
障がいがある
人もない人も　支え合い　感性を紡ぐ工房

　

　金井の豊かな自然に囲まれた場所にある、クラフト工房 
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の
oは、障がいのある人と、ものづくりが好きなスタ

ッフ、地域のボランティアが、支え合って運営している染織
工房です。植物染料で染めた布や糸を使った織物などの、彩
り豊かな作品を創作し、販売しています。また、障がいがあ
る人の表現やアート活動の支援・展示などにも力を入れ、魅
力ある製品や作品が日々生み出されています。
　メンバーの作品は、フランスで開催された作品展に出品さ
れるなど、たくさんの人に感動を与えています。

　市には、障がいがある人もない人も、共に生きる社会を目指す「第５
次町田市障がい者計画」があります。この計画では「いのちの価値に優
劣はない」をテーマに、市民の誰もが持つ生命・人生・生活に関する権
利を一番大事なこととして位置付けています。
　皆さんもこの機会に、「障がい」について考えてみませんか。

問障がい福祉課☎７２４・２１４７返０５０・３１０１・１６５３

　つらいこともあるけど、お客
さんが自分の作ったものを買っ
てくれると嬉しいです。

機織り機を担当する
メンバーの東さん

 「生命」の意味の「いのち」…さずかった命を大切にして生きる
 「人生」の意味の「いのち」…自分の意思で選んだ人生を送る
 「生活」の意味の「いのち」…自分らしく生活する

１２ 月 ３日〜 ９日は障害者週間です
今号の紙面から 　●3面　12月議会が開会　●3面　年末の粗大ごみの収集・持ち込みを希望の方は専用ダイヤルでご予約下さい
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人口と世帯（外国人含む） 2018年11月1日現在人口 ： 428,683人（ 男：210,007人・女：218,676人）（前月より94人増） ／ 世帯 ： 195,541世帯（前月より116世帯増）
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�かわいいリサイクル製品
などを製作・販売する
「クローバーの会」

市内にはほかにもさまざまな福祉施設があります

「赤い屋根」の皆さんが
作る豆腐は好評です

障がいって何だろう？

障がいってわたしと関係あるの？

普段の生活で、あなたやわたし
にできることは？

　言葉、絵、文字、身ぶり手ぶりなど、その
方が理解しやすい方法で伝える工夫をして、
一人でお仕事ができるように支援していま
す。また、相手の高さに目線を合わせること、
相手の立場に立ち、本人が抱える困難さに気
がつくことを大切にしています。

クラフト工房La Manoのメンバーを
支えるスタッフの神野さん

　障がいのある人が普段の暮らしで受ける制限は、身
体や精神の機能面だけではないんだ。段差や、利用しに
くい制度、偏見など、いろいろなところで社会との間に
バリアができてしまっているんだよ。

　障がいを自分とは関係のないことだと感じたことはないかな。生まれ
たときから障がいのある人もいれば、病気や事故などによって障がいの
ある状態になる人もいる。誰にとっても身近なことだし、障がいのある人
もない人も、共に生きていくためにどんなことができるか、みんなで一緒
に考えていきたいね。

例えば…
◉障がいのある人が困っているところを見かけたら、「お手伝いしましょ
うか」など、こちらから積極的に声を掛けましょう。
◉電車・バスの優先席や障がい者用駐車スペースでは、その場所を本当に
必要としている人のことを考えましょう。
◉知的障がいのある人には難しい言葉を使わずに分かりやすく話す、聴
覚障がいのある人には筆談や手話などで伝える、視覚障がいのある人に
は文書を読み上げるなど、伝え方を工夫しましょう。

　私はメガネをはずしてしまったら何もできませ
ん。障がいのことを説明する時、いつもこの話をす
るんです。障がいのある方も、その方に合ったお手
伝いをすれば素晴らしいことができるんですよ。

クラフト工房La Mano
施設長の高野さん

知っていますか？障害者差別解消法のこと
　「障害者差別解消法」は、障がいのある人とない人が分け隔てられることな
く、すべての人がお互いの人格と個性を尊重しあいながら、共に生きられる社
会を実現するために、２０１６年４月から施行されました。この法律では、行政機
関や民間事業者による、障がいを理由とする差別を解消するためのルール等
が定められています。
　さらに２０１８年１０月からは、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推
進に関する条例」も施行されています。

まちだ●○
まる

ごと大作戦18-20
「WheeLog!  In まちだ バリアフリーマップ大作戦」が
開催されました
　１１月１7日に、スマートフォン用アプリ「W

ウ ィ ー ロ グ
heeLog!」を使い、健常者と車いす

利用者が一緒になって、市内を車いすで周り、同アプリにバリアフリー情報を投
稿するイベントが開催されました。これは（特）町田ハンディキャブ友の会と（一
社）WheeLog、市が協働でバリアフリーマップを作成する試みです。障がいのあ
る人もない人も一緒になって、誰もが気軽に外出できる町田をつくる取り組み
です。� 問（特）町田ハンディキャブ友の会☎7２１・57２１

ハッピーかわせみ まちだハッピー

　1・２面で紹介した施設
のほか、市内には福祉施
設がたくさんあります。
各施設の製品や販売情報
はこちらからご覧いただ
けます。

ボランティアにチャレンジしてみませんか？
　募集対象等詳細はお問い合わせ下さい。

まちテレ「障害者差別解消法」を観る
　「vol.１６６　障害者差別解消法」が、町田市ホームページ、YouTubeからご覧
いただけます。

事業名 活動場所 活動内容 問い合わせ

障がい者青年学級 生涯学習センター、
ひかり療育園

知的障がいのある方
の活動支援

生涯学習センター
☎7２８・００7１
返7２８・００7３

障がい児スポーツ
教室

サン町田旭体育館 参加者の活動補助等 障がい福祉課
☎7２４・２１４7
返０5０・３１０１・１６5３すみれ会館温水プール 参加者の活動補助等

町田ボランティア
センター

町田ボランティアセン
ター（町田市民フォーラ
ム内）

ボランティアに関す
る業務全般

（社福）町田市社会福
祉協議会町田ボラン
ティアセンター
☎7２5・４４６5
返7２３・４２８１

市HP まちテレ  検索　メンバーの皆さんが作る作品や商品がお客さん
の目にとまり、手にとっていただくことで、障が
いのある人への理解が広がるといいね。

　２０２０年にはオリンピック・パラリンピック
もあるし、まちだがたくさんの人にとって住
みやすく、気配りのあるまちになるといいね。

まちだ●○
まる

ごと大作戦18-20

　ノンバリーは、障がいのある人の手助け
をするため日々勉強中です。障害者週間
（１２月３日～９日）をきっかけに、障がいの
ある人もない人も共に生きていくことにつ
いて、ノンバリー、クラフト工房La�Mano
の皆さんと一緒に考えてみましょう。

町田市障がい者
差別解消犬ノンバリー
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市税に関するお知らせ

お店や会社の広告を載せてみませんか　まちだガイド広告募集
問広報課☎７２４・２１０１

年末の粗大ごみの収集・持ち込みを希望の方は 
専用ダイヤルでご予約下さい

問３Ｒ推進課☎７９７・７１１１

平成３１年度から適用される
個人住民税の税制改正

【配偶者控除・配偶者特別控除の見直
し】
　就業調整を意識しないで働くこと
ができるように、配偶者控除と配偶
者特別控除が見直されました。
①配偶者控除の見直し
　納税者本人の合計所得金額が
９００万円を超えると所得控除額が逓
減し、１０００万円を超えると配偶者
控除の適用が受けられないことにな
りました（表１参照）。なお、配偶者に
係る障害者控除については、これま
でどおり納税者本人の合計所得金額
に関わらず、適用を受けることがで
きます。
②配偶者特別控除の見直し
　配偶者特別控除の対象となる配偶
者の前年の合計所得金額が３８万円
を超えて１２３万円以下（現行＝３８万
円を超えて７６万円未満）となりまし
た。また、配偶者控除と同様に、納税
者本人の合計所得金額が９００万円を
超えると控除額が逓減し、１０００万
円を超えると配偶者特別控除の適用
が受けられないことになりました

（表２参照）。

　詳細は町田市ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせ下さい。
問市民税課☎７２４・２１１４、２１１５

固定資産税・都市計画税のお知らせ
【ご存じですか？非課税制度】
　所有している土地をセットバック
して、公共の道路として不特定多数
の方の利用に提供している場合は、
申告により翌年度から非課税となる
場合があります。
　非課税申告書にセットバック部分
の面積が分かる測量図（測量士資格
を有する方の作成した図面に限る）
を添えて提出して下さい。現地調査
を行い、非課税の可否を決定します。
※プランターを置いたり、駐車場に
するなど、利用が妨げられている場
合は非課税になりません。
問資産税課☎７２４・２１１６

申告をお願いします
【償却資産（固定資産税）】
　市内で事業を営む法人及び個人の
方は、平成３１年１月１日現在所有する
土地・家屋以外の事業用の資産（法人
税、所得税の確定申告で減価償却の
対象となる構築物、機械及び装置、船
舶、航空機、運搬具、工具・器具及び備

品）の申告が義務付けられています。
申告期限１月３１日㈭まで
受付場所資産税課償却資産係（市庁
舎２階）
※各市民センターや町田・南町田・鶴
川の各駅前連絡所でも提出できます
が、内容については資産税課へお問
い合わせ下さい。
※対象の方には申告書を送付しまし
た。１２月１２日までに届かない場合
は、お問い合わせ下さい。

問資産税課☎７２４・２１１９
【事業所税】
対次のいずれかに該当する法人また
は個人の方　①市内の事業所等の床
面積合計が１０００平方メートルを超
える②市内の事業所等の従業者数合
計が１００人を超える
申告期限法人＝事業年度終了の日か
ら２か月以内、個人＝事業を行った
年の翌年の３月１５日まで
問資産税課☎７２４・２１１８

　東京都と区市町村では、安定し
た税収確保と納税義務の公平性確
保を目指し、１２月を「オール東京
滞納ＳＴＯＰ強化月間」と位置付け
ています。都と区市町村が連携し、
広報や催告による納税の推進、財
産の差し押さえやタイヤロック、

捜索等を実施する徴収対策に取り
組んでいます。
　町田市も、この強化月間に積極
的に参加しています。引き続き、期
限内納付へのご理解・ご協力をお
願いします。

　転入者や希望者に配布する「ま
ちだガイド（市内全図）」に掲載す
る、市民生活に関連の深い会社や
お店の広告を募集します。
対市内または近隣市に事業所等を
有する事業主の方
※業種や掲載できる広告に制限が
あります。
発行部数１万９０００部（年１回発行、

２０１９年３月中旬以降配布）
費１枠４万円
募集枠数４枠（１枠＝縦３．８㎝×横
９㎝）
※最大２枠まで申し込めます。
申募集要項（町田市ホームページ
でダウンロード）を参照し、１２月
２８日㈮までに申し込み。
市HP まちだガイド  検索

　年内に粗大ごみの戸別収集・清
掃工場への持ち込みを希望する方
は、お早めに上記の専用ダイヤル
でご予約下さい。
　年内の受付枠が埋まり次第締め
切りとなり、それ以降の受付分は１
月以降の収集となります。なお、
２０１７年９月から清掃工場への持ち
込みも事前予約制となりました。

専用ダイヤル開通日時月～土曜日
の午前８時３０分～午後５時（祝休
日・年末年始を除く）
※電話がつながらない場合は、時
間をおいておかけ直し下さい。
※予約以外の粗大ごみ収集・持ち
込みに関するお問い合わせも専用
ダイヤルへおかけ下さい。

（一財）まちだエコライフ推進公社☎７９７・１６５１
粗大ごみ収集・持ち込み受付専用ダイヤル

　平成３０年第４回市議会定例会（１２
月議会）が１１月２９日に開会されま
した。今議会には、平成３０年度一般
会計補正予算など２２議案が提出さ
れました。議案の内訳は予算２件、条
例８件、契約５件、その他７件となって
います。会期は１２月２１日までです。

予 算 案
　今回の補正予算は、一般会計が
９０６２万８千円、特別会計が２２１１万３千
円、合計で１億１２７４万１千円です。
　主な内容は次のとおりです。
【将来を担う人が育つまちづくりの
ために】
○２０１９年１０月の開館に向けて小山
中学校の学区域内に設置する子ども
クラブの整備工事を行う「子どもク
ラブ整備事業」
【安心して生活できるまちのために】
○２０１８年６月１８日に大阪府北部で
発生した地震によるブロック塀倒壊
の事故を受けて、９月補正予算後に
工事内容が確定した小・中学校のブ
ロック塀等の撤去、フェンス等の設
置及び附帯設備の復旧を行う「学校
施設ブロック塀等撤去・改修事業」
【賑わいのあるまちづくりのために】
○２０２０年春の開園に向け、２０１８年
度から開始した整備工事（その１）の状
況を踏まえ、２０１９年度に実施する整
備工事（その２）の内容の調整が完了
した「芹ヶ谷公園芸術の杜整備事業」
○２０２０年春の開園に向け、町田薬師
池公園　四季彩の杜の西園内に整備
を進めているウェルカムゲートの建
築・整備等の一部工事を２０１９年度の
実施に変更する「町田薬師池公園　
四季彩の杜整備事業」
【その他】
○ふるさと納税について、寄附者の

思いを事業に反映させ、町田市の政
策実現につなげることを目的に、
２０１８年１１月から新たな寄附の使い
道を追加した「ふるさと納税促進事
業」

条 例 案
○玉川学園コミュニティセンターの
建替工事に伴い、同センターを一旦
廃止するため、所要の改正をする「町
田市地域センター条例の一部を改正
する条例」
○バスターミナルの開場時間の延長
及び市民広場の貸し出しの単位を平
米単位から区画単位に変更するため
並びに消費税率の引き上げに伴い使
用料を改定するため、所要の改正を
する「町田市町田ターミナルプラザ条
例の一部を改正する条例」
○玉川学園コミュニティセンターの
建替工事に伴い、同センターに併設
している自転車駐車場を閉鎖すると
ともに、代替施設として臨時自転車
駐車場を開設するため及び自転車駐
車場を市以外の公共的団体が直接管
理することを可能とするため、所要
の改正をする「町田市自転車等駐車
場条例の一部を改正する条例」
○建築基準法施行令の改正に伴い、
関連する規定を整備するため、所要の
改正をする「町田市地区計画の区域内
における建築物の制限に関する条例
の一部を改正する条例」
○町田薬師池公園の整備に伴う公園
施設の利用料金の設定及び消費税率
の引き上げに伴う市内すべての有料
公園施設の利用料金の改定等のた
め、所要の改正をする「町田市立公園
条例の一部を改正する条例」
など８条例です。

12月議会が開会　補正予算などを審議
問総務課☎７２４・２１０４

12月はオール東京滞納ＳＴＯＰ強化月間
問納税課☎７２４・２１２２

表１　配偶者控除の控除額
納税者本人の合計所得金額 控除額

控除対象配偶者 老人控除対象配偶者（７０歳以上）
９００万円以下 ３３万円 ３８万円
９００万円超９５０万円以下 ２２万円 ２６万円
９５０万円超１０００万円以下 １１万円 １３万円
※所得税の控除額とは異なります。
表２　配偶者特別控除の控除額

配偶者の合計所得金額
控除額

納税者本人の合計
所得金額９００万円
以下

納税者本人の合計
所得金額９００万円
超９５０万円以下

納税者本人の合計
所得金額９５０万円
超１０００万円以下

３８万円超９０万円以下 ３３万円 ２２万円 １１万円
９０万円超９５万円以下 ３１万円 ２１万円 １１万円
９５万円超１００万円以下 ２６万円 １８万円 ９万円
１００万円超１０５万円以下 ２１万円 １4万円 ７万円
１０５万円超１１０万円以下 １６万円 １１万円 ６万円
１１０万円超１１５万円以下 １１万円 ８万円 4万円
１１５万円超１２０万円以下 ６万円 4万円 ２万円
１２０万円超１２３万円以下 ３万円 ２万円 １万円
※所得税の控除額とは異なります。
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募　集募　集
教育総務課

嘱 託 員（ ① 学 校 事 務 
② 教 育 総 務 課 事 務 ）
対心身ともに健康で、学校教育に理
解があり、基本的なパソコン操作（ワ
ード・エクセル等）ができる方
勤務期間２０１９年４月１日～２０２０年
３月３１日（更新も有り）
勤務場所①市立小・中学校②教育総
務課（市庁舎１０階）
勤務時間月～金曜日、①午前８時１５
分～午後４時４５分②午前８時２０分～
午後５時５分、月１6日
内①市立小・中学校における学校事
務全般②教育総務課の課内事務全般
募集人員①１４人程度②１人
報酬月額１９万２２００円（別途交通費
支給）
※詳細は町田市ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせ下さい。
選考１次＝書類、２次＝面接
申指定の選考申込書・履歴書・原稿用
紙（いずれも教育総務課に有り、町田
市ホームページでダウンロードも
可）に記入し、返信用封筒（８２円切手
貼付）を同封のうえ、１２月２１日まで
（必着）に郵送で教育総務課（〒１９４
－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問教育総務課☎７２４・２１７３
自由民権資料館

嘱 託 員
対次のすべての要件を満たしている
方　①大学で日本近代史を専攻して
卒業した②学芸員資格を取得してい
る③古文書の解読・整理ができる＝
１人
勤務期間２０１９年４月１日～２０２０年
３月３１日（更新も有り）
勤務時間午前８時３０分～午後５時１５
分、月１6日（土・日曜日、祝休日勤務
を含む）　
勤務場所自由民権資料館
内展示の企画、図書刊行、資料整理等
の業務
報酬月額２１万７０００円（別途交通費

支給）
※詳細は、町田市ホームページをご
覧いただくか、お問い合わせ下さい。
選考１次＝書類、２次＝面接（１月３１
日実施予定）
申小論文（テーマ＝「武相地域の近代
化と自由民権運動について〔研究的
私見を述べなさい〕」、４００字詰め原
稿用紙で１０００～１２００字、自筆のみ
可）・履歴書（写真貼付）・資格を証明
する資料・論文等の業績目録を添付
し、１月８日まで（必着）に自由民権資
料館（〒１９５－００6３、野津田町
８９７）へ。
問同館☎７３４・４５０８

お知らせお知らせ
国保・後期・介護の

納付済額通知をお送りします
　国民健康保険税・後期高齢者医療
保険料・介護保険料は、確定申告の社
会保険料控除の対象となります。
２０１８年中に町田市に支払いされた
保険税（料）については、１月下旬に
納付済額通知を郵送します。申告書
類作成の資料としてご利用下さい。
　年末調整などのため早めに必要な
場合は、窓口または電話でお問い合
わせ下さい。
問国民健康保険税について＝納税課
収納係☎７２４・２１２１、後期高齢者医
療保険料について＝保険年金課高齢
者医療係☎７２４・２１４４、介護保険料
について＝介護保険課保険料係☎
７２４・４３6４

年末年始は道路工事を控えます
　年末年始の交通渋滞緩和や事故防
止のため、１２月２７日㈭～１月6日㈰
は、市が管理する道路の工事を抑制
します。期間中は、原則として、道路
の維持管理作業、警察が管理する施
設の工事、ライフライン等の緊急工
事以外の工事は行いません。
　なお、町田駅周辺の繁華街地区は、
１２月２２日㈯～２6日㈬の昼間も道路
工事を抑制します。
※詳細は町田市ホームページをご覧

下さい。
問道路管理課☎７２４・１１４９
第７期整備分

介護保険施設等整備運営 
候 補 事 業 者 募 集
　第７期町田市介護保険事業計画に
基づき、介護保険施設等整備運営候
補事業者を募集します。
　今回は、２０１８年度第１回・第２回の
介護保険施設等整備運営候補事業者
の募集において、決定していない分
の再募集となります。募集地区、募集
概要等の詳細は、町田市ホームペー
ジをご覧下さい。
問いきいき総務課☎７２４・３２９１
大地沢青少年センター～６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１２月１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。
※6月４日、１１日、１８日、２５日は利用
できません。
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
６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１２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）。
※6月6日、１１日、１２日、２０日、２５日
～２７日は利用できません。
２０１９町田さくらまつり～尾根緑道
会場

出店・出展・出演団体募集
対市内で活動する市民団体等
日４月6日㈯午前１０時～午後４時、７
日㈰午前１０時～午後３時３０分

【模擬店コーナー出店】
内飲食物及び物品の販売
定２０団体以内
※事業者は出店できません。
※実行委員会が募集対象外と判断し
た場合、出店をお断りする場合があ
ります。
費１団体４万円
※申し込みは１団体１出店のみです。
※環境に配慮した指定の容器（リユ
ース食器、リサイクル容器）を使用し
ていただきます（容器代は別途必
要）。
※１月１１日㈮に説明会を行います
（応募者多数の場合は抽選）。申請書
類の配布・説明を行いますので代表
者は必ず出席して下さい。無断欠席
はキャンセルとなります。
○ＰＲコーナー出展

内展示、サンプル配布等
※販売を行う場合は模擬店コーナー
出店に応募して下さい。
定５団体程度（抽選、結果は１月１５日
ごろ通知）
費１団体１万５０００円
※申し込みは１団体１出展のみです。
○ステージ出演
出演時間２０分程度
定各日５団体程度（抽選、結果は１月
１５日ごろ通知）
費１団体５０００円
※申し込みは１団体１出演のみです。

◇
申募集要項を参照のうえ、応募用紙
に記入し、添付資料とともに１２月
２6日まで（消印有効）に直接または
郵送で町田さくらまつり実行委員会
事務局（観光まちづくり課〔市庁舎９
階〕）へ。
※募集要項と応募用紙は観光まちづ
くり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）。
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８

町田市要約筆記者登録試験
　聴覚に障がいのある方の情報保障
を支援する要約筆記者の登録試験を
実施します。
対福祉に理解のある市内在住、在勤、
在学の、２０１９年４月現在２０歳以上
で、要約筆記者養成課程修了相当の
方
日２月１７日㈰午後１時から
場市庁舎
内筆記・実技試験、面接
申申込書（障がい福祉課〔市庁舎１
階〕、障がい者支援センター、町田ボ
ランティアセンターで配布、町田市
ホームページでダウンロードも可）
に記入し、１２月１８日まで（必着）に
直接または郵送で、障がい福祉課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２、☎
７２４・２１４８）へ。
宴会での食べ残しを減らそう！

まちだ☆おいしい食べきり運動
　年末年始は、食べ残しが発生しや
すい宴会のシーズンです。市では、市
の施設や協力店舗に啓発ポスターを
掲示するなど、「食べきる宴会」を推
進するキャンペーンを行います。
　外食や宴会などで、食べ残しを出
さない工夫をしましょう。
○参加者に応じた適切な量の料理を
注文しよう！
○宴会を始める前に「おいしく食べ
きろう！」の声掛けをしよう！
○中締めやお開き前にしっかりと料
理を食べる「食べきりタイム」を実施
しよう！
○食べきれない料理は、みんなで分
け合おう！
○食べ過ぎや飲み過ぎにもご用心！
ごみとからだのダイエットを目指し
ましょう！
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

１２月１日～７日

ＴＯＫＹＯ交通安全キャンペーン
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 

　年末は交通事故が増える時期で
す。交通ルールやマナーを守り、交通
安全の輪を広げましょう。
【推進重点】
１．　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
　道路を横断するときは、遠回りで
も横断歩道を渡りましょう。子ども
には、青信号でもドライバーと目を
合わせて安全確認をして渡るよう伝
えましょう。高齢者は、加齢と共に運
転に必要な身体機能と、認知機能が
衰えていきます。今まで以上に安全
運転を心掛けましょう。運転に自信
がなくなった方や家族に心配と言わ
れた方は、免許の返納を検討しまし
ょう。
２．　自転車の交通事故防止
　ヘルメットを着用して車道の左側
を通行する、夜間はライトを点灯す
る等の交通ルールを守りましょう。
３．　二輪車の交通事故防止

　ヘルメットのあごひもを締め、胸
部・腹部を守るプロテクターをしま
しょう。
４．　飲酒運転の根絶
　飲酒運転は犯罪です。重大事故に
つながるため、絶対にやめましょう。
なお、本人だけでなく酒類の提供者
や同乗者等も厳しく罰せられます。
５．　違法駐車対策の推進
　違法駐車は見通しが悪くなり、交
通事故の原因にもなるため、絶対に
やめましょう。

【ライトオン１
イチ

６
ロク

キャンペーン】
　秋から冬の夕方は暗くなる時間が
早まり、人も車も互いに見えにくく、
交通事故が増える傾向にあります。
日没前の午後４時には、車両（自転車
も含む）のヘッドライトを点灯しま
しょう。歩行者も、ドライバーからよ
く見える明るく目立つ服装で、反射
材用品を身に着けましょう。

公開している会議　傍聴のご案内
 

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

12月10日㈪午
前10時～正午

市 庁 舎2階 会
議室2-2

3人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報
課（☎724・8407）へ

町田市ラブホテル
建築規制審議会

12月13日㈭午
前10時から

市 庁 舎8階 会
議室8-2

5人
（申し込み順）

12月11日までに電話
で土地利用調整課（☎
724・4256）へ

町田市教育委員会
定例会

12月20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
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薬師台山王塚公園多目的広場～２０１９
年度利用団体

登 録 申 請 の 受 け 付 け
　利用希望団体は、年度ごとに団体
登録が必要です。
※広場に車での来場はできません。
対市内在住、在勤、在学の方１０人以
上で構成された少年野球（小学生・軟
式の部）、またはソフトボールの団体
申申請書（町田市ホームページでダ
ウンロード）・構成員名簿（住所・氏名
・電話番号・年齢・市内在勤、在学の
方はその名称と所在地を明記）を、
１２月１９日～１月７日（消印有効）に直
接または郵送で公園緑地課（市庁舎
８階、〒１９４－８５２０、森野２－２－
２２）へ（土・日曜日、祝休日、年末年始
を除く）。
問公園緑地課☎７２４・４３９９
ホームタウンチーム　ＦＣ町田ゼル
ビア

好成績を残しＪ２リーグ 
２０１８シ ー ズ ン 終 了！

　Ｊ２リーグ２０１８シーズンが１１月
１７日に終了しました。
　ＦＣ町田ゼルビアは、今シーズン過
去最高の４位という成績を収めまし
た。シーズン序盤から勝ち点を重ね、
最終節まで優勝の可能性を残してい
ました。残念ながら優勝することは
できませんでしたが、町田からＪ１ク
ラブの誕生を予感させるシーズンと
なったことは間違いありません。

　２０１９シーズンもＦＣ町田ゼルビア
の応援をよろしくお願いします。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３6

催し・講座催し・講座
リ ー ス 作 り 講 座

　市庁舎４階にある屋上花畑のハー
ブや、町田の自然の中で採れる植物
を使ってお正月に使えるリースを作
ります。
対市内在住、在勤、在学の方
日１２月２３日㈷、①午前１０時３０分～
正午②午後１時３０分～３時
場市庁舎
講（社福）ボワ・すみれ福祉会花の家
職員
定①２５人②１５人／申し込み順
費１２００円
申１２月４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１８１２０４Ｄへ。
問市有財産活用課☎７２４・２１6５
消費生活センター

くらしに役立つ料理教室
【国産大豆でみそ作り】
　遺伝子組み換え食品の現状と表示
について学び、国産大豆を使ったみ
そ作りを体験します。
対市内在住、在勤、在学の方
日１月２２日㈫午後１時～３時
場町田市民フォーラム
講コンシューマー技術教育研究会・

福岡ひとみ氏
定２４人（抽選）
費８５０円（材料費）
申往復ハガキ（１人１枚）に、講座名・
住所・氏名・電話番号・在勤または在
学の方はその旨を明記し、１２月１４
日まで（消印有効）に消費生活センタ
ー（〒１９４－００１３、原町田４－９－
８、町田市民フォーラム３階）へ。保育
希望者（１歳以上の未就学児）は、保
育希望の旨と子どもの氏名・年齢（２
歳以下は月齢まで）・性別を併せて明
記して下さい。
※１月１０日までに抽選結果が届かな
い場合は、お問い合わせ下さい。
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感じて描いてリラックス～クリ
ニカルアート】
　オイルパステルや青墨などを使っ
て、さまざまな技法で描きます。
日１月１９日㈯、２７日㈰、２月２日㈯、
午前１０時～正午、全３回
場町田市生涯学習センター
講臨床美術士・三宅和歌子氏

定１８人（抽選）
費４０００円（教材費含む）
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、１２月１７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。

【②町田市子どもセンターばあん共
催～こども体験講座「観光の仕事に
つながる学びを体験しよう！」】
　旅行の企画作りや飛行機を誘導す
るマーシャラー体験など、観光に関
係する仕事を学びます。
対小学４年生～中学１年生（保護者の
見学も可）
日１月２０日㈰午後２時～４時
場町田市子どもセンターばあん
講相模女子大学非常勤講師・寺本潔氏
定２４人（申し込み順）
費１００円（教材費）
申１２月１日午前１０時から直接また
は電話で町田市子どもセンターばあ
ん（☎７８８・４１８１、休館日を除く）
へ。または、電話でさがまちコンソー
シアム事務局へ（月～金曜日のみ、さ
がまちコンソーシアムホームページ
で申し込みも可）。

◇
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１

市HP  Ｄカフェ　　　　 検索

市内スターバックスコーヒー各店の開催日（12月・1月）
会　場 日　時

ぽっぽ町田店（原町田4-10-20） 12月3日㈪、1月31日㈭

午前10時～正午ルミネ町田店（原町田6-1-11） 12月5日㈬、1月16日㈬
町田金森店（金森3-1-10） 12月7日㈮、1月21日㈪
小田急町田駅店（原町田6-12-20） 12月10日㈪、1月23日㈬
多摩境店（小山ヶ丘3-2-8） 12月12日㈬、1月25日㈮ 午前9時～11時
町田パリオ店（森野1-15-13） 12月14日㈮、1月10日㈭

午前10時～正午町田東急ツインズ店（原町田6-4-1）12月19日㈬、1月28日㈪
鶴川店（能ヶ谷1-5-1） 12月21日㈮、1月18日㈮

国際版画美術館企画展　版画の彩展２０１８

第４３回全国大学版画展
問市役所代表☎７２２・３１１１、同館☎７２６・２７７１、０８６０

市立博物館　没後５０年記念

加藤土師萌展｜色絵磁器を極めた人間国宝　その技とデザイン
問同館☎７２６・１５３１

出張認知症カフェ（Ｄカフェ）
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

　全国の大学・短期大学・専門学校の
学生による版画が一堂に集まります。
会期１２月１6日㈰まで
休館日月曜日
開館時間火～金曜日＝午前１０時～
午後５時、土・日曜日＝午前１０時～午
後５時３０分（入場は閉館３０分前ま
で）
場同館企画展示室

関連催事
【公開セミナー「芸術とアートブック
の接点」】
　Ｔｈｅ Ｔｏｋｙｏ Ａｒｔ Ｂｏｏｋ Ｆａｉｒでデ
ィレクターを務める中島佑介氏・田
中義久氏に加え、うらわ美術館学芸
員の山田志麻子氏をお迎えし、近年
注目を集めるアートブックに関する
お話を伺います。
日１２月２日㈰午後１時～３時
場同館講堂

【あなたのお部屋に版画はいかが？

学生作品販売】
　「本物」を手に入れるチャンスで
す。
日会期中の土・日曜日
場同館エントランスホール　

【毎年好評！「観客賞」投票の方に抽
選で版画をプレゼント！】
　会期中、皆さんの投票により「観客
賞」を選びます。投票者の中から抽選
で５人の方に、プロの版画作家によ
る作品をプレゼントします。

　加藤土
は

師
じ

萌
め

は、横浜市の日吉で作
陶した日本近代陶芸の巨匠です。本
展は没後５０年を記念し、彼の多様な
創作活動を陶芸作品、絵画作品等約
１９０点により紹介します。
会期１２月８日㈯～１月２７日㈰
※会期中一部展示替えがあります。
休館日月曜日（ただし祝休日は開館
し、翌日休館）、年末年始（１２月２８日
～１月４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。
※同館にエレベーターはありません。
※混雑が予想されますので、公共交
通機関をご利用下さい。

【①講演会～陶芸家加藤土師萌にみ
るデザイナー的気質－岐阜県陶磁器
試験場時代を中心に】
日１２月１５日㈯午後２時～３時３０分
講岐阜県現代陶芸美術館学芸員・立
花昭氏
定6０人（先着順）

【②講演会～中国陶磁にあこがれて
－加藤土師萌の技法研究と創作】
日１月6日㈰午後２時～３時３０分
講武蔵野美術大学教授・木田拓也　
氏
定6０人（先着順）

【③学芸員によるギャラリー・トー
ク】
日１２月２３日㈷、２４日（振休）、１月１３
日㈰、１４日㈷、２７日㈰、午後２時～３時
定各２０人程度（先着順）

【④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

【⑤博物館で年中行事～ＵＶレジン
でクリスマス・オーナメントをつく
ろう！】
　同館学芸員指導のもと、ＵＶレジ
ンを型に流し込んでクリスマス・オ
ーナメントを制作します（１人２点）。
対小学生以上の方（小学生は保護者
同伴、保護者は見学のみも可）
日１２月１6日㈰、午前１０時～１１時
３０分、午後２時～３時３０分（各回とも
同一内容）
定各１6人（申し込み順）
費１０００円

◇
場①②⑤同館２階講堂③同館１階展
示室④同館受付
申①～④直接会場へ⑤１２月４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
１８１２０４Ｂへ。

　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。
対認知症の方や家族、支援者等

※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。

木
村
美
咲《
夜
を
あ

る
く
》　（
東
北
芸
術

工
科
大
学
）　

※
昨
年
度
受
賞
作
の

た
め
、
今
年
は
出
品

さ
れ
ま
せ
ん
。

萌
もえ
葱
ぎ
金
きん
襴
らん
手
で
丸
まる
筥
はこ
、昭和３３（１９５８）年

東京国立近代美術館蔵

   同時開催　常設展示室
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
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催し・講座催し・講座
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。１２月の
特別プログラムは、「ミニ門松」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１２月９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
生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催～３水スマイルラウンジ

町 田 の 治 安 を 守 っ た 
小 野 路 農 兵 隊
　慶応２年に結成された小野路農兵
隊は、３年に荻野山中藩陣屋襲撃事
件で浪士を捕縛し、４年には近藤勇
率いる甲

こう

陽
よう

鎮
ちん

撫
ぶ

隊
たい

の援軍として出陣
しました。その結成と実態について
考えます。
日１２月１９日㈬午後１時～２時
場和光大学ポプリホール鶴川１階交
流スペース

講小島資料館館長・小島政孝氏
問生涯学習センター☎７２８・００７１
町田市民文学館

連 句 入 門 講 座
【ゼロから学ぶ「ことば」の曼

まん

荼
だ

羅
ら

】
　連句の入門的な講義と実作体験を
します。
対連句の初心者（初受講者優先）
日１月１５日、２２日、２９日、２月５日、１２日、い
ずれも火曜日午前１０時～正午、全５回
場同館
講和光大学教授・深沢眞二氏
定２０人（申し込み順）
申１２月４日午前９時から電話で同館
（☎７３９・３４２０）へ。
講演会

残響を聴く～町田康が語る 
朔 太 郎 と 中 也 の こ と ば
日１月１９日㈯午後２時～３時３０分
場生涯学習センター
内萩原朔太郎や中原中也の詩につい
ての講演
講作家・町田康氏
定１５０人（申し込み順）
申１２月６日正午～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１８１２０６Ａへ。
問町田市民文学館☎７３９・３４２０
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１２月２０日㈭午前１０時３０分～１１
時３０分
場町田市民文学館２階大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「小山田与
清」／おはなし＝「不思議なお面」（村
岡花子作）、「やまんばのにしき」（日本
の昔話）、「蜜柑」（芥川龍之介作）
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、１２月１日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。

脂質異常症予防講習会
　短時間で脂質異常症と食事につい
て学ぶことができます（半日コー
ス）。
対市内在住の７４歳以下の方
日１２月２１日㈮午前９時３０分～１１時
４５分
場健康福祉会館
内コレステロールや中性脂肪が気に
なる方向けのメニューの試食、保健
師・栄養士の講話、グループワーク
定３２人（申し込み順）
申１２月４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１８１２０４Ｃへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６
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１月８日㈫、１５日㈫、２４日㈭、午前
１０時～午後１時、全３回
場町田市民フォーラム
定２０人（抽選、結果は１２月２６日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申１２月４日正午～１０日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１８１２０４Ｅ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
市民向け

ゲートキーパー養成講座
【若者は何

な

故
ぜ

「死にたい」に追い込ま
れるのか～ネットに助けを求める若
者たち・ゲートキーパーの役割】
　ゲートキーパーとは特別な資格で
はなく、身近な人の悩みに気づき、支
える人のことです。
※手話通訳・要約筆記があります。
日３月１日㈮午後６時３０分～８時
場町田市民フォーラム
講精神保健福祉士・伊藤次郎氏
定１８０人（申し込み順）
申１２月４日正午～２月２８日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８１２０４Ｆへ。
問健康推進課☎７２４・４２３６

●自衛隊町田募集案内所～自衛官候
補生募集
　年間を通じて募集しています。詳
細は同案内所へお問い合わせいただ
くか、自衛隊東京地方協力本部ホー
ムページを参照対採用予定月の１日
現在、１８歳以上３３歳未満の方（ただ
し、３２歳の方は採用予定月の１日か
ら起算して３か月後に達する日の翌
月の末日現在、３３歳に達していない

方に限る）問同案内所☎７２３・１１８６
●東京都住宅供給公社からのお知ら
せ
　詳細は各募集案内を参照

【①公営住宅入居者募集】
　市営住宅（一般世帯単身者向＝１
戸、一般世帯家族向〔２人以上向＝３
戸、３人以上向＝２戸〕、単身者向シル
バーピア＝１戸）、都営住宅地元割当
分（一般世帯家族向＝７戸）申郵送で
１２月１４日まで（必着）

【②東京都施行型～都民住宅入居者
募集】

　都内に居住等、要件有り。同時期に
募集する市営住宅・都営住宅とは住
宅の種類が異なります申郵送で１２
月１３日まで（必着）

◇
　募集案内は１２月３日から①１２月１２
日まで②１２月１１日まで、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（②
のみ）で配布（配布期間中に限り同公
社ホームページでダウンロードも可）

／各施設で開所日時が異なります問
同公社都営住宅募集センター①☎
７１３・５０９４②☎０３・３４９８・８８９４
●東京都福祉保健局～「調理師業務
従事者届」の提出について
対都内で調理業務に従事している調
理師（調理師免許保持者）の方申所定
の用紙（都内の保健所窓口で配布、東
京都福祉保健局のホームページでダ
ウンロードも可）に、１２月３１日現在の
就業状況等を記入し、１月１５日まで（消
印有効）に郵送で指定の届け先へ問同
局健康安全部☎０３・５３２０・４３５８

情報コーナー

●子どもセンターぱお☎７７５・５２５８
【ぱおのあったか冬フェスタ】
日１２月１５日㈯午前１０時～午後３時
内工作コーナー、ステージ発表、模擬
店（午前１１時から、有料）、子ども委
員会によるゲームコーナー等
●大地沢青少年センター☎７８２・
３８００

小学生４００円申１２月１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
●町田市民文学館☎７３９・３４２０
【ことばらんどのクリスマスおたの
しみ会】
　大人も子どもも、一緒に楽しいク

【親子陶芸教室Ⅱ】
　世界にひとつだけのマグカップや
お皿を作りませんか対市内在住、在
学の小学生で、陶芸初心者の親子日
１２月２３日㈷、１月２０日㈰、午前１０時
～午後３時、全２回場同センター内１
日目＝粘土を成型、２日目＝絵付け
定３０人（申し込み順）費大人８００円、

リスマスを過ごしましょう対３歳～
小学生とその保護者日１２月２４日

（振休）午前１０時３０分～１１時３０分
場同館内身体や声を使った言葉遊び
やリトミックの体験講リトミック講
師・定成淡紅子氏定５０人（申し込み
順）申１２月４日午前９時から電話で
同館へ

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。

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 １２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

7日、１４日㈮ 午後１時３０分～４時 電話予約制（随時）
④国税相談 ４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 １１日㈫
⑥登記相談 6日㈭
⑦行政手続相談 １３日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 ５日㈬
⑨少年相談 １１日㈫ 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 ４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 ５日㈬
⑫電話による女性悩みごと相談（家
庭、人間関係、女性への暴力、LGBT等） 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 １０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

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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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

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

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

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

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

2日㈰

午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 岩﨑整形・形成外科クリニック ☎726・1505 玉川学園8-8-1
内科 河辺内科医院 ☎044・328・5143 三輪町168-1
内科 金子内科クリニック ☎792・3010 根岸2-1-14

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

3日㈪ 午後7時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491
4日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
5日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
6日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 ふれあい町田ホスピタル ☎798・1121 小山ヶ丘1-3-8
7日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41
8日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

9日㈰

午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 宮崎クリニック町田 ☎795・2610 金森3-23-1
内科 伊藤診療所 ☎735・0166 鶴川4-35-2
内科 ただお整形外科・内科 ☎793・0201 忠生2-28-5

午前9時～翌朝9時
内科系 町田市民病院 ☎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

10日㈪ 午後7時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491
11日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
12日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
13日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
14日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

●休日眼科急患診療（午前10時30分～
午後5時）、2日＝氏川眼科医院（☎720
・0530、原町田6-1-11）

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【①ビューティーボディ体
操教室】
対市内在住、在勤、在学の18歳以上
60歳未満の女性日1月9日～2月6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
【②初心者気功教室】
対市内在住、在勤、在学の18歳以上
の方日1月10日～3月14日の木曜
日、午前9時30分～11時、全10回内
気功の基礎・基本技術の習得定50人

（抽選）費3400円
◇

講同館指導スタッフ申往復ハガキに
必要事項を明記し、①12月8日まで
②12月15日まで（いずれも消印有
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
【初心者太極拳教室】
対市内在住、在勤、在学の18歳以上
の方日1月8日～3月12日の火曜日、
午前10時～11時30分、全10回定
50人（抽選）費3400円申往復ハガキ
に必要事項を明記し、12月15日ま
で（消印有効）に同館へ

場同公園（②のみ園内ばら広場）申①
電話で同公園へ②直接または電話で
同公園へ③12月1日午前9時から直
接または電話で同公園へ／受付時間
＝午前9時～午後5時、土・日曜日、祝
日も可
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
【①ダリア作品展】
　町田ダリア園で撮影した作品の公
募展です日12月19日㈬～1月6日㈰
【②秋の薬師池公園作品展】
　薬師池公園の秋景色をとらえた作
品の公募展です日12月26日㈬～1
月14日㈷

◇
場同サロン①2階展示室②1階展示
室
●小野路宿里山交流館☎８６０・４８３５
【年末大野菜市】
　新鮮な地元野菜を販売します（売
り切れ次第終了）。ビンゴ大会もあり
ます日12月23日㈷午前10時～午後
3時／小野路うどんの提供は行いま
せん
〈外壁塗装工事に伴う休館のお知ら
せ〉�  
　同館は外壁塗装工事のため、2月4
日㈪～13日㈬は休館します／天候
等により工事期間が延長し、休館期
間が変更となる可能性があります。
開館状況は、町田市ホームページを
ご確認下さい

●野津田公園☎７３６・３１３１
【①リフレッシュヨガ教室
～冬もヨガで心と身体をリ
フレッシュ】
対20歳以上の女性（お子さんの同伴
も可）日1月21日～3月25日の月曜
日（2月11日を除く）、午前10時15
分～11時45分、全9回講アシュタン
ガヨガインストラクター・内田広美
氏定20人（申し込み順）費4500円

（保険料、指導料込み）／ヨガマット
貸出＝100円（初回無料）
【②ばらの魅力に触れよう～鉢花の
植え替え】
対ばらの知識を深めたい方、ばらの
栽培でお悩みの方日12月8日㈯午前
10時～正午内ばら栽培の講義と鉢
花の植え替え講町田ばら会会長・西
尾譲司氏定30人（申し込み順）費大
人800円（保険料込み）
【③自然観察教室　野鳥編～秋の野
鳥観察】
　大人1人での参加も歓迎です対小
学4年生以上の方（保護者同伴の場
合は小学4年生未満の参加も可）日
12月16日㈰午前9時～正午講日本
野鳥の会・島津哲也氏定20人（申し
込み順）費中学生以上500円、小学4
～6年生300円（保険料、材料費込
み）／大人1人につき小学4年生未満
1人まで無料

◇

●町田市自然休暇村☎０２６７・９９・
２９１２
【スキーツアー２回目受付開始】
　スキー・スノーボード教室（自費）
もありますので、初心者でも安心で
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2月2
日㈯午前7時～3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 3 5 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12月1日午前9時～16日午
後5時に電話で自然休暇村（錆0120
・55・2838）へ／1月23日以降の取
り消しはキャンセル料が必要です

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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広　　告

　市は、１１月８日に北京市で、中国オリンピック委員会と覚書を締結し、中
国代表チームの事前キャンプが町田市で実施されることが決定しました。
　キャンプの対象となる競技は、卓球、バレーボー
ル、バドミントン、水泳（競泳）です。中国は、リオデ
ジャネイロオリンピックや今年８月に開催された
アジア競技大会などの国際大会へ大選手団を送り
出しています。また、これらの競技では数多くのメ
ダリストを輩出しているスポーツ大国です。
　市では今後、事前キャンプの受け入れ準備を進
めるとともに、世界のトップアスリートと市民と
の交流機会の創出や選手団の応援などを通じて、
大会を盛り上げていきます。

　宝くじの社会貢献広報事業の一環で、日本代表ＯＢ選手と町田
市選抜チームとの親善試合（ドリーム・ゲーム）を行います。
日・内１月１３日㈰、午前９時開場、午前９時４５分から＝サッカー教室、
午後０時４５分から＝開会式、午後１時から＝アトラクション（ＰＫ対
決）、午後１時３０分から＝ドリーム・ゲーム、午後３時から＝閉会式
場市立陸上競技場

　全国から技術者が集まる日本タイカービング協会主催
「第９回タイカービングコンテスト」が１０月に名古屋で開催
され、フルーツカービング部門で市内在住の小野美奈子さ
んがゴールドアワードを受賞しました。タイカービングとは、
果物や野菜、石けん等に模様を彫るタイの伝統文化です。
　１１月９日、受賞報告のために市役所を訪れた小野さん
は、「タイカービングを始めて６年。コツコツと続けてき
たことが受賞につながりました」と話されました。

　薬物・危険ドラッグの危険性、薬物乱用防止を強く訴えるため、ポスターと標語を募集しました。
　市内中学校からポスター３１９作品、標語３２２作品の応募があり、東京都薬物乱用防止推進町田
地区協議会会長賞３作品、市長賞２作品が選ばれました。なお、小泉結依さんの作品は、東京都選
考の優秀賞にも入賞しました。

東京２０２０オリンピック競技大会
町田市が中国代表チームの

事前キャンプ地に決定！
問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎７２４・４４４２

お買い物は市内の商店街で！

木島副市長（左）、刘国永
中国オリンピック委員
会体育部部長（右）

ドリームサッカーｉｎ町田
小野美奈子さんが第９回タイカービングコ
ンテストのフルーツカービング部門でゴー
ルドアワードを受賞� 問文化振興課☎７２４・２１８４

作品を持参されました

開催期間１２月３１日㈪
まで
応募方法専用応募ラリ
ーシートに、異なる３
つの店舗のスタンプを
集めるか、５００円以上
の買い物をしたレシー
トを添付し、１月７日ま
でに次のいずれかの方法で応募して下
さい。①産業政策課（市庁舎９階）や各
市民センター、町田商工会議所、協力商
店会に設置の受付箱へ投函②８２円切
手を貼って郵送
賞品特選黒毛和牛、町田市名産品等

　市内の商店街ではスタンプラ
リーを実施しています。参加店で
５００円以上の買い物をしてスタ
ンプやレシートを集めると、抽選
で５００人に賞品が当たります。
　専用応募ラリーシート付きの
チラシは、各参加店のほか市庁
舎や各市民センター等で配布し
ています。
※詳細は、町田市ホームページ
及び町田市商店会連合会ホーム
ページをご覧下さい。
※参加店にはポスター・ステッ
カーを掲示しています。

薬物乱用防止ポスター・標語表彰
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標　語 標　語
東京都薬物乱用防止推進町田地区協議会会長賞 市　長　賞

問健康推進課☎７２４・４２３６

１１月５日に市庁舎で表彰式を行いました
（左から小川さん、宮﨑さん、小泉さん、桐田さん、平山さん）

「町田わくわくスタンプラリー２０18」開催中!
問町田市商店会連合会☎７２３・６９００、町田市産業政策課☎７２４・３２９６

問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

　市内の飲食店でランチをお得な価格で楽しめる「ランチパ
スポートｖｏｌ．５」（有効期間＝２０１９年４月１日～６月３０日）の掲
載店舗を募集しています。
　申込方法等の詳細は、町田市ホームページをご覧いただく
か、産業政策課へお問い合わせ下さい。

「ランチパスポート町田ｖｏｌ．５」
掲載店募集中！ 問産業政策課☎７２４・３２９６

※
写
真
は
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

【入場整理券を配布します（無くなり次第終了）】
配布期間１２月３日㈪～１月１１日㈮
配布場所スポーツ振興課（市庁舎１０階）、各市民センター、各子ど
もセンター、町田市観光コンベンション協会、市立陸上競技場、サ
ン町田旭体育館、小野路公園、市立総合体育館、市民ホール、和光大
学ポプリホール鶴川

【プレゼント抽選会】
対整理券をお持ちで、午後
０時４５分までに入場した方
賞品選手サイン入りボール
等（予定）

【サッカー教室の参加者募集！】
対市内在住の小学５・６年生のサッ
カー経験者
定１２人（申し込み順）
申１２月５日正午～２１日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）へ。

日本代表ＯＢがやってくる～宝くじスポーツフェア
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