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あけましておめでとうございます。今年の干
え

支
と

は亥
い

です。
町田市出身のマラソンランナー・関根花観さんを始めとする、

夢や目標に向かって駆け抜けている皆さんに表紙を飾ってもらいました。
みんなで一つになって、2019年もいいことふくらませましょう。

題字「RUN」：町田市長　石阪丈一　　撮影場所：子どもセンターまあち
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人口と世帯（外国人含む） 2018年12月1日現在人口 ： 428,639人（ 男：209,971人・女：218,668人）（前月より44人減） ／ 世帯 ： 195,588世帯（前月より47世帯増）
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　2019年の町田市は「世界から注目される輝けるま
ち」がテーマです。市民の一人ひとりが生活を楽しみ、
明るい未来を目指すことで、まち全体が輝き、日本の
みならず世界が注目するまちとなるでしょう。そのた
めにも、「まちだ〇ごと大作戦18-20」の活動規模をより
大きくし、一人ひとりが夢を実現させて輝くことがで
きるように、バックアップしていきます。
　今年は東京オリンピック・パラリンピックまで1年
という年です。町田市も、テストイベントの会場やキ
ャンプ地として、市民と一丸となって盛り上げていき
ます。町田市出身のアスリートには、声援を糧として

がんばってほしいと思っています。
 　また、町田市は、市民全体が一つになる
ための、スポーツを通じたコミュニティづ
くりを目指しています。スポーツイベント
等でボランティアとして活躍する「まちだ
サポーターズ」の皆さんは、町田市の財産
です。今年も、たくさんの活躍とリーダー
シップを期待しています。そして、子ども
たちには、憧れのアスリートたちと出会えるスポーツ
イベントに参加して、夢を実現させる力をつけてほし
いと思っています。一人ひとりが「One for all, All for 

one」の精神で、目標と夢へトライ
できる市政を目指します。

　遊具コーナーも広いしカフェもあるし、
子どもセンターまあちを頻繁に利用してい
ます。いつ来てもオープンな雰囲気で、気楽
に来られるのがうれしいですね。今年の目
標は働き方改革。仕事を再開するけれど、子
どもとの時間は優先的に確保したいです。

　「町田ゆかりの選手の応援イベントに参加したい」
「皆さんと一緒にワクワクしたい」「町田に来て良か
った、と思ってもらえるようなおもてなしがしたい」

「活動を通じて多くの人に出会えるのが楽しみだね」
「活動を通して一期一会の触れ合いを大切にしたい」
「スポーツで人とまちが元気になるといいな」

1面に登場していただいた皆さんに、今年の抱負や夢などをお聞きしました。

「One for all, All for one」の精神で夢へトライ！

関根 花
は な

観
み

さん

町田市出身の
マラソンランナー

ボランティアで町田を支える
「まちだサポーターズ」の皆さん

まあちを利用する
お母さん仲間

関根 美咲さん

関根花観さんの母で、「まち
だ〇ごと大作戦18-20・まち
かど子どもギャラリー」の
代表者

　「アイスクリーム大好き！　大き
くなったらアイス屋さんになりたい
！」「私はシャチのトレーナーさんに
なって、水族館のショーに出てみた
いの！」「宝石屋さんになりたい！　
キラキラしていてきれいだもん」

前列左から小
八重さん、柴崎
さん、坂井さ
ん、後列左から
藤江さん、谷川
さん、秋元さん

　今年は、まずはマラソングランドチャンピオンシッ
プ（MGC：東京五輪マラソン代表選考レース）の突破を
目指して、確実にトレーニングを積んでピークに合わ
せたいと思っています。世界のトップレベルの選手た
ちと戦える実力をつけて、2020年の東京オリンピック
に挑みたいです。
　今、好きなスポーツを仕事としている私ですが、小
さい頃は誰かと競い合うという意識はなく、ダンスや
テニスなど、好きなことを何でも楽しんでいた子ども
でした。そのため、中学1年生の時に顧問の先生から陸
上を勧められた時は、テニスを続けるのか陸上に進む
のかを半年間悩みました。でも、最後は自分で決めて
マラソンの道に入りました。そして今、楽しみながら
大きな目標に挑戦しています。

　町田市の子どもたちにも、興味があることはどんど
ん挑戦してほしいと思います。何でもやってみて、たく
さん経験して、そうしているうちに本当にやりたいこ
とに出会えるはずです。そして、何より大切なことは

「楽しむ」こと。スポーツも、スポーツではないことも、
自分が好きなことを楽しんで下さい。
　私も、こうしてのびのびと走っていられるのは、市民
の皆様の理解と応援があるからです。地元に帰ってき
た時にはいつも、「がんばって」の声に元気をもらって
います。成長した姿を間近で見てもらえるように、東京
オリンピックを目指してがんばります！

【関根花観　プロフィール】
町田市出身　日本郵政グループ女子陸上部所属。２０１６年リオデ
ジャネイロ五輪女子１００００m日本代表。２０１8年3月の名古屋ウ
ィメンズマラソンで3位入賞（日本人１位）を果たし、マラソング
ランドチャンピオンシップへの出場権を獲得している。東京オリンピックを目指します！

　昨年始まった「まちだ〇
まる

ごと大作戦18-20」で実施した
町田市第5地区の「まちかど子どもギャラリー」では、各
学校の学校支援ボランティアコーディネーターが中心と
なり、周辺の地域の皆様に協力していただくことで、子ど
もたちと地域のつながり「わ（輪）」を作ることができまし
た。
　まちかど子どもギャラリーでは、地域の事業所や店舗、
学校、施設を「まちかど美術館」として、子どもたちが自由
な発想で表現した絵を展示しました。その絵を見た皆さ
んからいただく感想や応援の声が、子どもたちにとって
はとてもうれしかったようです。子どもたちと地域のつ
ながりが深くなり、その「わ」はもっと大きくなっていく
でしょう。
　子どもに自由な発想を持たせることは、娘の花観を育
てる時に私たち夫婦が意識していたことです。うちでは、

花観が「やりたい」と言ったことは何でもさせました。何
に向いていてどんな可能性を持っているのかは、やって
みなくては分かりません。とことん娘を信じて愛情を注
いできました。そして、彼女が自分でマラソンを選んだ
時には、どんなことがあっても応援すると約束しまし
た。花観が大きな目標やプレッシャーにも立ち向かいス
トイックに練習できるのは、彼女が持つ自己肯定感から
です。子どもの力を信じて応援し、声をかけることで、子
どもが持つ可能性は最大限に引き出されると思います。
　昨年のまちかど子どもギャラリーを、子どもたちと地
域で作った「わ」の活動範囲を広げて、町田市全体が大き
な「輪」となるように、そして平和の祭典である東京オリ
ンピックの「和」につなげていきたいです。

石阪 丈一
町田市長

未来を担う
市内保育園の子どもたち

「わ」を広げ、つなげていきたい！

串田さん

望月さん

次良丸さん
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募　集募　集
市立小・中学校
特別支援教育支援員
　教員免許の有無は不問です。
勤務期間４月１日～２０２０年３月３１日
（夏休み等の学校休業期間は除く）
勤務日月～金曜日の５日間または３
日間（学校行事等で土・日曜日、祝休
日に勤務する場合も有り）
勤務時間午前８時１５分～午後４時４５
分の間で１日６時間程度（宿泊学習時
を除く）
勤務地市立小・中学校
内市立小・中学校で支援が必要な児
童・生徒の学校生活の支援
報酬時給１１００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
申履歴書を１月２１日まで（必着）に郵
送で教育センター就学相談担当（〒
１９４－００３６、木曽東３－１－３）へ。
※履歴書は返却しません。
問教育センター☎７９３・３０５７
生涯学習センター
嘱 託 員
対①②のいずれかに該当し、かつパ
ソコンの基本操作が可能な方　①社
会教育主事資格または教員免許・幼
稚園教諭免許・保育士資格のいずれ
かを有する②公民館などの社会教育
施設での職務経験がある
勤務期間４月１日～２０２０年３月３１日
（更新も有り）
勤務時間原則午前８時３０分～午後５
時１５分、月１６日（土・日曜日、祝休日
勤務、午後９時４５分までの勤務有り）
勤務場所同センター

内同センターが実施する講座・学級
の企画・運営、受講者のサポート業
務、それらに関する庶務的な業務
募集人員若干名
報酬月額１９万３２８０円（別途交通費
支給）
※社会保険・雇用保険加入有り。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。
選考書類、作文、面接
申募集要項（同センターで１月４日か
ら配布、町田市ホームページでダウ
ンロードも可）を参照のうえ、応募用
紙に必要事項を記入し、作文（８００字
以上１０００字以内）を添えて、１月３１
日午後５時まで（必着）に直接または
郵送で同センターへ。
問同センター☎７２８・００７１
高齢者福祉課
嘱 託 員
対介護支援専門員実務研修受講試験
に合格している方
勤務期間４月１日～２０２０年３月３１日
（更新も有り）
勤務時間月～金曜日の午前８時２０分
～午後５時５分、月１６日
勤務場所高齢者福祉課（市庁舎１階）
募集人員若干名
報酬１９万２２００円（別途交通費支給）
※社会保険・雇用保険加入有り。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。
選考書類、作文、面接
申応募書類に記入し、１月４日～１５
日午後５時（必着）に直接または郵送
で高齢者福祉課（〒１９４－８５２０、森
野２－２－２２）へ。
※応募書類（履歴書・作文用紙）は、申
込期間中に限り、高齢者福祉課で配
布します。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

お知らせお知らせ
１月１２日に実施します
冬季献血キャンペーン
　当日、献血にご協力いただいた方
には、記念品を差し上げます（数に限
り有り）。
※骨髄バンクドナー登録会も同時開
催します。
日１月１２日㈯午前１１時３０分～午後
３時４５分（骨髄バンクドナー登録の
受け付けは午後３時まで）
場ぽっぽ町田、まちだ献血ルーム
問福祉総務課☎７２４・２５３７
利用者を募集します
盲導犬・介助犬・聴導犬
　盲導犬・介助犬・聴導犬の利用を希
望する方は、１月７日㈪までにお住ま
いの地域の障がい者支援センターへ

お問い合わせ下さい。
対都内在住の１８歳以上で次の要件
を満たす方　①盲導犬＝視覚障がい
１級である、介助犬＝肢体不自由１・２
級である、聴導犬＝聴覚障がい２級
である②都内におおむね１年以上居
住している③世帯の所得税課税額が
月平均で７万７０００円未満である④
盲導犬・介助犬・聴導犬の飼育を、家
屋の所有者・管理者から認められて
いる⑤決められた訓練を受け、盲導
犬・介助犬・聴導犬を適切に管理でき
ると認められる⑥盲導犬・介助犬・聴
導犬の利用が、社会活動への参加に
効果があると認められる
問各地域の障がい者支援センター
（堺☎７９４・８７９０返７９８・２２９０、忠生
☎７９４・４８５１返７９４・４８５２、鶴川☎
７０８・８８２１返７０８・８９７７、町田☎７０９
・１３０１返７０９・１３０２、南☎７０６・９６２４
返７０６・９６３２）、障がい福祉課☎７２４
・３０８９返０５０・３１０１・１６５３

　４つの地域の民生委員・児童委
員に異動がありました。

※その他の担当地域は、お問い合
わせ下さい。

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

１月１１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

「（仮称）町田市産業振
興計画１９－２８」策定
検討委員会

１月１１日 ㈮ 午
後５時～７時

市庁舎２階市
民 協 働 お う
えんルーム

１０人
（先着順）

直接会場へ問産業政策
課☎７２４・２１２９

町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

１月２１日 ㈪ 午
前１０時～正午

市庁舎２階会
議室２－１

３人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報
課（☎７２４・８４０７）へ

町田市高齢社会総合
計画審議会

１月２３日㈬午後
６時３０分～８時

市庁舎３階会
議室３－１

１０人
（申し込み順）

事前に電話でいきいき
総務課（☎７２４・２９１６）へ

町田市高齢者・障がい
者虐待防止連絡協議会

１月３０日㈬午後
３時～４時３０分

市庁舎３階会
議室３－１

５人
（申し込み順）

事前に電話で高齢者福
祉課（☎７２４・２１４０）へ

パブリック
コメント
概　要

皆さんのご意見をお寄せ下さい
町田市スポーツ推進計画19-28（案）

問スポーツ振興課☎724・4036
　２０１８年度末で町田市スポーツ推進計画（２０１４年度～２０１８年度）の計
画期間が終了します。社会情勢の変化と市の現状を踏まえて町田市スポ
ーツ推進計画１９-２８を策定します。
【概要】
○計画期間　２０１９年度～２０２８年度
○基本理念　スポーツ環境の整備及び魅力ある地域社会の形成／スポー
ツを通じた健康の保持及び増進に関する知識の向上／市、市民等、ホーム
タウンチーム及びスポーツ関連団体による相互の信頼の下の連携、協力
○この計画で目指す将来の姿　スポーツで人とまちが一つになる
○構成　１０年後に目指す将来の姿の実現に向け、基本目標１「スポーツへ
の参加機会の充実」、基本目標２「スポーツに関わる人材と組織の充実」、
基本目標３「スポーツ環境の充実」、基本目標４「スポーツを通じたまちづ
くり」の４つの基本目標と１０の基本施策ごとに成果指標と目標値を設定
しています。
○募集期間　１月４日㈮～２月１日㈮
○資料の閲覧・配布　計画（素案）は、町田市ホームページに掲載するほ
か、次の窓口で閲覧及び資料（概要版）の配布を行っています（各窓口で開
所日・時間が異なります）。スポーツ振興課（市庁舎１０階）、市政情報課・広
聴課（市庁舎１階）、男女平等推進センター（町田市民フォーラム３階）、生
涯学習センター、各市民センター、町田・南町田・鶴川・玉川学園の各駅前
連絡所、木曽山崎コミュニティセンター、各子どもセンター、各市立図書
館、町田市民文学館、市立総合体育館、サン町田旭体育館、市立陸上競技
場、相原中央公園管理事務所、小野路公園管理事務所、成瀬クリーンセン
ターテニスコート
○意見等の提出方法　郵送、FAX、Eメール、またはスポーツ振興課ほか、
資料を配布している窓口へ直接提出して下さい。郵送の場合は配布資料
に添付している専用封筒（料金受取人払郵便）をご利用いただけます。
○担当課　スポーツ振興課（〒１９４-８５２０、森野２-２-２２、市庁舎１０階、☎
７２４・４０３６返０５０・３１０１・０４８８遍mcity３７９０@city.machida.tokyo.jp）

―注意事項―
○書式は自由ですが、住所・氏名・連絡先・件名を明記して下さい。
○原則、電話や窓口での口頭によるご意見はお受けできませんが、文章で
の提出が困難な場合はスポーツ振興課へお問い合わせ下さい。
○ご意見への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。
○寄せられたご意見の概要及び市の考え方は、個人情報を除き、２月下旬
ごろに町田市ホームページ及び上記資料配布場所で公表します。

地域を守る消防団の雄姿をご覧下さい
町田市消防団出初式

問防災課☎724・32５4

民生委員・児童委員に異動がありました
問福祉総務課☎724・2５37

　出初式では、消防団員の表彰式に
続き、消防団・町田消防署・町田消防
少年団の連携による消防救助演習
や、一斉放水を行います。
　また、町田市消防団６０周年を記念
して東京消防庁カラーガーズ隊及び
音楽隊が参加し、会場を盛り上げま
す。玉川大学吹奏楽団の演奏や、消防
ポンプ車の展示、子ども用防火服着
用記念撮影コーナーもあります。
※当日は、午前７時に市内消防器具置

場のサイレンを鳴らします。火災とお
間違えのないようご注意下さい。
日１月１３日㈰午前９時～１１時３０分
場町田第一小学校（雨天の場合、演習
は中止し、式典のみ体育館で実施）

町田市消防団では、各地域で活躍する消防団員を募集しています。

昨
年
の
消
防
演
習
で
の

一
斉
放
水
の
様
子

民生委員・児童委員（１月異動）
地　区 地　域 担当委員

氏名・電話

町田第二 町田第二地区主任児童委員 （担当地域変更）
赤池ルミ☎７３２・７５７７

町田第二 本町田 ２６００～２６９９、２９００～３３２４ （新）永山千絵☎７３９・６０２９
南第一 つくし野 ４丁目　全 （新）落合智惠子☎７９５・３６２８

忠生第一 図師町 １～４５９、７３０、１４１７～１４３１、
１９１３～１９２８、２２０３～２２９１ 欠　員
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お知らせお知らせ
冬号を発行しました！～町田市　講
座・イベント情報誌

生涯学習ＮＡＶＩ　好き！学び！
　市内や近隣で１
月～３月に開催ま
たは募集を開始す
る講座・イベント
等の情報を掲載し
ています。「みんな
の学ビバ！！」のペ
ージでは、情報ペ
ージには載せきれない学びの機会な
どを紹介しています。
配布場所市庁舎、各市民センター、各
市立図書館等
※町田市ホームページでもご覧いた
だけます。
問生涯学習センター☎７２８・００７１
ｅ－Ｔａｘ（国税電子申告・納税システ
ム）に向けた

マイナンバーカードの 
申 請 は お 早 め に
　マイナンバーカード（個人番号カ
ード）をお持ちの方は、カードに署名
用電子証明書の機能を付加すること
で、ｅ－Ｔａｘを利用できます。
　ｅ－Ｔａｘとは、確定申告などの国税
に関する各種申請を自宅のパソコン
からインターネット経由で手続きで
きるシステムのことです。
　マイナンバーカードをお持ちでな
い場合、作成には申請から１か月～１
か月半程度かかります。ｅ－Ｔａｘを利
用する予定の方は、確定申告時期に

間に合うよう、お早めにマイナンバ
ーカードを申請して下さい。

【住民基本台帳カードでｅ－Ｔａｘの手
続きをしていた方】
　住民基本台帳カードの電子証明書
は、２０１８年１２月をもって有効期限
が満了しました。新規発行はできま
せんので、マイナンバーカードの申
請をお願いします。
※ｅ－Ｔａｘについてのお問い合わせ
は、ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデ
スク（☎０５７０・０１・５９０１または☎
０３・５６３８・５１７１）へお問い合わせ
下さい。
問市民課☎７２４・２１２３

２０１８年 度 地 区 協 議 会 
活 動 報 告 会
　市内９地区で設立され、各地区で
さまざまな活動を行っている地区協
議会が一堂に会し、２０１８年度に取
り組んだ活動の発表を行います。詳
細は、町田市ホームページをご覧下
さい。
日１月２６日㈯午後０時３０分～３時
場町田市民フォーラム
問市民協働推進課☎７２４・４３６２
大地沢青少年センター～７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１月５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。
※７月２日、９日、１６日、１７日は利用
できません。

町田市自然休暇村　せせらぎの里～
７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１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）。
※７月２８日～８月１９日の夏期期間は
抽選です。詳細は今後の本紙等でお
知らせします。

催し・講座催し・講座
防災フェアを開催します
　１月１５日～２１日の「防災とボラン
ティア週間」に合わせて開催します。
日①１月１５日㈫～１８日㈮、午前８時
３０分～午後５時（１５日は午前９時か
ら、１８日は午後４時３０分まで）②１月
１７日㈭午前１０時～午後２時
場①イベントスタジオ（市庁舎１階）
②小田急町田駅東口広場（カリヨン
広場）
内①備蓄品など家庭での震災対策に
関する展示、防災マップの配布等②
災害時支援ボランティアの広報、ま
ちかど防災訓練車を活用した初期消
火訓練等
問①防災課☎７２４・２１０７②町田消
防署☎７９４・０１１９
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

鎌倉古道早の道について
　町田市の主な古街道、河川及び町
田を通る鎌倉古道の主要幹線「上の
道」についてお話しします。また、元
弘３（１３３３）年、新田義貞が大軍を率
いて上の道を南下し、鎌倉を攻めた
時、討幕軍の一部がいち早く鎌倉に
ついたという「早の道」についてもお
話しします。
日１月１６日㈬、午前１０時～１１時、午

後１時～２時（各回とも同一内容）
場和光大学ポプリホール鶴川１階交
流スペース
講小島日記研究会会員・荒井仁氏
問生涯学習センター☎７２８・００７１
生涯学習センター～講演会

相原地区の魅力再発見
日①１月２６日㈯午後２時～４時②２月
９日㈯午後１時３０分～３時
場堺市民センター
内①新選組幹部を指導した剣客・近
藤周助とは？②大戸に広がる豊かな
緑地を探訪する
講①小島資料館館長・小島政孝氏②
西武・多摩部の公園パートナーズ副
統括　蜂須賀公之氏
定各１００人（申し込み順）
申１月４日午前９時から電話で生涯学
習センター（☎７２８・００７１）へ。
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
※１月２２日開催分に当選した方は対
象外です。
日２月１９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、１月１５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。
※２月６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

　
国際版画美術館企画展案内

問市役所代表☎７２２・３１１１、同館☎７２６・２７７１

世界の果てで生き延びろ－芥川賞作家・八木義德 展
問町田市民文学館☎７３９・３４２０

開館時間火～金曜日＝午前１０時～
午後５時、土・日曜日、祝休日＝午前
１０時～午後５時３０分（いずれも入場
は閉館の３０分前まで）
休館日月曜日（祝休日の場合は開館
し、翌日休館）

第３２回町田市公立小中学校作品展

　子どもたちが学校で学習した美
術、図画工作、書写の意欲あふれる作
品を集め、展覧会を開催します。

【中学校美術作品展】
　１月１１日㈮～２０日㈰

【小学校図画工作展】
　１月２５日㈮～２月３日㈰

【小学校書写展】
　２月８日㈮～
１７日㈰
場同館企画展
示室１

新収蔵作品展－Ｐｒｅｓｅｎｔ ｆｏｒ Ｙｏｕ

　２０１７年度後半
から２０１８年度前
半にかけて同館が
新たに収蔵した作
品の中から、主要
な作品約８０点を
展示します。
会期１月５日㈯～２
月１７日㈰
場同館企画展示室
２

浮世絵と百人一首

　葛飾北斎「百人一首姥
うば

がゑとき」や
歌川国芳・歌川広重・三代歌川豊国
「小倉擬

なぞらえ

百人一首」など、百人一首の
世界を描いた江戸の浮世絵を紹介し
ます。
会期１月５日㈯～４月７日㈰
場同館常設展示室

　１９４４年に「劉
りゅう

廣
かん

福
ふう

」で芥川賞を
受賞した作家・八
木義德は、１９６９
年から亡くなるま
での３０年間を町
田で過ごしまし
た。晩年は作家と
しての功績が認められ、数々の栄誉
を与えられましたが、それまでの人
生は不幸や苦難の連続でした。本展
では、これらの「人生の危機」を小説
に描くことで苦境を乗り越えた八木
の生き方・文学を通して、困難な現代
社会を生きるすべての人に、生き延
びるヒントを提示します。
※会期中、展覧会アンケートにご協
力いただいた方に、本展で直筆原稿
が初公開となる「宿敵」全文などを掲
載した小冊子をプレゼントします
（先着３０００人）。
会期１月１９日㈯～３月１７日㈰
休館日月曜日（２月１１日は開館）、第
２木曜日
観覧時間午前１０時～午後５時
場同館２階展示室

関連イベント
【講演会「世界の果てで生き延びろ－
八木義德の生きる力」】
　八木義德の作品に学ぶ、苦難の乗
り越え方、人生を生き抜くヒントを

本展監修者の紅野氏に解説していた
だきます。
日２月２日㈯午後２時～３時３０分
場同館２階大会議室
講日本大学文理学部教授・紅野謙介
氏
定７０人（申し込み順）
申１月８日正午～３１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０１０８Ｆへ。

【講演会「編集長の眼－八木義德とい
う人」】
　近年、芥川賞作家を２人同時に輩
出した名指導者として注目された、
「海

かい

燕
えん

」元編集長の根本昌夫氏は、長
く八木義德の担当編集者でもありま
した。数々の芥川賞作家を間近で見
てきた根本氏に、編集者としての立
場から八木の作品と人間的な魅力に
ついて語っていただきます。
日２月１７日㈰午後２時～３時３０分
場同館２階大会議室
定７０人（申し込み順）
申１月８日正午～２月１４日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０１０８Ｇへ。

【展示解説】
　同館担当学芸員が解説します。
日１月２９日㈫、２月１３日㈬、２８日㈭、
３月１７日㈰、午後２時から４０分程度
場同館２階展示室 中学校美術作品展出品

予定作品

横尾忠則「女性と紳
士靴」２０１７年、国
際版画美術館蔵

日1月2日㈬午前8時～午後2時      大蔵湯(☎723・5664）、金森湯(☎796・5926)  問産業政策課☎724・32961月2日は、「朝湯」で気持ちよく新年を迎えませんか？1月2日は、「朝湯」で気持ちよく新年を迎えませんか？ 場
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本格だしをいかした家庭料理
【手打ちうどん】
　だしのとり方とうどんの打ち方を
学べる調理実習です。
対市内在住の方
日１月２３日㈬午前１０時１５分～午後
１時３０分
場町田市民フォーラム
講町田市食育ボランティア
定２０人（申し込み順）
費３００円
申１月８日正午～１５日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０１０８Ｃへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６
女性のための

ヘルスアップクッキング
【食事で乳がんを予防！目指すは質
の良い食事】
対市内在住の女性
日１月２９日㈫午前９時４５分～午後０
時３０分
場健康福祉会館
内栄養士の話、調理実習、会食
定２４人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申１月８日正午～２１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０１０８Ｄ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２月７日㈭、１４日㈭、２２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１月２４日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申１月８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１９０１０８Ｅ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
介護の基本を学びたい方へ

基 礎 介 護 技 術 講 習 会
対市内在住の①家庭で介護をしてい
る方②介護職に就労したい、または
関心のある方③現在介護の仕事をし
ていて基本を学びたい方
日２月３日㈰午後１時～５時
場（特）桜実会デイサービス玉川学園
※駐車場はありません。
内認知症の基礎知識に関する講義、
移動・移乗介助、高齢者の疑似体験等
講（公社）東京都介護福祉士会
定４０人（申し込み順）
費③のみ４０００円（会員事業所職員
は２０００円）
申住所・氏名・電話番号を明示し、１
月２５日までに電話またはＦＡＸで町
田市介護人材開発センター（☎８５１
・９５７８返８５１・９５７９、受付時間＝祝
休日を除く月～金曜日の午前９時～
午後５時）へ。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６

未経験者応援プログラム
介 護 の 入 門 的 研 修
　介護に関する基本的な知識や技術
を学ぶことができる研修です。全課
程を修了すると修了証が発行され、
介護の資格研修（介護職員初任者研
修など）が一部免除されます。
※最終日に就労相談会を行います。
希望者は、研修修了後も介護の仕事
へのマッチングなど継続した就労支
援を受けることができます。
対これから介護の仕事をしてみたい
方等
日２月７日㈭、１２日㈫、１４日㈭、１９日
㈫、２１日㈭、午前１０時～午後４時、全
５回
場町田新産業創造センター
定６０人（申し込み順）
申研修申込書（町田市介護人材開発
センターで配布、町田市介護人材開
発センターホームページでダウンロ
ードも可）に必要事項を記入し、１月
３１日まで（必着）に電話、郵送または
Ｅメールで町田市介護人材開発セン
ターへ。
問町田市介護人材開発センター☎
８５１・９５７８（受付時間＝祝休日を除
く月～金曜日の午前９時～午後５
時）、町田市いきいき総務課☎７２４・
２９１６

家 族 介 護 者 教 室
対①③④市内在宅高齢者の家族介護
者②市内在宅高齢者の家族介護者等
※④のみ認知症当事者と一緒に参加
できます。
日①１月１９日㈯午後１時３０分～３時
３０分②１月２５日㈮午後１時３０分～３
時③１月３０日㈬午前１０時～正午④２
月２４日㈰午前１０時～正午
場①特別養護老人ホーム第二清風園
②堺市民センター③小山市民センタ
ー④本町田高齢者在宅サービスセン
ター湧和
内①終活セミナー「今のうちに備え
ておきたい事ってなに？」②臨床心
理士による講座「誰にでも起こりう
る、老いについて、みんなで考えてみ
ましょう」③講座「排泄のトラブルを
解決しましょう！！」④町田市認知症
友の会による体験談「認知症の家族
介護を体験者から学ぶ」
定各３０人（申し込み順）
申１月４日から①鶴川第１高齢者支援
センター（☎７３６・６９２７）へ②堺第１
高齢者支援センター（☎７７０・
２５５８）へ③堺第２高齢者支援センタ
ー（☎７９７・０２００）へ④町田第２高齢
者支援センター（☎７２９・０７４７）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
こころいきいきつながろう

シ ル バ ー 展
　各団体の活動を紹介します。
日１月４日㈮～１１日㈮、午前８時３０
分～午後５時（土・日曜日を除く）
※初日は午前１０時から、最終日は午
後３時までです。
※各団体の活動紹介以外は、午前１０
時～午後３時です。
場イベントスタジオ（市庁舎１階）　
内町田市シルバー人材センター＝入
会・受注相談、会員作製の小物販売、
お囃

はや

子
し

等、町田市老人クラブ連合会
＝輪投げ体験、町田市ゲートボール

協会＝ゲートボール体験、各団体の
活動紹介
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
生涯学習センター

研 修 交 流 会
【障がい者青年学級の新しい流れ】
　学校修了後の障がい者の生涯学習
について、当事者・支援者・市民を含
めたさまざまな角度からの実践報告
と、参加者の交流を目的として研修
を行います。
日１月２０日㈰午後１時～５時
場生涯学習センター
内分科会①「実践報告からみえる新
しい流れ」、分科会②「大切なあなた、
かけがえのない私～生きづらさを抱
える障がい者の支援とは」、分科会③
元町田市障がい者青年学級参加者・
堀正明氏が解説する「地域で生きて、
暮らし続ける」
講①川崎市教育委員会・高桑有未氏、
渋谷区えびす青年教室リーダー・吉
田恵美花氏②明星大学客員教授・平
井威氏
定１００人（申し込み順）
申電話で同センター（☎７２８・
００７１）へ。
福祉サポートまちだ

親 族 後 見 人 連 絡 会
【後見業務のいろは】
　後見業務のワンポイントアドバイ
スや家庭裁判所への報告方法につい
て、専門職後見人が分かりやすくお
話しします。講義後に座談会もあり
ます（任意参加）。
対親族の成年後見人等として既に受
任している方、親族後見人等として
近々申し立てを検討している方
日２月１６日㈯午後１時３０分～４時３０
分
場町田市民フォーラム
講行政書士・寺田康子氏
定３０人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、電話また
はＦＡＸで、（社福）町田市社会福祉協
議会福祉サポートまちだ（☎７２０・
９４６１返７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７
福祉講座

高次脳機能障がい者の 
就 労 支 援 に つ い て
　病院で就労支援をしている作業療
法士が分かりやすくお話しします。
対当事者、家族、支援者等
日１月１９日㈯午後２時～４時
場市庁舎
講北原国際病院リハビリテーション

科就労支援室作業療法士・峯尾舞氏
定６０人（申し込み順）
申氏名（ふりがな）・電話番号・車イス
等配慮の必要な方はその旨を明示
し、１月１７日までに電話またはＦＡＸ
でひかり療育園（☎７９４・０７３３返
７９４・０７７２）へ。

分譲マンション管理セミナー
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等　
日・内２月１７日㈰、講演会「マンショ
ンにおける自主防災について～備え
と発災時・被災後の対応」、テーマ別
グループ討議＝午後１時３０分～４時
４０分、個別相談会＝午後４時１５分～
５時
場市庁舎
講災害対策研究会主任研究員・釜石
徹氏
定５０人（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。
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１月２０日㈰、２５日㈮、午後１時～５
時（１人１時間）
申参加希望日の１週間前までに同セ
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①１月１５日㈫午後２時～３時３０分
②１月１５日㈫午後３時４５分～５時１５
分③１月２３日㈬午後２時～３時３０分
④１月２３日㈬午後３時４５分～５時１５
分
内①人材育成～経営者としての考え
方・スキルを磨こう②販路開拓～販
路開拓の基本的な手法を知ろう③経
営～経営者として知っておくべき法
律の基礎知識④財務～決算書の読み
方、考え方を知ろう
講①②（株）ウィルパートナーズ代表
取締役・辺見香織氏③司法書士すず
らんリーガルオフィス代表司法書士
・藤原香奈氏④（株）ウィルパートナ
ーズ中小企業診断士・馬場郁夫氏
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
同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
場同センター
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎７２４・２１２９

町田市立図書館1月、2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こどもえいが会
⑤土日の臨時おはなし会

①1月9日、16日、23日、
30日、2月13日、20日、
27日
②1月9日、23日、2月
13日、27日
③1月11日、25日、2月
8日、22日
④1月16日、2月6日
⑤1月26日、27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
④1月は午後3時15分
から、2月は午後3時
から
⑤午前11時から

中央図書館
☎728・8220

※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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催し・講座催し・講座
男女平等推進センター

女性のための就職準備セミナー
【子育て中の方のためのパソコン講
習】
対現在子育て中で、全回参加でき、早
期の再就職を考えている女性
日１月２３日㈬～２５日㈮、午前１０時
１５分～午後４時、全３回
場町田市民フォーラム
内就職活動に必要な職務経歴書をパ
ソコン（ワード・エクセル）で作る
定１８人（申し込み順）
申直接または電話でハローワーク町
田マザーズコーナー（☎７３２・
８５６３、受付時間＝月～金曜日の午
前９時３０分～午後５時）へ。保育希望
者（１歳以上の未就学児、申し込み順
に１０人）は併せて申し込みを。
問同センター☎７２３・２９０８

ま ち だ 男 女 平 等 
フ ェ ス テ ィ バ ル
　精神科・香山リカ医師の講演や、軽

食・喫茶など、たくさんの企画を予定
しています。
※詳細は「男女平等推進センターだ
より」（１月１１日の新聞折り込みのほ
か、各市民センター等で配布）をご覧
下さい。
日程２月２日㈯、３日㈰
場町田市民フォーラム

【一部コーナーが利用できません】
　開催期間中は、町田市民フォーラ
ム内の展示情報コーナーやロッカー
コーナー等は利用できません。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８
和光大学ポプリホール鶴川

和光大学レクチャーコン
サ ー ト 参 加 者 募 集

【身近な音楽「ＪＡＺＺ」の楽しみ方～
ヘタウマを楽しむ】
　ＪＡＺＺの楽しみ方をあらゆる角度
から解説します。
対小学生以上の方
日１月２２日㈫午後６時３０分～８時３０分
場和光大学ポプリホール鶴川
講ＭＪＱ（Ｍａｃｈｉｄａ　Ｊａｚｚｏｏ　Ｑｕｉ
ｎｔｅｔ）

定２５０人（申し込み順）
費１０００円
申住所・氏名（ふりがな）・電話番号を
明記し、ハガキ、ＦＡＸまたはＥメール
で１月１１日まで（必着）に、和光大学
企画係大学開放フォーラム（〒１９５
－８５８５、金井町２１６０、☎０４４・９８８
・１４３３返０４４・９８８・１５９４遍ｏｐｅｎ
＠ｗａｋｏ．ａｃ．ｊｐ）へ。
問文化振興課☎７２４・２１８４
生涯学習センター

親と子のまなびのひろば
【きしゃポッポ】
　お母さん同士で育児の工夫等を共
有しましょう。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の月末まで）とその保護者、妊婦
の方
日１月８日、１５日、２２日、２月５日、１２
日、１９日、３月５日、１２日、１９日、いず
れも火曜日午後２時～４時（自由遊び
を含む）
※参加は月２回までです。
内自由遊び、スキンシップ遊び、ミニ
ミニ井戸端会議等

【パパと一緒にきしゃポッポ】
　お父さんが赤ちゃんと楽しく過ごす
ためのヒントが見つかるひろばです。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の月末まで）とその父親
日１月２７日、２月２４日、３月２４日、い
ずれも日曜日午後２時～４時
内自由遊び、スキンシップ遊び、手作
りおもちゃ制作等　

◇
場生涯学習センター６階保育室
問同センター☎７２８・００７１
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１月１７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＝「寺田和
雄」／おはなし＝「王子とメッセリ
ア」（スウェーデンの昔話）、「大造じ
いさんとガン」（椋鳩十作）
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、１月５日午前９時
から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。
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。１月の
特別プログラムは、「羽子板」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１月１３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

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１月２３日㈬午前１０時１５分～１１時１５
分（受け付け＝午前１０時～１０時１５分）
場鶴川市民センター２階和室
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

町田産新鮮野菜の販売
【１月の日曜朝市】
日１月６日㈰午前７時３０分～８時３０
分（売り切れ次第終了）
場教育センター駐車場
問農業振興課☎７２４・２１６６

●八王子年金事務所～老齢年金を受
けている方に源泉徴収票を送ります
　雑所得として所得税が課税される
老齢年金等を受けている方へ、１月
中旬から、２０１８年中の年金支払総
額、年金から控除された介護保険料
額、源泉徴収税額等を記載した「平成
３０年分公的年金等の源泉徴収票」を
お送りします。なお、障害年金や遺族
年金は非課税所得のため、源泉徴収
票は送付されません。複数の年金を
受けている方や、公的年金以外に所
得がある方は、確定申告をする際に
源泉徴収票が必要ですので大切に保

管して下さい／紛失した場合等はお
問い合わせを問ねんきんダイヤル☎
０５７０・０５・１１６５、０５０から始まる
電話の方＝☎０３・６７００・１１６５、同
年金事務所☎０４２・６２６・３５１１
●千代田区立神田一橋中学校～通信
教育課程生徒募集
対都内在住または在勤で、次のいず
れかに該当する方　①尋常小学校か
国民学校初等科を修了したが、高等
学校の入学資格がない②現行制度で
の義務教育が未修了で、学齢相当年
齢を超過した（①に準ずる）選考日２
月３日午前１０時から申出願書類（同
中学校で配布）を１月２５日まで（消印
有効）に直接または郵送で同中学校
へ問同中学校☎０３・３２６５・５９６１

情報コーナー

●ひなた村☎７２２・５７３６
【①もちつきを楽しもう会】
対市内在住、在学の１８歳以下の子ど
もとその保護者（小学４年生以上は
子どものみの参加も可）日１月２０日
㈰午前１０時～午後２時（小雨実施）定
１００人（申し込み順）費３００円（３歳
以下は無料）
【②冬のイブニングキャンプ】
対市内在住、在学の小学生とその家
族日１月２６日㈯午後１時～６時（雨天

【④ひなた村シアター】
日１月２７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「水仙月の四日」「おじぞ
うさまのきず」「鬼がら」
【⑤創作童話コンクール表彰式・作品
発表会】
　受賞作品の表彰、最優秀賞作品の
朗読、審査員による講評を行います
日２月３日㈰午後１時３０分開演（開場
は午後１時）場ひなた村カリヨンホ

中止）内森で外遊び、軽食作り、たき
木を拾ってキャンプファイア定４０
人（申し込み順）費１人３００円
【③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１月２６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）

ール講評映画作家・大林宣彦氏、映像
作家・小林はくどう氏

◇
申①１月８日正午～１７日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９０１０８Ａへ②③１月
５日午前１０時から電話でひなた村へ
④⑤直接会場へ／③は１月１９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

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
（１月１日～４日、１４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

電話で市民相談室
（☎７２４・２１０２）へ

②交通事故相談 ９日㈬ 午後１時３０分～４時 １月４日から電話で予約
③人権身の上相談

（人権侵害などの問題）
市内在住の方

１１日㈮ 午後１時３０分～４時 電話予約制（随時）

④不動産相談 ８日㈫ 午後１時３０分～４時 電話予約制（次回分まで受け付け）⑤行政手続相談 １０日㈭
⑥少年相談 ８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
⑦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

⑧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

１５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①～⑦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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急病のときは
●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、1月1日～3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、1月1日～3日）、障
がい者歯科診療（水・木曜日〔1月2日・
3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

診療日 診療時間 診療科 医療機関名 電　話 住　所

1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 栄山医院 ☎722・7430 金森2-25-30
内科、
小児科 アツミ医院 ☎722・2185 中町3-6-13
内科 Dr.はん診療所 ☎789・7270 図師町1782

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

外科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41
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、
小児科 虫明クリニック ☎788・5078 金森3-19-11
内科 飯田内科クリニック ☎725・3801 森野1-33-12
内科 はやし内科クリニック ☎736・5501 真光寺2-37-11

午前9時～翌朝9時
内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

外科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

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 原町田さわだ内科・泌尿器科 ☎851・7818 原町田6-29-3
内科、
小児科 鈴木内科医院 ☎044・988・7057 三輪緑山3-22-11
内科、
小児科 小出クリニック ☎721・2918 木曽東1-15-40

午前9時～翌朝9時
内科系 ふれあい町田ホスピタル ☎798・1121 小山ヶ丘1-3-8

外科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
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 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41
5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

6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 よこやま内科 ☎794・6211 原町田4-2-2
内科、
小児科 小泉医院 ☎725・8411 玉川学園2-5-24
内科、
小児科 武蔵岡診療所 ☎782・6001 相原町3190-10

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
多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

7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
8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
9日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
10日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
11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
12日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

13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 なるせ内科・胃腸のクリニック ☎710・6155 南成瀬4-2-35
内科 松林クリニック ☎732・5777 旭町1-4-1
内科 グリーンヒルクリニック ☎736・7877 小野路町1651-1

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 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41
あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

14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 平野クリニック ☎732・1321 西成瀬3-18-1
内科 南東京ハートクリニック ☎789・8100 木曽西2-18-12

午前9時～翌朝9時
内科系 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

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

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時～
午後5時）、6日＝成瀬台耳鼻咽喉科（☎
729・3341、成瀬台3-8-16）、13日＝う
たはし耳鼻咽喉科（☎705・7654、原町
田4-2-2）、14日＝川野医院（☎726・
7673、森野1-11-9）
●休日眼科急患診療（午前10時30分～
午後5時）、3日＝氏川眼科医院（☎720
・0530、原町田6-1-11）

※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。
※当番医療機関は、変更になる場合があります。最新情報は、東京都医療機関案内サービス「ひまわり」（☎03・5272・
0303）に電話でお問い合わせ下さい。

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

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【リラックス＆リフレッシ
ュ体操教室】
対市内在住、在勤の30歳以上の方日
2月13日～3月13日の水曜日、①午
前9時15分～10時15分②午前10時
30分～11時30分、各全5回内①シ
ェイプアップのための有酸素運動等
②姿勢改善のためのストレッチ等講
同館指導スタッフ定各50人（抽選）
費1700円申往復ハガキに必要事項
を明記し、1月15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）

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。

●三輪みどり山球場☎０４４・98７・
1４４４
【Tボール大会】
対市内在住、在学、在園の5歳児～小
学1年生日2月17日㈰午前9時～11
時30分（雨天時は2月24日に延期）
定100人（抽選）申往復ハガキに教室
名・住所・氏名（ふりがな）・電話番号
・生年月日・園名または学校名（在園
・在学の方）を明記し、1月31日まで
（消印有効）に市立総合体育館（〒
194-0045、南成瀬5-12）へ（同館ホ
ームページで申し込みも可）
●かしの木山自然公園☎７２４・1６６０
【自然観察会～冬の野鳥観察】

日1月20日㈰午前9時30分～11時
（雨天中止）、集合はかしの木山自然
公園管理事務所前定15人（申し込み
順）申1月7日午前9時から電話で忠
生公園自然観察センター（忠生がに
やら自然館〔☎792・1326〕）へ（受
付時間＝午前9時～午後4時30分）
●公園緑地課☎７２４・４３99
〈野津田公園の壁打ち施設改修のお
知らせ〉� �
　同公園内の壁打ち施設は、一部ブ
ロック塀のため、安全を確保する改
修を行います。そのため、1月21日か
ら壁打ち施設を閉鎖します。なお、再
開は3月29日の予定です

●町田市フォトサロン☎７３６・
8２81
【写真展「田畑にそだつ～親子三代、
町田・専業農家の四季」】
　野津田町で農業を営む筑城隆幸さ
ん一家をとらえた写真展です日1月
12日㈯～2月17日㈰／1月19日㈯
午後1時30分～3時ごろにギャラリ
ートーク＆ハーモニカコンサートも
あります
【町田市美術協会共催事業～写真と
水彩画スケッチ講習会作品展】
　11月に開催した講習会参加者の
作品を展示します日1月16日㈬～
21日㈪
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　市では、ラグビーワールドカップ２０１９ＴＭ、
東京２０２０オリンピック・パラリンピックに
向けて、町田商工会議所、町田市観光コンベン
ション協会と連携し、外国人観光客の受け入
れ態勢の強化に取り組んでいます。

　この一環として、同会議所が作成した「外国
人観光客の接客に役立つ３つのツール」を事
業者向けに配布しています。市内の飲食店や
小売店、サービス業等が外国人観光客のおも
てなしに活用することを想定しています。

配布場所観光まちづくり課（市庁舎９階）、町田商工会議所、町田市観光コンベンション協会

問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課
☎７２４・４４４２

南アフリカ代表チーム
　昨年１１月２９日に南アフリカオリンピック委員会
と、南アフリカ代表チームの事前キャンプ開催の覚
書を締結しました。
　市は、南アフリカ共和国のホストタウンでもあり、
７月１８日のネルソン・マンデラ国際デーの奉仕活動
等のイベントを通じて交流を深めています。なお、キ
ャンプの対象競技は今後、決定する予定です。

インドネシアバドミントン代表チーム
　昨年１２月１７日にはインドネシアバドミントン協会
と、事前キャンプ開催の覚書を締結しました。インド
ネシア共和国の事前キャンプは、パラバドミントン、
空手に続いて３競技目の受け入れとなりました。

　市では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。

二十祭まちだ応援事業
誕生日の新聞のコピーを差し上げます
　新成人の皆さんに誕生日の新聞のコピーを
プレゼントします（３ページまで）。
対市内在住の１９９８年４月２日～１９９９年４月１
日生まれの方

日１月５日㈯～３１日㈭の図書館開館日
場各市立図書館
申申込書に必要事項を記入し、直接各市立図書
館のカウンターへ（申し込みは本人に限る）。
※新聞のコピーは、後日取りに来ていただく
か郵送となります。

「接客に役立つ３つのツール」を配布しています
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８、町田商工会議所☎７２２・５９５７、町田市観光コンベンション
協会☎７２４・１９５１

左から、石阪市長、ギデオン・サム会長、木島副市長

左から、木島副市長、アレックス・ティルタ副会長

　市では、行政情報や暮らし
に役立つ情報を掲載した「町
田市わたしの便利帳」を（株）
サイネックスと共同で作成し
ました。
　１月初旬から月末にかけ
て、市内全世帯に順次配布
します。２月になっても配布
されない場合は、（株）サイネックス（☎０４２・
５４８・１５５６）へお問い合わせ下さい。

町田市成人式

二十祭まちだを開催します!
問二十祭まちだについて＝文化振
興課（二十祭まちだ実行委員会事務
局）☎７２４・２１８４、新聞のコピーに
ついて＝中央図書館☎７２８・８２２０

「町田市わたしの便利帳」を
配布します 問広報課☎７２４・２１０１

　二十祭まちだ実行委員会の企画・運営で、ゲストによるパフ
ォーマンスや来場者参加型イベントを予定しています。また、
新成人の皆さんが市立中学校在学時（３年生）に書いたタイム
マシン作文の返却コーナーもあります。
　町田市に住民登録のある新成人の方には案内状をお送りし
ていますが、当日は案内状をお持ちでなくても入場できます。
対市内在住の１９９８年４月２日～１９９９年４月１日生まれの方
日１月１４日㈷午後０時３０分開場、式典＝午後１時～２時１５分
（予定）
場市立総合体育館
※ステージでは手話通訳と要約筆記の案内もあります。

昨
年
の
成
人
式
の
様
子

※公共交通機関をご利用下さ
い。
※近隣店舗等への駐車は、ご遠
慮下さい。

心構えや実用的な英会
話集等を掲載

外国人接客
マニュアル１

さし示しながら接客するため
の会話事例（英語・韓国語・中
国語〔簡体字・繁体字〕）を掲載

指でさして会話
ができるシート2

店頭に貼り、外国語
対応が可能であるこ
とを表示

外国人歓迎の店
ステッカー3

外国人観光客おもてなしのための 東京２０２０オリンピック・パラリンピック

町田市が新たに２つの代表
チームのキャンプ地に決定！

　あなたの夢を実現につなげる取り組み「まちだ○ごと大作戦」は、開始から１年
が経過しました。２００件以上の相談があり、現在４６件の提案が夢の実現に向けて
動き出しています。市民・地域団体・企業等の新しいつながりができ、各地域が盛り
上がってきています。自らやってみたい夢を実現するチャンスはあと２年です。

みんなの夢が続々実現！

「まちだ○
まる

ごと大作戦18−20」開始から1年が経ちました
問まちだ○ごと大作戦実行委員会事務局（広報課まちだ〇ごと大作戦担当）☎７２４・４０８４

まちだ○ごと大作戦とは？
　２０１８年の市制６０周年から、ラグビーワールドカップ２０１９ＴＭ、
東京２０２０オリンピック・パラリンピックへと続く３年間を「未
来を見据えた３年」と位置付けて、市民自らやってみたい夢を市
内２５団体・企業で構成されるまちだ○ごと大作戦実行委員会が
応援しています。
最新情報はＴｗｉｔｔｅｒ・Ｆａｃｅｂｏｏｋで発信 「＃まちだまるごと」で検索

あなたも夢を実現してみませんか！
「作戦会議」に集まろう
　まちだ○ごと大作戦への理解を深め
るため、仲間づくりのための作戦会議を
実施します。次回は、２月１６日㈯に市庁
舎で行います。詳細は決まり次第、本紙
等でお知らせします。


	19-0101-01面
	19-0101-02面
	19-0101-03面
	19-0101-04面
	19-0101-05面
	19-0101-06面
	19-0101-07面
	19-0101-08面

