さとう」と「しお」の違いを実験で確
かめる講まちだ実験し隊定２０人（申
し込み順）費３００円

　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１２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）

◇
申①~⑤１１月１５日午前１０時から電
話でひなた村へ⑥直接会場へ⑦１２
月１日午前１０時から電話でひなた村
へ／⑦は１２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
●大地沢青少年センター☎７８２・
３８００
【親子でハイキング＆リース作り】
対市内在住、在学の小・中学生の親子
日１２月２日㈰午前１０時～午後３時場
同センター周辺／ＪＲ横浜線相原駅
西口～同センター間の無料送迎バス
を運行内草戸山で軽いハイキング、
クリスマスリースを作る定３０人（申
し込み順）費５００円申１１月１５日午

【④冬の親子竹工作～ウィンド・チャ
イム作り】
　チャイムは１組で１個作ります対
市内在住、在学の小学生とその保護
者日１２月２３日㈷午前１０時～午後３
時定１２組（申し込み順）費１組５００円
【⑤個人向け縄文体験～縄文土器作
り】
　土器は１組で１台作ります対市内
在住、在勤、在学の両日参加できる小
学４年生～１８歳の方とその保護者日
１２月１６日㈰午前９時３０分～午後４
時、２０１９年１月２７日㈰午前９時３０
分～午後１時３０分、全２回内１日目＝
縄文土器の成形、２日目＝野焼き講
東京都埋蔵文化財センター職員定
１２組（申し込み順）費１組５００円
【⑥ひなた村シアター】
日１２月１６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「すてきなクリスマス」「手
ぶくろを買いに」「３丁目物語　冬」
【⑦糸のこ教室】

前９時から電話で同センターへ
●町田市民文学館☎７３９・３４２０
【墨で描く和風の年賀状教室】
対小・中学生日１２月８日㈯午前１０時
～正午場同館内和紙と墨汁を使って
年賀状を作る講画家・青木孝子氏定
２０人（申し込み順）費２００円申１１月
１５日午前９時から電話で同館へ
●国際版画美術館☎７２６・２８８９
【子ども講座～あなただけの森をつ
くろう】
対４歳～小学６年生（未就学児１人に
つき保護者１人同伴、小学生は子ど
ものみの参加も可）日１２月２２日㈯
午後１時３０分～４時３０分場同館内フ
ロッタージュ（こすりだし）の技法で
森を描く講画家・東田理佐氏定１５組
（抽選、結果は１２月６日ごろ郵送）費
子ども１人につき５００円申１２月２日
までにイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
１８１１１３Ｈへ（同館ホームページで
申し込みも可）

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。

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5月15日号です。次回申込期間＝２月
15日～4月２０日
　申込用紙と掲載ルールは広報課（市庁舎4階）で配布しています（町
田市ホームページでダウンロードも可）。市HP 検索市民の広場
問広報課☎７２4・２1０1

いで下さい」のコーナーと、会員募集を掲載する「仲間に」があり、「おい
で下さい」は毎月15日号、「仲間に」は年２回掲載しています。
※ 活動内容の確認やトラブルの解決は、当事者間でお願いします（市は関与

していません）。また、各開催施設へのお問い合わせはご遠慮下さい。
※ 市民サークルに関しての情報は まちだ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）
ヨガ体操でスッキリ！　健康寿命を延ばしましょう １１月２２日、２９日㊍午後０時１０分から 玉川学園こすもす会館 無料 ゆったりヨガの会☎７２６・０８８８ 初心者歓迎　直接会場へ
第２２回ハワイアン＆カントリー演奏会 １１月２５日㊐午後１時３０分開場 鶴川市民センターホール 無料 成澤邦男☎０４４・３８７・２２５４ カントリーダンス＆フラ有
紙飛行機を作って楽しく飛ばそう～思い出作り １１月２５日㊐午前９時３０分～１１時 芹ヶ谷公園多目的広場 無料 高橋☎返７９３・４０３５ テブラＯＫ、雨天中止
第３回町田落語会（素人落語の会） １２月１日㊏午後２時から 生涯学習セン

ター６階視聴覚室 無料 町田落語研究会☎０９０・６１９６・８９７１ ２時間程度
東日本震災チャリティ琵琶・箏・琶・尺八演奏会 １２月２日㊐午後１時３０分～３時３０分 町田市民フォーラムホール ２５００円 中丸重子☎０９０・５８１３・８５３１　要予約 かしの木山ＮＥＸＴ主催
鬼丸昌也氏講演会　元子ども兵の自立支援活動など １２月２日㊐午前９時５０分～１１時５０分 町田市文化交流センター 無料 講演会事務局☎０７０・５５６３・４３３３ 電話応答は午前１０時～午後３時
フルートアンサンブル・エスペランサ第三回演奏会 １２月２日㊐午後１時３０分開演 ひなた村カリヨンホール 無料 エスペランサ☎７２３・３２６３
映画「徘徊ママリン８７歳の夏」認知症母娘爆笑実録 １２月４日㊋①午後２時②午後６時３０分 町田市民フォーラムホール 当日１０００円 秋山☎７２９・２２９６ 前売８００円お申込ください
慶應義塾　第４回町田三田会美術展 １２月５日～９日午前１０時～午後５時 町田市民ホールギャラリー 無料 伊藤☎７３６・３０６２ 初日は午後１時から
講演会八王子の草莽～小仏関所番落合家の活動～ １２月８日㊏午後２時～４時 町田市民フォーラム３階 ５００円 まちだ史考会・稲葉☎０９０・７８０５・５１７５ 直接会場へお越し下さい
多摩川にて室内鑑賞石を探そう会参加者募集気軽に １２月１６日㊐午前８時集合 小田急線町田駅上り待合室 交通費実費 堀泰洋☎０９０・８６８４・４７１６ 主催　武相愛石会
介護アロマ体験会（ハンドトリートメント） １２月１６日㊐午前９時３０分～正午 町田市民ホール第２会議室 ３０００円 下村☎０９０・１４２７・４５６４ どなたでも参加できます

サークル名・活動内容 活動日時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
点字サークル　ゆびたつ 毎月第１・３㊍午前または午後 町田市民フォーラム 入会無料・月１００円 三瓶☎０９０・４３７６・４７７６ テキスト代　実費
町田地図を楽しむ会　今尾恵介先生と 毎月第１・３㊌午前１０時～正午 生涯学習センター他 入会無料・月２５００円 村山☎７２３・９００８ 地図を囲み盛り上がります
シヨンの会・世界史の学習 毎月第４㊋午後１時３０分～４時 生涯学習センター他 入会無料・月１１５０円 小菅☎７２５・５２７８
女性史から学ぶ 毎月第１㊋午後１時３０分～３時３０分 生涯学習センター他 入会無料・年２０００円 畑山☎７２４・７１８０ お気軽にどうぞ
町田話し方勉強会　大勢の前で話す会 毎月第３㊏午後１時３０分～３時３０分 町田市民文学館第１会議室 入会無料・月５００円 加賀谷幸子☎７２３・３５２９ コミュニケーションの勉強
町田地域活動栄養士会 毎月第４㊏午前９時～正午 町田市民フォーラム 入会無料・月４２０円 村上☎７３５・３８５１ 子育て中・在宅栄養士歓迎
男性料理教室　クック・マスターズ 毎月第２㊌午前９時～午後３時 町田市民フォーラム３階 入会１０００円・月１０００円 橋本☎返７２５・９５０７ 会社リタイア組男性の会
男の料理教室　さるすべり会 毎月第４㊎午前９時５０分～午後２時 町田市民フォーラム 入会無料・月１５００円 鈴木☎７３５・２９３７
男の料理　キッチン２１ 毎月第２㊊午前１１時～午後２時 町田市民フォーラム調理室 入会無料・月１５００円 徳弘☎０９０・４４１７・９１６２ リタイア世代相互の親睦を
たのしい英会話 毎月第１・３㊏午前１０時～１１時３０分 玉川学園コミュニティセン

ター 入会３０００円・月３０００円 オダムラ☎７２９・３６６６　要電話予約
英会話サークル　６０歳からの英会話 月３回㊋午前１０時～正午 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 武藤☎０９０・７２０６・２７４４ ＣＤで英語の質疑応答訓練
シニア英会話サークル 毎月第１・４㊏午前１０時～１１時 玉川学園コミュニティセン

ター 入会１０００円・月２５００円 タムラ☎７２３・３４００ 要電話予約
アリス英会話・米国教師初～中級会話 月４回㊎午後７時～８時３０分 わくわくプラザ町田 入会２０００円・月３０００円 河野☎７３６・８５４８ 楽しく学びます、体験無料
ナマのイギリス英語入門（現地発） 毎月第２・４㊋午後１時～３時 生涯学習センター他 入会無料・月２０００円 クリーム・ティー☎７９７・６４８８ 見学・体験お気軽にどうぞ
英会話ディージー　初級レベル 月３回㊋午後６時３０分～８時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 菅原☎７２０・２９４８ 関連質問で英会話習得
ＥＧＥ文法は中学２・３年の初級英会話 月２回㊎午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月１５００円 ＥＧＥ渋谷☎０９０・５９９５・２２１９ 初参加の方は無料体験を！
海外旅行に役立つ英字新聞を楽しむ会 月３回㊌午前１０時～正午 なるせ駅前市民センター他 入会無料・月２７００円 進藤☎７３５・６３１７ やさしい記事もやります
かりんの会　英字新聞で世界を知る 第１・２・３㊎午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会１０００円・月３０００円 森☎０８０・８７４７・４２１１ １２月７日無料見学会要予約
中国語　宮沢賢治童話朗読会 毎月第１・３㊏午前１０時～１１時３０分 町田市民文学館第３会議室 入会無料・月２０００円 佐藤紀子☎０８０・１１０５・５６２０ １１月は休み、体験無料
スペイン語を学ぶ会“アミーゴス” 月４回㊐午前９時３０分～１１時３０分 生涯学習センター 入会無料・月３０００円 富永☎０８０・６７２５・４９２１ 見学歓迎です
書道（第一創習会）漢字かな基本から 毎月第１・３㊍午後１時３０分～３時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月２０００円 髙田☎０９０・２７６６・３１６１ 初心者体験レッスン歓迎
第二創習会　漢字かなを基本から学ぶ 毎月第２・４㊍午後１時１５分～３時１５分 生涯学習センター他 入会無料・月２０００円 井上典子☎７２７・２０９０ 初心者体験レッスン歓迎
実務書道クラブ～書道一般・ペン字 月２回㊍午後１時～３時、３時～５時 生涯学習センター 入会無料・月３５００円 中村☎０９０・２７６６・１５０６ 初めての方も！無料体験有
花月会（茶道） 毎月第２㊌午後１時～５時 つくし野コミュニティセン

ター 入会無料・月７００円 花月会☎７２６・３２９５　不在時は留守電に 見学歓迎・お気軽にどうぞ
楽楽フラワーアレンジ・一日体験も可 第２㊍午後２時または㊎午前１０時 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会１０００円・月無料 八木沢☎０９０・８０４６・５９３５　要電話 会費無料、材料費のみ
俳句初学教室 毎月第１㊊午後１時～５時 生涯学習センター他 入会無料・月１２００円 大嶋治子☎７９２・５２３３
歩み句会～初心者俳句講座生募集 毎月第１㊋午前１０時～正午 町田市民文学館他 入会無料・月１０００円 金子☎７９１・１９４７ 俳句を基礎から学びます
俳諧プラザ　俳句を学び、俳句で学ぶ 毎月第２㊏午後２時～５時 生涯学習センター他 入会無料・月１０００円 田中☎７２６・５９６４ お気軽においで下さい
たかんな句会　俳句初めての方歓迎 毎月第２㊋午後１時３０分～５時 わくわくプラザ町田 入会無料・月１０００円 白方☎７９２・２７１２ 月一度全国誌に投稿可
声を出し心と体に刺激を与う詩吟教室 月３回㊋午後１時３０分～４時 生涯学習センター 入会１０００円・月３０００円 小磯☎０８０・１０４６・３９６６ 金曜の教室も有ります
詩吟成瀬会～健康増進大の詩吟教室 毎週㊏午後７時～９時 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 宮﨑☎７２３・３７０１ ストレス解消に効果大です

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集
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市HP 暮らしに関する相談 検索暮らしに関する相談 各種相談①～⑩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

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

（19日～23日
を除く）

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
※11月16日は予約受付を行いません。
11月26日～30日分は、11月22日に予
約受付を行います。

電話で市民相談室
（☎724・2102）へ

②交通事故相談 21日、28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

16日㈮ 午後1時30分～4時 電話予約制（随時）
④国税相談 20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 27日㈫
⑥登記相談 15日㈭
⑦行政手続相談 22日㈭
⑧少年相談 27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
⑨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、ＬＧ
ＢＴ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水曜日は除く〕）

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

⑩消費生活相談 市内在住、在勤、在学の方 月～土曜日 午前9時～正午、午後1時～
4時

電話で消費生活センター（☎722・0001）へ
※来所相談、電話相談ともに随時受付
※土曜日は電話相談のみ

⑪空家に関する相談窓口（弁護士・
税理士・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
26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

サークル名・活動内容 活動日時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
詩吟愛好会～健康に良い発声の詩吟 毎週㊏午後１時３０分～４時 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 白木☎７２３・７０８４ 大きな声を出したい人歓迎
詩吟幸風会・歌謡入りなどの詩吟教室 毎週㊍午前９時３０分～正午 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 小市☎７２６・１５２８ 初心者体験歓迎です
吟詠吟成会　声の衰えを防ぐ詩吟教室 毎週㊋午後１時～３時 鶴川市民センター 入会無料・月３０００円 宮内☎７３５・６９１９ １２月内無料講習、見学随時
吟詠洋風会腹式呼吸と大声で健康増進 毎月第１～４㊎午前９時３０分～正午 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 鈴木☎７２６・５５７５ 毎回無料講習会参加大歓迎
詩吟春風会～俳句や漢詩等の吟詠教室 毎週㊌午前９時３０分～正午 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 松沢☎７２２・１０８８ 声の衰えや誤嚥に効果有り
朗読の会　ゆうゆう 月２回㊍午後１時３０分から わくわくプラザ町田他 入会５００円・月１０００円 船原☎０９０・４１３３・５８３７ 楽しく朗読を！
近代文学を読む会・感想を話し合う会 毎月第３㊌午前１０時～正午 生涯学習センター８階 入会無料・月１００円 齋藤☎７９２・４５８５ 本の好きな方男女共歓迎
ぶっく倶楽部　読書会 毎月第３㊋午後１時３０分～４時 町田市民文学館 入会無料・月無料 ぶっく倶楽部☎７２２・２８７２
原文で読む源氏物語の会 月２回㊎午後１時３０分～３時３０分 つくし野コミュニティセン

ター他 入会無料・月１０００円 德永明子☎７９６・３９５８ 御法～幻の巻読んでます
ちはや百人一首かるた会 毎月第２㊏午後１時３０分～４時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月２００円 𠮷川☎返７２２・６３７０ 初心者の方もどうぞ
秀扇会・歌謡曲で楽しく踊れる新舞踊 月１回㊌午後１時～５時 小山市民センター和室 入会無料・月２０００円 袴塚☎７７２・８６２６ 経験者、初心者も歓迎です
日本舞踊サークル　ひのきの会 月２回㊏午後１時～３時 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会２０００円・月３０００円 正木☎０７０・６５５６・１１６５ 見学・体験可
ポニアロハ　フラダンスで健康に 毎月第１・３㊍午前１０時～午後０時３０分 和光大学ポプリホール鶴川 入会１０００円・月３５００円 大野久子☎０９０・７１７７・２８３６ 見学無料、体験歓迎です！
フラサークル　レイモミ 毎月第１・３㊋午前１０時～１１時３０分 町田市民フォーラム４階 入会無料・月２５００円 門脇☎０８０・３５８２・２９１３ 楽しいフラを！　体験無料
フラサークル・リリア 毎月第１～３㊊午前１０時～正午 町田市民フォーラム３階 入会無料・月３０００円 クロダ☎０９０・９６８６・２５０５ １２月中、無料体験実施
フラサークル　レフアフラクラブ 月３回㊍午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 小林良子☎０９０・７２１９・４２７０ ベーシックからしっかり
フラサークル・アロアロ　フラダンス 毎月第２～４㊍午後１時３０分、３時１５分 町田市民フォーラム他 入会無料・月２５００円 泉☎７２３・１２２０ 見学歓迎☎０９０・９１５６・９６７９
レイアロハ（フラダンス） 月４回㊊または㊎午後１時～２時３０分 町田市民フォーラム４階 入会無料・月３０００円 泉☎０８０・４３５６・１１７１ 無料体験１２月３日午後１時
ニューリーフ　社交ダンスサークル 毎週㊌午後７時～９時１５分 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会２０００円・月３５００円 柴田☎７９２・６５５５ 多少経験のある男性歓迎
社交ダンスサークル「レベルアップ」 月２・３回㊍または㊎午後７時～９時 忠生市民センター 入会無料・月３０００円 イズミ☎０９０・２７２５・４６２４ ＪＤＳＦ認定　１１月２２日
はまなす～社交ダンス（会員募集） 月４回㊏午後１時～４時 南市民センター他 入会無料・月２５００円 星山☎７２６・４９７３ 若干の経験者、見学は自由
東京太極拳まちだ　２４式太極拳他 毎週㊏午前１０時～正午 木曽山崎コミュニティセン

ター他 入会１０００円・月３５００円 中村☎７９３・４４４８ お気軽にお越し下さい
やえの会楊名時健康太極拳と詩吟の会 毎週㊊午後１時～４時 南大谷さくら会館 入会１０００円・月２５００円 篠田八重子☎７２５・８２７９ 体を動かし声を出し健康に
健康太極拳・町田太極拳愛好会 毎週㊍午前１０時～１１時５０分 市立総合体育館第一武道場 入会無料・月１５００円 小泉☎７２７・０９８４ 初心者歓迎・見学ＯＫです
桜台太極拳クラブ　初心者の方どうぞ 毎週㊌午後１時３０分～３時３０分 忠生市民センター 入会無料・月１５００円 高橋☎７９７・８４８８ 足裏使って練習してます
気功体操本町田会　月曜サークル 毎週㊊午後１時３０分～３時３０分 本町田集会所 入会無料・月３０００円 織本☎７２０・１５２６
ヨガサークル・ｃｌｕｂヨギーニ 月２回程度（㊏㊐㊗のいずれか） 生涯学習センター 入会無料・月無料 山西☎０９０・２４９２・３１６７　要電話予約 １回５００円程度です
ヨーガ同好会カサブランカ 毎週㊍午前９時～、１０時３０分～ なるせ駅前市民センター 入会２０００円・月２５００円 上村雅子☎７２６・７９９０ 不老長寿学としてのヨーガ
ヨーガグループ・ルーナ 毎月第２・４㊎午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会２０００円・月２０００円 加藤☎０８０・３６９０・３７４７ 初心者もお気軽に
さくら健康体操の会～いつまでも若く 月３回㊎午後１時３０分～３時 鶴川市民センター 入会１０００円・月２０００円 後藤☎７３５・１８６５ 指導　町田リズム運動の会
カスタネット～軽体操、骨盤体操も 毎週㊌午前１０時～１１時３０分 わくわくプラザ町田他 入会１０００円・月２０００円 加藤☎８５０・５２８６　要電話受付 中高年向き　見学者歓迎
健美操の会　呼吸法・ツボ・全身運動 月２回㊌午前９時５０分～１１時 鶴川市民センター和室２ 入会１０００円・月２０００円 若井☎７０８・２９３０ 体験１１月２８日、１２月５日
虹の会～元気でいる為に体を動かそう 毎週㊋午後１時～２時３０分 本町田集会所 入会１０００円・月２５００円 川田☎０９０・８３０４・１３０４ やさしい調身体操です
つくし野剣道育成会　５歳から ㊐㊗午前、㊌午後７時から 市立総合体育館他 入会１０００円・月１５００円 石松☎返７９５・６２５０ ホームページあります
たちばな剣友会　剣道：初心者歓迎 毎週㊏午後６時から、㊌午後７時から 堺中学校武道館 入会３０００円・月２０００円 實方（ジツカタ）☎７７１・７００８ 年長～大人まで、ＨＰ有！
金曜テニス会　初中級～ 毎週㊊㊎午前９時～１１時 成瀬クリーンセン

ターテニスコー
ト 入会無料・月１５００円 松澤☎７３４・３６５６ 男性６０歳～、女性５０歳～

男声合唱団「鶴川メンネルコール」 毎週㊍午後３時３０分～６時 鶴川２丁目団地集会所 入会１０００円・月２０００円 山田☎７３５・６２７５ ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｔｓｕｒｕｍｅｎ.ｎｅｔ/
金井コール～女声コーラス 毎月第２・４㊋午前１０時～正午 金井クラブ他 入会１０００円・月２０００円 半田☎７３７・１５３６ 楽しく声を出して歌います
コーラスけやきの里（女声コーラス） 毎週㊍午後２時～４時 成瀬コミュニティセンター 入会１０００円・月３０００円 浅沼☎０８０・３４５７・６５０７ 童謡他見学歓迎、お電話を
コーラス　銀鈴会 月２回㊊又は㊋午前９時４５分～１１時４５分 木曽森野コミュニティセン

ター 入会無料・月１１００円 清水弘☎７２２・６７１３ お待ちしています　見学可
町田混声合唱団 毎週㊎午後７時～９時 町田第一中学校 入会５００円・月３５００円 江川☎７９３・２１１６ この時期賛美歌や第九です
鶴川歌のアルバム　みんなで歌う会 月１回㊎午前１０時～正午 和光大学ポプリホール鶴川 一回１０００円 村上正彦☎７３５・５０３２ １２月７日、１月１８日
アカペラを楽しむ会　合唱教室 月１・２回㊋午後１時３０分～３時１０分 和光大学ポプリホール鶴川 入会５００円・月３０００円 大嶋☎７３５・３０８６　体験見学要予約 クラシック曲が中心
アンサンブルあすなろ～色々な楽器で 月２回㊌午後１時から 木曽森野コミュニティセン

ター 入会１０００円・月１０００円 永瀬☎７９２・２３７４ ギターハモニカフルート等
アコーディオンを老後の趣味にどうぞ 毎月第１・３㊐午後１時～５時 野津田公民館 入会無料・月無料 狩野三郎☎０９０・６５２３・８２８６ 初心者　楽器経験者歓迎
町田・ハーモニカフレンズ 月２回㊋午後１時～５時 なるせ駅前市民センター他 入会１０００円・月３０００円 大八木☎０９０・５５５３・１９１８
モロカイウクレレクラブ 毎週㊏午前９時３０分～正午 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 生田☎０９０・４９２４・６４３８ 簡単なコードを弾ける方
ギター・ウクレレソロ弾き愛好会 月１回㊋午後１時～４時３０分 鶴川市民センター音楽室 入会１０００円・月３３４円 スターダスト・カラサキ☎７３４・４７２７ 練習後、初心者指導します
モアナウクレレクラブ 月２回　原則第１・３㊍午後 生涯学習センター 入会１０００円・月２０００円 髙橋惣一☎７９６・６８７９ キーボードのできる方
二胡二胡会～二胡の練習演奏活動 毎月第２・４㊐午前１０時～正午 忠生市民センター多目的室 入会無料・月１５００円 黒田☎０９０・９３９９・５５７６ 初めての方もお気軽に
大正琴を仲間と素敵に楽しむ会 毎月第１・３㊎午前１０時３０分～正午 生涯学習センター６階 入会無料・月３０００円 平山☎７９６・３４６９ 初心者の方大歓迎
いろは会　顔彩で対象物を描きます 毎月第２㊍午前１０時～正午 鶴川市民センター小会議室 入会無料・月１０００円 荻山☎８１４・３６５３ 見学ＯＫ　初心者歓迎
木曜会　水彩画教室 毎月第４㊍午後１時～４時 生涯学習センター美工室他 入会１０００円・月１０００円 呉貞子☎７２８・１２４７　夜可 花果実野菜、その他の写生
さくら絵手紙 毎月第３㊏午後１時３０分～３時３０分 生涯学習センター他 入会１０００円・月１４００円 大久保☎７２３・９９８１
棋友会～和気藹藹で楽しめる囲碁会 毎週㊐午後１時～５時 本町田都営アパート集会所 入会無料・月５００円 金丸務☎７２６・１４３５ 初級者・女性の方も歓迎
木曽囲碁クラブ 毎週㊐午後１時～５時 木曽森野コミュニティセン

ター 入会無料・月４００円 秋吉☎７３５・８５１８
小山田桜台囲碁クラブ 毎週㊏または㊐午後１時～５時 小山田桜台１－１１集会所 入会無料・月３００円 三根匡☎７９７・４４７２ 気軽に碁を楽しんで下さい
囲碁サークル・町田石心会 毎月第１～４㊍午後１時～５時 生涯学習センター他 入会無料・月４００円 竹腰時男☎７２７・２８５４ 中・上級者歓迎
写真同好会　フォト・キャッツアイ 毎月第２㊏午後１時～５時 なるせ駅前市民センター 入会無料・月７００円 近藤輝機☎０８０・５６７５・３５５２ 会員募集中　年２回展示会
町田野鳥の会　バードウォッチング 毎月第２㊐午前８時３０分～１１時 忠生公園 入会無料・月１００円 倉持内武☎７９５・３０７３ 初心者歓迎　見学ＯＫ
町田釣友会　船で極旨の魚を釣ります 月１回平日 東京湾、相模湾 入会２５００円・船代実費 ホタニ☎０８０・３１２７・０２８８ 女性会員在籍中　自由参加
相原マジッククラブ（楽しい手品） 毎月第２・４㊋午後１時３０分～３時３０分 堺市民センター会議室 入会無料・月１０００円 キワダ☎０９０・６１９７・０９２０ 初心者歓迎（かくし芸に）

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集
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●東京都環境局～ＬＥＤ電球と交換し
ます
　東京都では、家庭での省エネを進
めるため、都内の家電店で白熱電球
または電球形蛍光灯いずれか１個と
ＬＥＤ電球１個を交換するとともに、
省エネアドバイスを行う事業を実施
しています。交換できる店の一覧や
詳細は、コールセンターへお問い合
わせいただくか、東京都ホームペー
ジを参照して下さい／２０１８年７月９
日までに交換した人も、１回限り再
度ＬＥＤ電球の受け取りが可能です対
都内在住の１８歳以上の方問コール
センター☎０５７０・０６６・７００、携帯
電話の方＝☎０３・６７０４・４２９９（受
付時間＝午前９時～午後５時、年末年
始を除く）
●国土交通省住宅局～平成３０年住
生活総合調査
　住生活総合調査が全国一斉に行わ
れます。対象世帯は、１０月に「住宅・
土地統計調査」に回答した世帯の一
部です。１１月下旬～１２月上旬に、調
査票をご自宅のポストに投函します

ので、回答にご協力をお願いします
問国土交通省住宅局☎０３・５２５３・
８１１１（内線３９２３５）
●日本年金機構～社会保険料（国民
年金保険料）控除証明書が発行され
ます
　２０１８年１月１日～９月３０日の期間
に納付した国民年金保険料額を証明
する「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」を、１１月上旬（１０月１日
～１２月３１日の間に初めて国民年金
保険料を納付した方には、２０１９年２
月上旬）に送付予定です。年末調整や
確定申告の際には、この控除証明書
と１０月１日以降に納付した保険料の
領収証をご提出下さい問ねんきん加
入者ダイヤル☎０５７０・００３・００４、ＩＰ
電話・ＰＨＳの方＝☎０３・６６３０・２５２５
●八王子都税事務所からのお知らせ
　いずれも詳細は、東京都主税局ホ
ームページをご覧いただくかお問い
合わせ下さい
【１１月は個人事業税第２期分の納期
です】
　１１月３０日までに、お手元の納付
書裏面に記載されている金融機関・
コンビニエンスストア等で納めて下
さい／省エネ促進税制に係る減免の

申請も受付中です問同事務所事業税
課個人事業税班☎０４２・６４４・１１１４
【大法人の電子申告が義務化されま
す】
　平成３０年度税制改正により、大法
人が提出する平成３２（２０２０）年４月
１日以後に開始する事業年度の法人
事業税・法人都民税の申告書及び申
告書に添付すべきものとされている
書類は、電子情報処理組織を使用す
る方法（ｅＬＴＡＸ）で提出しなければ
ならないことになりました問同事務
所事業税課法人事業税班☎０４２・
６４４・１１１５
●町田市シルバー人材センター～初
心者向けパソコン講習会
日１２月４日～６日、午前９時～正午、
１２月１１日～１３日、午後１時～４時場
わくわくプラザ町田費１コース
５０００円申ハガキに講座名・受講日・
住所・氏名・電話番号を明記し、町田
市シルバー人材センター（〒１９４－
００２２、森野１－１－１５、☎７２３・
２１４７）へ
●町田商工会議所～講習会「集客・リ
ピート向上のためのＬＩＮＥ＠始め方
セミナー」
対経営者・従業員日１１月２９日午後６

時３０分～８時３０分場同会議所申電
話で同会議所（☎７２２・５９５７）へ
●町田市観光コンベンション協会～
小野路の里山で秋野菜の収穫体験を
楽しみませんか
　軍手・長靴を持参のうえ、汚れても
良い服装でおいで下さい日１１月２４
日、午前１０時から、午前１１時から、
正午から（小雨実施、中止の場合は
２５日に順延）場小野路町／後日、参
加者に詳細地図を送付します費１口
１５００円（体験費、保険料、野菜のお
土産付き）／１口で収穫できる野菜
の数が決まっています（野菜、数は生
育状況による）。詳細は町田市観光コ
ンベンション協会ホームページをご
覧いただくか、お問い合わせ下さい
申参加者住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・生年月日・性別・希望の収穫口
数を明記し、１１月２１日までにＦＡＸ
で町田ツーリストギャラリー（返
８５０・９３１２）へ（同協会ホームペー
ジで申し込みも可）／１１月２２日以
降の取り消しはキャンセル料が必要
です問町田ツーリストギャラリー☎
８５０・９３１１（受付時間＝午前１０時～
午後７時）

情報コーナー

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

●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
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町田街道

福祉会館前

至
金
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健康福祉
会館

コンビニ

健康福祉会館 原町田5-8-21

東京都内の救急当番病院などの
お問い合わせ

東京都医療機関案内サービス
ひ ま わ り
☎03・5272・0303

24時間365日

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

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前９時～
午後５時）、18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）、23日＝成瀬台耳鼻咽喉科
（☎７２９・３３４１、成瀬台３-８-１６）、25日
＝つくし野耳鼻咽喉科（☎７９６・８７３３、
小川１-２-３２）

診療日 診療時間 診療科 医療機関名 電　話 住　所
15日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
16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
17日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

18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 はなみ内科 ☎796・1111 鶴間1-19-35
内科 鶴川胃腸科 ☎734・1958 鶴川2-17-1
内科 さくらメディカルクリニック ☎797・9671 常盤町3200-1

午前9時～翌朝9時
内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

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

19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
20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
21日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
22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

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 さぬき診療所 ☎706・8766 小川2-25-14
内科 木下内科胃腸科 ☎728・5884 高ヶ坂3-7-11
内科 田村胃腸科内科クリニック ☎735・5667 能ヶ谷2-12-6

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
町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

24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

25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 南町田クリニック ☎796・1555 鶴間3-2-2

内科、
小児科 若山クリニック ☎736・7720 金井2-3-18

内科、
小児科 泰生医院 ☎797・7423 小山町2470-5

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

26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
27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
28日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
29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
30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
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Ｊアラート（全国瞬時警報システム）が発信されます

11月21日㈬午前11時 全国一斉情報伝達訓練
問防災課☎724・3218

　「キラリ☆２０１８町田私の好きなお店
大賞」では、市内商業の活性化と地域経済
の発展を図ることを目的に、個性ある魅
力的な店づくりに意欲的に取り組んでい
るお店を表彰します。
　現在、その受賞候補店を選ぶ投票を皆
さんから受け付けています。投票いただ
いた方の中から抽選で、旅行券等のすて
きな賞品が当たるキャンペーンも行って
います。
　なお、大賞は投票の多かった上位の店舗
を実行委員会で審査のうえ、決定します。

　町田新産業創造センターに入居している（株）ブリッジが運営する、町田
にとことんこだわった地域情報メディアサイト「まちだけ。」内に、町田市の
農業に関する専用ページを開設しました。
　このページでは、市内の農業イベントや町田産農産物・まち☆ベジを使用
している飲食店の情報等を、町田まどかをはじめとした「まちだけ。」オリジ
ナルキャラクターが楽しく紹介しています。また、イベントの参加者を募集
する「お知らせ」や、市内の農家にインタビューして農業関係情報を紹介す
る「特集記事」もあり、町田の農業について幅広い情報を掲載しています。
　今後も、直売情報など、最新の情報を配信しますので、ぜひご覧下さい。

　市内を走るごみ収集車に新たなステッカーを掲示しました。
　ステッカーは、ＦＣ町田ゼルビアのマ
スコットキャラクター・ゼルビーと３Ｒ
推進キャラクター・エコバッグちゃん
ファミリーのデザインで、「ＦＣ町田ゼル
ビアのＪ１リーグ昇格」と「町田市のごみ
４０％削減」の目標を書いたものです。
　４台の収集車が、このステッカーを
つけて走っています。ぜひ、みんなで
探してみて下さい！

　１１月５日、長年にわたり防犯パトロールや地域の環境美化に尽力されて
きた方々に、感謝状を贈呈しました。
　この感謝状は、町内会・自治会等か
らの推薦により、地域の課題解決のた
め、地域で連携・協力している個人や
団体に対し贈呈するものです。
　【表彰された方（敬称略）】
　　○牧野　義秋　　○篠原　晴夫

　１１月は児童虐待防止推進月間
です。
　市は要保護児童の早期発見と児
童虐待の未然防止に向けて、１１月
５日に町田警察署及び南大沢警察
署と情報共有等に関する協定を締
結しました。警察署との情報共有
を通じ、引き続き児童の安全確保
に努めます。

訓練内容総務省消防庁から発信される弾道ミサイル情報や緊急地震速報
等を市庁舎にある受信機が受信し、町田市防災行政無線屋外スピーカー
から市内全域に放送する訓練です。
※町田市メール配信サービスに登録している方には、事前及び当日にメ
ールを配信します。� 市HP� Ｊアラート� 検索

キラリ☆２０１８町田私の好きなお店大賞
投票受付中！ 問町田商工会議所☎724・６６14、町田市産業政策課☎724・32９６

パ
ン
フ
レ
ッ
ト

スマートフォンやパソコンから

農業情報をチェック！

ホームページ上でさまざまな情報を見ることができます

投票方法あなたの好きなお店の店名と場所・選んだ理由・住
所・氏名・電話番号・年齢・希望賞品（Ａ〜Ｃ賞）を明記し、
２０１９年１月１１日まで（消印有効）に、ハガキ（パンフレット
裏面に応募ハガキ有り）またはＦＡＸで町田商工会議所「町
田私の好きなお店大賞」係（〒１９４－００１３、原町田３－３－
２２、返７２９・２７４７）へ（同会議所ホームページで申し込みも
可）。
※賞品種類及び賞品数は同会議所ホームペ
ージをご覧下さい。
※投票は１人１回のみ、小売業・飲食業・サー
ビス業の各１店舗を記入できます（重複投
票は無効）。

「ＦＣ町田ゼルビア×町田市」宣言ステッカー
を掲示した収集車が登場！問3Ｒ推進課☎7９7・０５3０

ハスのん、ゼルビーと収集車両

地域活動功労者に対し感謝状を
贈呈しました� 問市民協働推進課☎724・43５8

左から牧野さん、石阪市長、
篠原さん

児童虐待の防止に向けて
警察署と協定を締結しました

問子ども家庭支援センター☎724・441９

締結式の様子

同会議所ホーム
ページ

目指せ！Ｊ1昇格！ 目指せ！ごみ減量４０％！

まちだけ。
まち☆ベジ
専用ページ

▶▶▶▶▶
問農業振興課☎724・21６６
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