
　厚生労働省の推計によると、2025年には日本の認知症高齢者の数は700万人（高齢者の
約5人に１人）に達するといわれています。判断能力が低下して、自分では金銭の管理や契
約の締結・解消が難しいなど、第三者のサポートが必要となる方も増える見込みです。
　こうした認知症高齢者や、障がいのある方が安心して暮らしていくために、家
庭裁判所に選ばれた後見人等が、本人の法的な代理人として生活を支援する
のが成年後見制度です。現在では、親族や弁護士・司法書士・社会福祉士等だ
けでなく、市民の方も後見人等（※）として活躍しています。国は成年後見
制度利用促進法の中で、地域で成年後見制度の担い手となる「市民後見
人」の育成を推進しています。
※補助人・保佐人・成年後見人を指す。
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６年後、高齢者の
“５人に１人が認知症”
の時代が到来？

 問  福祉総務課 ☎ 724・2537

出典：平成29年版高齢社会白書(内閣府)

２面 で 成 年 後 見 制 度 の 内 容 を 紹 介
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人口と世帯（外国人含む） 2019年6月1日現在人口 ： 429,061人（ 男：210,085人・女：218,976人）（前月より23人増） ／ 世帯 ： 197,035世帯（前月より150世帯増）
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　今後、成年後見制度の利用を必要とする方の増加が見込まれる一方で、後見人等を担う方の数は十分ではありません。市ではこうし
た課題に対し、（社福）町田市社会福祉協議会に成年後見制度推進機関である「福祉サポートまちだ」を設け、市民後見人を育成するた
めの研修や、市民後見人に登録した方をサポートする体制を整えています。

成年後見制度の概要

判断能力に
少し自信が無い

補 助 人 保 佐 人 成 年 後 見 人任 意 後 見 人

判断能力が
不十分

判断能力が
全く無い

判断能力が
十分ある

法 定 後 見 制 度任 意 後 見 制 度

成年後見制度をとりまく現状

　昨年の11月から、市民後見人となりました。施設入所
の準備のため、被後見人の引っ越し等の手続きを行う
ことで、自信が湧いてきました。コミュニケーションも
徐々にできるようになり、前回の面会時には、故郷の話
を笑顔でして下さいました。

　市民後見人になり、ご本人がその方らし
く生活できるよう考えて支援することが
大切だと感じました。責任重大ですが、ご
本人が喜んで下さることに、やりがいを感
じています。

2014年度第1期
市民後見人育成研修受講者・久保田りつさん

市民後見人にお話を伺いました
本人がその方らしく生活できるよう支援

専門家と連携して取り組むから安心

いま、市民後見人が必要とされています！地域の人を
、

地域で支え
る

　町田市社会福祉協議会 福祉サポートまちだがお手伝いします

預貯金や不動産などの
管理が一人でできるか
ちょっと心配…

今は大丈夫だけど、認知症に
なった後の暮らしが不安…

生活の中で適切な判断
ができない。代理人に
行ってもらいたい…

買い物は一人でも大丈夫。
でも預貯金や不動産の処分
などの手続きはできない…

家 庭 裁 判 所 が サ ポ ー ト 者 を 選 任

公 証 役 場

　受任して２年が経ち、社会にはいろいろな人がい
て、困っている人が多いことを知りました。妻から
は、「市民後見人になってから優しくなった」
と言われました。
　限られた知識と経験で受任することに不安
もありましたが、福祉サポートまちだやケア
マネジャーと連携を取り進めていくので、安
心して取り組めています。

2014年度第1期
市民後見人育成研修受講者・佐藤定昭さん

サポートが必要になったとき

出典：最高裁判所事務総局家庭局
「成年後見関係事件の概況－平成３０年１月～１２月－」 ※データは端数処理の関係上、合計が１００％にならない場合があります。

裁判所への申立件数

その内訳は

定期的な訪問・見守り さまざまな手続きの
代理・サポート

受付

家庭裁判所への報告

本人の同意
不要

本人の同意
不要

本人の同意
必要

これだけの申立件数
がある中、サポート
する後見人等の不足
が課題となるのね。 ！

�福祉サポートまちだ☎720・9461
原町田4-9-8、町田市民フォーラム4階（受付時間＝月～金曜日の午前9時～午後５時）問

■市民後見人登録後のサポート体制
　活動の不安や悩みについて、監督人（町田市社会福祉協議会）や専
門職委員（弁護士、司法書士、社会福祉士等）が相談に応じます。
■市民後見人向けフォローアップ研修（年４回実施）
■市民後見人向け座談会（年４回実施）

7月２8日㈰午前9時３０分～正午日時 市庁舎会場 4０人（先着順）定員
【育成研修について詳しく知りたい方向けのオリエンテーションを開催】

※詳細は、福祉サポートまちだにお問い合わせ下さい。

※５面に関連記事「成年後見制度出張講座」

9月29日～11月17日の日曜日（全6回）基礎研修

　地域において身近な立場で後見等業務を行うことができる、知識
・技量、人格を備えた市民後見人を育成するための研修です。

■市民後見人育成研修

　成年後見制度を利用する本人と同じ地域の住民として、市民感覚・市民目線を大切にしながら後見活動を
行います（右下図参照）。弁護士など他の専門職後見人と役割は変わりませんが、複雑な法律問題や紛争がな
く、生活の見守りを主に必要とする方など、専門職でなくても対応できるケースを受任します。

市民後見人って？

　生活、療養看護や財産
管理に関する事務につい
ての代理権

●与えられる権限
　本人の申し立てによ
る特定の事項の一部に
ついての同意権、取消権

●与えられる権限
　特定の事項の一
部についての同意
権、取消権

●与えられる権限
　財産管理につい
ての全般的な代理
権、取消権

●与えられる権限

裁判所への申立件数
6549件３万

成年後見制度が必要となった原因別割合

認知症
63.4％

高次脳機能障害
4.5％

その他
11.9％

遷延性意識障害
せん えん

1.3％

9.9％
知的障害

統合失調症
8.9％
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後期高齢者医療制度のお知らせ
問保険年金課☎７２４・２１４４

介護保険に関するお知らせ
問介護保険課☎７２４・４３６６

お送りします　国民健康保険高齢受給者証（更新証）
問保険年金課☎７２４・２１２４

多摩都市モノレール町田方面延伸加速化 
プロジェクトを立ち上げました

問多摩都市モノレール推進室☎７２４・４０７７

　国民健康保険に加入している
７０～７４歳の方が現在お持ちの
「国民健康保険高齢受給者証」の有
効期限は、７月３１日です。８月１日
からお使いいただく高齢受給者証
は、７月中に世帯主の方宛てに届
くように普通郵便でお送りしま
す。

　なお、今回お送りする高齢受給
者証の有効期限は２０２０年７月３１
日までです（途中で７５歳になる方
は誕生日の前日まで）。
　医療機関を受診する際は、保険
証と高齢受給者証の２枚を提示す
る必要があるため、保険証は捨て
ないようご注意下さい。

国民年金保険料の免除・納付猶予制度と各種年金の受給額のご案内
問保険年金課国民年金係☎７２４・２１２７、八王子年金事務所☎０４２・６２６・３５１１

【納付が困難な場合】
　失業や所得減少などで、国民年金定額保険料
（月額１万６４１０円）を納めることが困難な場合
に、所得基準により、保険料納付が免除や猶予と
なる制度があります。２年１か月前までの未納保
険料について免除や猶予の申請ができます。
　承認を受けた期間は、老齢基礎年金等の受給
資格期間に加えられ、年金額にも一部反映され
ます。一部免除の場合は、残りの必要な保険料を
納めないと未納の扱いとなり、受給資格期間に
加えられず、年金額にも反映されません。
　なお、承認を受けた期間は、保険料を全額納め
たときに比べて、老齢基礎年金の年金額が少な
くなるため、１０年以内であれば、これらの期間
の保険料を「追納」することで、将来受け取る年
金額を増やすことができます。

【免除・納付猶予の申請受付】
　７月～２０２０年６月分の保険料の免除や猶予の
申請受付を開始します。
場保険年金課（市庁舎１階）、各市民センター
持ち物認印、年金手帳（失業を理由に申請する方
は、離職票等も必要）
※必要な書類等の詳細はお問い合わせ下さい。

【今も将来も老後も、国民年金は生涯の備えで
す】
　国民年金制度は、老齢になったとき、病気やけ
がで重度の障がいが残ったとき、家庭の生計を
支える方が死亡したときの生活の維持に備える
ための制度です。保険料未納期間があると、各種
年金の受給資格を満たさなくなる場合がありま
す。年金受給手続きの際は、保険年金課国民年金
係へご相談下さい。

　なお、厚生年金や共済組合の加入期間のある
方、国民年金第３号被保険者期間のある方は、八
王子年金事務所へご相談下さい。

国民年金の給付の種類と年金受給額
（２０１9年度）

種　類 年金受給額（年額）
老齢基礎年金 ７８万１００円（満額）

障害基礎年金 ９７万５１２５円（１級）
７８万１００円（２級）

遺族基礎年金 １００万４６００円
（子が１人いる配偶者の場合）

寡婦年金
国民年金保険料を納めた期間に
応じた金額

死亡一時金
外国人のための

脱退一時金

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

７月５日㈮午前
１０時から

市庁舎１０階会
議室１０-3～５

会議当日に教育総務課
（市庁舎１０階、☎７２４・
２１７２）へ

町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

７月８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

町田市国民健康保険
運営協議会

７月１１日㈭午
後２時～４時

市庁舎２階会
議室２-２

3人
（申し込み順）

７月５日までに電話で保険
年金課（☎７２４・４０２７）へ

町田市廃棄物減量等
推進審議会

７月１１日㈭午
後６時3０分～
８時3０分

市庁舎２階会
議室２-２

１０人
（申し込み順）

７月１０日までに電話で環
境政策課（☎７２４・４3７９）
へ

町田市会計基準委員
会

７月１２日㈮午
前１０時～正午

市庁舎１０階会
議室１０-５

3人
（申し込み順）

事前に電話で会計課（☎
７２４・２１９６）へ

町田都市計画道路
3・3・36号線

町田高校

原町田大通り

町
田
街
道

↑至新宿

小田
急線

芹ヶ谷
公園

市庁舎

サン町田
旭体育館町田

市民病院

小田急町田駅

　市では、多摩都市モノレールの
町田方面への延伸を１日でも早く
実現するため、モノレールの導入
空間となりうる町田都市計画道路
３・３・３６号線の用地について、先
行取得を進める「多摩都市モノレ
ール町田方面延伸加速化プロジェ
クト」を立ち上げました。
　対象となる用地は、町田都市計
画道路３・３・３６号線の区域内のう
ち、町田市民病院付近から芹ヶ谷

公園付近までの区間の土地（下地
図参照）です。
　詳細は町田市ホームページをご
覧下さい。

「介護保険負担限度額認定証」「生
計困難者に対する利用者負担額軽
減確認証」の更新手続きについて
　介護保険負担限度額認定証・生
計困難者に対する利用者負担額軽
減確認証の有効期間が７月３１日で
終了します。
　同認定証・確認証をお持ちの方
が、８月１日以降もそれぞれの軽減
を受けるためには更新の手続きが
必要です。
手続き方法各申請書（各高齢者支
援センター、介護保険課〔市庁舎１
階〕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、必要
書類を添えて、８月３１日まで（消印
有効）に直接または郵送で現在入

所中の市内施設または介護保険課
（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２）
へ。

「介護保険負担割合証」を 
７月１６日に発送します

　介護認定を受けている方に、８
月１日からお使いいただく介護保
険負担割合証を７月１６日に発送し
ます。
　届きましたら、ケアマネジャー
や利用している介護保険サービス
事業所にご提示下さい。
　なお、適用期間の終了年月日が
令和元年または平成３１年７月３１
日となっている介護保険負担割合
証は８月１日以降使用できません。

　８月から負担割合が変わる方の
新しい被保険者証を７月上旬に簡
易書留郵便で発送します。今まで
使用していた被保険者証は８月１
日以降に市役所へお返し下さい。
　負担割合が変わらない方は、現
在お持ちの被保険者証を引き続き
お使い下さい。
○負担割合について
　医療機関の窓口で支払う医療費
の負担割合は、１割または３割で
す。
　負担割合は毎年８月１日を基準
に前年度の所得や収入に応じて判
定し、有効期限内であっても変更
されます。

　両認定証は、外来診療時及び入
院時に、あらかじめ医療機関に提
示すると、保険適用の窓口負担が
自己負担限度額までとなるもので

す。
　また、後期高齢者医療限度額適
用・標準負担額減額認定証は、入院
時の食事代が減額されます。
　現在お使いいただいている両認
定証は、有効期限の平成３１年７月
３１日（令和元年７月３１日）を過ぎ
ると使用できません。８月１日以
降、ご自身で破棄していただくか、
市役所へお返し下さい。
　次のすべてに該当する後期高齢
者医療被保険者の方には、８月１日
からお使いいただく新しい認定証
を、７月下旬にお送りします。①過
去に両認定証の交付を受けたこと
がある方②後期高齢者医療限度額
適用・標準負担額減額認定証＝住
民票上の世帯員全員が２０１９年度
住民税非課税の方、後期高齢者医
療限度額適用認定証＝住民票上の
世帯員で後期高齢者医療被保険者
全員の２０１９年度の住民税課税所
得がいずれも６９０万円未満の方
※②に該当していても、過去に認
定証の交付を受けたことがない方
へは送付しません。新規に認定証
が必要な方は申請して下さい。認
定証は申請のあった月の１日から
適用されます。

負担割合が変わる方に新し
い「後期高齢者医療被保険
者証」を発送します

「後期高齢者医療限度額適
用・標準負担額減額認定証」

「後期高齢者医療限度額適
用認定証」をお送りします
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健康案内健康案内
か ら だ 測 定 会

【お子さん連れ大歓迎！測って、知っ
て、健康づくり！】
対①市内在住の女性②市内在住の方
日７月１０日㈬、受け付け＝①午前１０
時１５分～１０時４０分②午前１１時２５
分～正午
場子どもセンターただＯＮ　ことこ
と・とんとん
内①②血管年齢測定、骨の健康度測
定、口の健康チェック、①のみ＝しこ
りチェッカー（乳がん自己触診用）、
保健師・栄養士による結果説明、講話
問保健予防課☎７２２・７９９６

募　集募　集
町田市学童保育クラブ

夏 季 期 間 臨 時 職 員
　各学童保育クラブに在籍する児童

（障がい児を含む）の保育及び介助の
仕事です。
勤務日７月２２日～８月３１日の月～土
曜日で指定する日（週最大５日勤務）
勤務時間午前８時～午後７時のうち
シフト表で定めた時間（最大７時間
３０分）
勤務場所中央学童保育クラブ（中
町）、相原たけの子学童保育クラブ

（相原町）
募集人員合わせて９人程度
報酬時給９９０円（別途交通費支給）
※幼稚園・小学校・中学校・高等学校
の教員免許、保育士資格（都道府県知
事の登録が必要）のいずれかをお持
ちの方は１１１０円です。
※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１次＝書類、２次＝面接
申事前連絡のうえ、履歴書（写真貼付
・志望動機明記）及び資格証明書の
写しを、直接または郵送で児童青少

年課（市庁舎２階、〒１９４－８５２０、森
野２－２－２２）へ。
問児童青少年課☎７２４・２１８２

町 田 市 食 育 
ボ ラ ン テ ィ ア（ 第３期 ）

　第２次町田市食育推進計画に基づ
き、食を通じた地域交流を推進して
います。家族や友人と食卓を囲むこ
との大切さなど、普及啓発を目的に
食育ボランティアを募集します。
　同ボランティアの登録には、養成
講座の受講が必要です。登録後は３
年間活動していただき、その後自主
グループへ移行します。
応募要件次のすべての要件を満たす
方　①２０～６０代で市内在住、在勤、
在学である②無償かつ自主的に食育
ボランティア活動ができる③応募後
に、市が行う養成講座（全５回）を４回
以上（第３回「食の安全」は必修）受講
できる④氏名・連絡先等、活動に必要
な情報を市に提供することに同意で
きる⑤活動グループの名簿に氏名・
連絡先を載せることに同意できる⑥
政治・宗教活動または営利を目的と
した活動を行わない⑦食育ボランテ
ィアとして登録後、Ｅメールを利用
して連絡がとれる
定３０人
申募集要項を参照のうえ、登録申込
書に記入し、７月１６日～８月３０日（消
印有効）に直接、郵送、ＦＡＸまたはＥメ
ールで町田市保健所（中町庁舎）保健
予防課保健栄養係（〒１９４－００２１、
中町２－１３－３、返０５０・３１６１・
８６３４遍ｍｃｉｔｙ４０５０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄ
ａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
※募集要項・登録申込書は保健予防
課（市庁舎７階、町田市保健所〔中町
庁舎〕、健康福祉会館、鶴川保健セン
ター）で配布します（町田市ホームペ
ージでダウンロードも可）。

【養成講座】
日①１０月１１日㈮午後２時～４時②
１０月２８日㈪午後２時～４時③１１月
１５日㈮午後２時～４時④１２月５日㈭
午前１０時～午後１時⑤１２月１２日㈭

午後２時～４時３０分
内①食育、食育ボランティア②共食、
食事マナー③食の安全（必修）、口腔
の健康、食品ロスの削減④調理実習
⑤行事食、食文化、総括

◇
問保健予防課☎７２２・７９９６

お知らせお知らせ
行 政 経 営 監 理 委 員 会

【２０４０年を見据えた今後の行政経
営の方向性】
　市では、「市役所の生産性の向上」と

「公共施設における行政サービス改
革」の２つを改革の柱とする行政経営
改革プランを着実に推進するため、有
識者や市長・副市長等で構成する行
政経営監理委員会を開催します。
　第１回では、高齢者人口がピーク
を迎える２０４０年ごろを見据え、ど
のような行政経営を行う必要がある
のかについて提言等を行います。委
員会は公開で行い、傍聴できます。
日８月９日㈮午後２時３０分～４時３０分
場市庁舎
定３０人（申し込み順）
申７月３１日までに電話で経営改革室

（☎７２４・２５０３）へ。
町田エコフェスタ２０１９

出 展（店）者 募 集
　１０月６日㈰に市庁舎で開催する

「町田エコフェスタ２０１９」の出展
（店）者を募集します。
【フリーマーケット・団体バザー】
対市内在住の方（業者を除く）
募集枠①フリーマーケット＝６０区
画②団体バザー＝３区画／申し込み
順
※区画位置は受付時に抽選します。

費①１０００円②２０００円
【ＰＲコーナー・ＰＲ販売コーナー】
　エコロジーの取り組みを紹介・展
示するブースです。
対市内の団体や企業及び市内在住、
在勤、在学の方
募集枠ＰＲコーナー＝１１区画、ＰＲ販
売コーナー＝１４区画／申し込み順
※出展（店）内容が重複する場合等
は、町田エコフェスタ実行委員会で
調整します。

◇
申出展（店）要項を参照のうえ、申込
用紙に必要事項を記入し、７月３１日
までに、直接町田エコフェスタ実行
委員会事務局（〒１９４－００３６、木曽
東２－１－１、〔一財〕まちだエコライ
フ推進公社）へ。
※出展（店）要項・申込用紙は、同公社
で配布します（同公社ホームページ、
町田市ホームページでダウンロード
も可）。出展（店）者へは、後日説明会
の案内を送付します。
※応募状況は、同事務局（☎７９７・
９６１７）へご確認下さい。
※９月１４日㈯に出展（店）者説明会を
行いますので、必ず出席して下さい。
問環境政策課☎７２４・４３８６
夏号を発行しました！～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７月～９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。
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

ご協力をお願いします　受動喫煙防止対策のお知らせ
問健康推進課☎７２４・４２３６

公示します

金井町・藤の台団地地区　新しい町区域と町名案
問土地利用調整課☎７２４・４２５４

　２０２０年７月に金井町・藤の台団
地地区と周辺の一部の地域で、住
居表示の実施及び既存の町への編
入を予定しています。
　新しい町区域と町名の案（下図
参照）を公示します。
公示期間７月３１日㈬まで
公示場所土地利用調整課（市庁舎

８階）、各市民センター
※町田市ホームページでもご覧い
ただけます。

【変更の請求】
　この案に異議がある場合は、５０
人以上の連署を添えて変更の請求
をすることができます。請求の窓
口は、土地利用調整課です。
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　昨年７月の「健康増進法の一部
を改正する法律」「東京都受動喫煙
防止条例」公布に伴い、公共施設や
飲食店等の屋内は原則禁煙になり
ます。
　受動喫煙による健康被害等を未
然に防ぐため、７月１日からは、病
院や診療所、児童福祉施設、学校、
行政機関等の屋内では完全禁煙に
なります。また、９月１日からは東
京都受動喫煙防止条例に基づき、
保育所・幼稚園・小学校・中学校・高
等学校等では、敷地内における屋
外でも禁煙となります。

【受動喫煙防止対策に関する専用
相談窓口を開設します】
　市では、市民の皆さんや事業者
の方からの問い合わせに対応する
ため、受動喫煙対策に関する専用の
相談窓口を開設します。相談は、来
所または電話で受け付けます（事業
者の方が来所された際、店頭表示
ステッカー〔右図〕の配布も有り）。

受付時間午前８時３０分～午後５時
（土・日曜日、祝休日、年末年始を除
く）
相談電話番号☎８６０・７８３０
来所相談市庁舎７階７０５窓口

【敷地内禁煙の市の施設】
　市立小・中学校、市立保育園、各
市民センター、各コミュニティセ
ンター、健康福祉会館、町田市保健
所（中町庁舎）、子どもセンター等
※詳細は各施設へお問い合わせ下
さい。
市HP 受動喫煙防止対策  検索

喫
煙
専
用
室
標
識
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町田市立小・中学校の地域における
役割に関する
ア ン ケ ー ト 調 査

　町田市教育委員会では、児童・生徒
数の減少や学校施設の老朽化に対応
しながら、児童・生徒がより良い教育
環境で学ぶことができるようにする
ため、８月に町田市立学校適正規模・
適正配置等審議会を設置します。こ
の審議会では、子どもたちの教育環
境を充実させるために必要となる適
正な学級数・学校配置のあり方や、学
校統廃合も含めた通学区域の見直し
などについて検討することを予定し
ています。
　一方で、市立小・中学校は災害時の
避難施設としての役割や学校開放等
による地域活動の拠点としての役割
もあります。そこで、幅広い市民の皆
さんの考え方や意識を把握し、審議
会での議論を充実させることを目的
として、市内在住の２０歳以上の方
３０００人（無作為抽出）を対象にアン
ケート調査を送付しています。調査
は自己記入式で無記名です。ご協力

をお願いします。
回答期限７月９日まで
問教育総務課☎７２４・２１７２
ご覧（縦覧）いただけます
都 市 計 画 案

【鶴川駅周辺地区関連】
　都市計画法第１７条に基づく縦覧
で、期間中、住民及び利害関係人は、
都市計画の案について、意見書を提
出することができます。
対住民及び利害関係人
縦覧期間７月１２日㈮～２６日㈮、午前
８時３０分～午後５時（土・日曜日、祝
休日を除く）
場都市政策課（市庁舎８階）
内町田都市計画土地区画整理事業の
変更、地区計画の変更（鶴川駅北地区
地区計画）、地区計画の決定（鶴川駅
南地区地区計画）、用途地域の変更、
防火地域及び準防火地域の変更、都
市計画道路の変更及び決定
意見書の提出７月２６日まで（必着）に
直接または郵送で都市政策課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問都市政策課☎７２４・４２４７

７月は強調月間です
社会を明るくする運動

【犯罪や非行を防止し、立ち直りを支
える地域のチカラ】
　「社会を明るくする運動」町田大会
を開催します。
※保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日７月３１日㈬午後１時３０分～３時４５
分（午後１時開場）
場町田市民ホール
内①講演会②金井中学校吹奏楽部に
よる演奏
講①警視庁警部・蜂谷嘉治氏
定８５３人（先着順）
※保育希望者（７月３１日時点で、１歳
以上の未就学児、申し込み順に６人）
は、７月２日午後１時から電話で福祉
総務課へ。
【寄贈品を募集中】
　当日、参加者に配布する寄贈品を
募集しています。
募集対象持ち帰れる程度の大きさの
物で、同じ種類、１００個以上６００個以
下の未使用の既製品
申７月１０日までに電話で福祉総務課
へ。

◇
問福祉総務課☎７２４・２５３７
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
２０２０年１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７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）。
※２０２０年１月７日～９日、１４日、１６
日、２２日、２３日、２７日、２８日、３０日

は利用できません。
大地沢青少年センター～２０２０年１
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７月６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。
※２０２０年１月１日～４日、７日、１４日、１５
日、２１日、２８日は利用できません。
実施します
夏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）。
日７月１３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

催し・講座催し・講座
福祉サポートまちだ
成年後見制度出張講座

【ご存知ですか？成年後見制度】
日７月２３日㈫午後２時～３時３０分
場木曽森野コミュニティセンター
内成年後見制度（法定後見制度）の概
要や手続きの流れ、相談先の紹介等
講福祉サポートまちだ職員
定２０人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、直接、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（町
田市民フォーラム４階、☎７２０・
９４６１返７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７

あなたの提案をお待ちしています！

まちだ　未来　ビジネスアイデアコンテスト２０１９
問町田新産業創造センター☎８５０・８５２５、町田市産業政策課☎７２４・２１２９

広告を掲載しませんか

２０１９年　明るい選挙ポスターコンクール
問選挙管理委員会事務局☎７２４・２１６８

ブルーベリーの美味しい季節です

摘み取りに出かけませんか
問農業振興課☎７２４・２１６６

町田市わたしの便利帳
　市の業務案内などを掲載する

「町田市わたしの便利帳」を２１万部
作成し、２０２０年１月に全戸配布す
るほか市内転入者に配布します。
　この冊子は、市と（株）サイネッ
クスが協働で作成するものです。
このたび本誌に掲載する広告を募
集します。
※広告掲載依頼の営業のため、趣
意書を携えた業者が企業等を訪問
する場合があります。
広告サイズＡ４全面、Ａ４の２分の
１、Ａ４の３分の１、Ａ４の９分の１
※詳細及び申し込みは、（株）サイ
ネックス（☎０４２・５４８・１５５６）へ
お問い合わせ下さい。
問広報課☎７２４・２１０１

町田市立図書館ホームページ
　町田市立図書館ホームページ
は、現在訪問者数が月平均１０万件
と多くの方に利用されています。
　ホームページにバナー広告を掲
載し、事業を広くＰＲしませんか。
対ウェブサイトを有する事業主
募集枠数トップページ下の５枠

（縦５０ピクセル×横１８９ピクセ
ル）、申し込み順
費１枠３万円（３か月）
申必要書類（同館ホームページで
ダウンロード）に必要事項を記入
し、直接または郵送で中央図書館
６階事務室へ。
問中央図書館☎７２８・８２２０

　明るい選挙を呼び掛ける内容の
ポスター作品を募集します（全員
に参加賞有り）。
対市内在住、在学の小学生～高校
生
画材絵の具、ポスターカラー等（紙
や布を使用した貼り絵も可）
サイズ画用紙の４つ切り（５４２㎜
×３８２㎜）または８つ切り（３８２㎜
×２７１㎜）
申作品裏面の右下に、学校名・学年

・氏名（ふりがな）を明記し、９月６
日までに直接、選挙管理委員会事
務局（市庁舎９階）へ（学校を通じ
て提出する方は、学校で決められ
た日まで）。
※応募作品の著作権は主催者に帰
属します。なお、作品は啓発紙等へ
の掲載や、展示会等で展示するこ
とがあります。
市HP 明るい選挙ポスター  検索

　期間、営業時間、料金等は農園ごとに異なりますので、各農園へお問い
合わせ下さい。

　町田新産業創造センターと市内
創業支援施設等との共催で、ユニ
ークなアイデアや技術を持つ学
生、起業家等と、地元の企業を結び
つけ、新たなビジネスの創造を目
指すコンテストを開催します。
　地元の企業に、あなたのビジネ
スアイデアを提案してみませんか。
【説明会】
　募集テーマやアイデア募集企業
の概要、申込方法等の詳細につい
て説明します。また、同センターホ
ームページ（下記ＱＲコード）でも
ご覧いただけます。
日８月３日㈯午前９時
～午後０時３０分
場同センター
申８月２日午後５時までに同センタ
ーホームページで申し込み。
【コンテスト概要】

対①大学生
部門（高専
生・大学院
生含む）②
一 般 部 門

（起業家等）
③ 高 校 生

（グループ
での申し込
みも可）
募集内容企
業から提示されたテーマに応える
ビジネスアイデア／企業に提案し
たい自由なビジネスアイデア
アイデア募集企業小田急電鉄（株）、
ＦＣ町田ゼルビア、ＡＳＶペスカドー
ラ町田、アイワ広告（株）、（株）エフ
デザイン、ブラス（株）〔ＴＳＵＴＡＹＡ
町田木曽店〕、（社福）みずき福祉会
町田福祉園

農園名 所在地 問い合わせ・予約先
①相原ブルーベリー農園 相原町2052 ☎080・5088・7588
②町田里山ベリー園（食べ放題） 上小山田町2663 ☎797・3246
③小山田ブルーベリー園 下小山田町1014 ☎719・5486
④浅沼ブルーベリー農園 木曽西5-14 ☎080・1149・9630（予約不要）
⑤小野路ブルーベリー園 小野路町1014 ☎090・8302・2209
⑥南町田ブルーベリー園 鶴間5-12-38 ☎090・9645・5511
⑦友井ブルーベリーガーデン 小川6-12-1 ☎090・4526・2435
⑧Ｂ　ｆａｃｔｏｒｙ（ビーファクトリー）山崎町1877-1 ☎851・9213
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催し・講座催し・講座
地 域 公 開 講 座

【発達から見た学習の困難をどう考
えるか～頑張っているのにできなく
て困っている子への理解と配慮】
対市内在住の方
日７月２４日㈬午前１０時～正午
場生涯学習センター
講東戸塚子ども発達クリニック院長
・小澤武司医師
定１００人（申し込み順）
申７月２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１９０７０２Ｃへ。保育希望
者（４か月以上の未就学児、申し込み
順に１５人）は併せて申し込みを。
※附室からの親子鑑賞希望者（未就
学児、申し込み順に８人）は電話で併
せて申し込みを。
問子ども発達支援課☎７２６・６５７０
７月は野菜がいっぱい！

まち☆ベジ夏野菜の直売
　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、野
菜や菓子等を販売し
ます。
日７月７日、２８日、
いずれも日曜日午前７時～８時

【②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７月１６日㈫午前１１時～午後１時

【③ＪＡ町田市青壮年部会夏野菜市】
　市内の若手農業者が集合し、採れ

たて野菜を販売します。
日７月２２日㈪午前１０時３０分～午後
１時３０分

【④町田のＮＥＷファーマーズが農
産物の直売を行います】
　遊休農地を借り受け、新たに農業
経営を始めた、町田のＮＥＷファー
マーズが農産物の直売を行います。
日７月２９日㈪午前１０時～午後１時

◇
場①教育センター駐車場②③④市庁
舎前
問農業振興課☎７２４・２１６６

特殊詐欺被害防止教室
　振り込め詐欺等の特殊詐欺被害が
増えています。町田警察署で実際に
特殊詐欺対応をしている警察官か
ら、最新の詐欺の手口や対処法を学
びます。詐欺被害防止に有効な「迷惑
電話防止機能付き電話」の展示もあ
ります。
日７月３日㈬、４日㈭、午前１０時～午
後４時
場ぽっぽ町田広場ピロティ
内特殊詐欺被害防止の動画上映、対
処機器等の展示、相談窓口等
問市民生活安全課☎７２４・４００３
市立図書館～乳幼児向けおはなし会
ボランティア

養 成 講 座
対市内在住、在勤、在学の、全回参加
でき、受講後にさるびあ・鶴川・鶴川
駅前・金森・木曽山崎・堺図書館のい
ずれかに、乳幼児向けおはなし会ボ
ランティアとして必ず登録できる方
日１０月１日、８日、１５日、２９日、いず
れも火曜日午前１０時～正午、全４回
場中央図書館

内０～２歳を対象にした絵本の読み
方やふれあい遊び、わらべ歌、おはな
し会の流れを学ぶ　
定１０人（抽選）
申７月３日～９月５日に、各市立図書
館で開催している「乳幼児向けおは
なし会」を見学後に申し込み。
※おはなし会の日程は町田市立図書
館ホームページをご覧いただくか、
お問い合わせ下さい。
問中央図書館☎７２８・８２２０
町田市で働こう！

保 育 の お 仕 事 ひ ろ ば
　市内の保育園等で働きたい方向け
に、就職相談会を開催します。市内
２４法人（予定）の保育園等採用担当
者に、就職に関する相談ができます。
来場者には、オリジナルの記念品を
プレゼントします（カフェスペース
ではドリンク・お菓子のサービスも
有り）。
※履歴書は不要です（服装自由）。
対市内の保育園・幼稚園・認定こども
園等で働きたい方
日７月７日㈰午前１０時～午後４時（入
退場自由）
場ベストウェスタンレンブラントホ
テル東京町田　地下１階珊瑚の間
問子育て推進課☎７２４・４４６８

家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日７月２０日㈯午後１時３０分～３時３０
分
場特別養護老人ホーム第二清風園
内自分でできるストレス・介護疲れ
解消法～自力整体、タッピングの手
法を使って
定３０人（申し込み順）
申電話で鶴川第１高齢者支援センタ

ー（☎７３６・６９２７）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

ＰＯＰコンテストまちだ２０１９
【本を読んでみたら、意外といいこと
があった】
　あなたが人に薦め
たい本の魅力を伝え
るＰＯＰ（ 紹 介 カ ー
ド）を作成してみま
せんか。
対小学４年生～１８歳
の方
※図書館の利用券をお持ちでない方
は、利用登録が必要です。
各賞・賞品グランプリ＝図書カード
３０００円、優秀賞＝図書カード１０００
円
ＰＯＰの規格各市立図書館、町田市民
文学館で配布する専用用紙または官
製ハガキ程度の大きさ（１００ｍｍ×
１４８ｍｍ）で厚みのあるもの（画材は
自由）
応募方法７月１２日～９月２９日に、直
接各市立図書館または町田市民文学
館へ。
※詳細は、町田市立図書館ホームペ
ージをご覧下さい。
問中央図書館☎７２８・８２２０　

観 光 ま ち づ く り 
シ ン ポ ジ ウ ム ２ ０ １ ９

　（公財）日本交通公社観光地域研究
部主席研究員・吉澤清良氏による基
調講演や町田市の観光の担い手によ
るクロストークを行います。「町田の
観光」について一緒に考えましょう。
日８月３日㈯午後２時～４時
場町田市民文学館大会議室
定８０人（先着順）
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８

屋上花畑で収穫した

野菜を使った料理教室
問市有財産活用課☎7２４・２１６５

さがまちカレッジ
問さがまちコンソーシアム事務局☎7４7・９０３８、町田市生涯学習セン�
　ター☎7２８・００7１

　相模原の夏の夜空を彩る風物
詩。スターマインを中心に、約１万
発の花火が夜空いっぱいに広がり
ます。
日７月１５日㈷午後７時～８時１５分
場相模原市中央区水郷田名相模川

「高田橋」上流（荒天・相模川増水時
は中止）
交通ＪＲ横浜線相模原駅南口から

「水郷田名」行きバスで終点下車、
徒歩５分（午後２時以降は「田名バ
スターミナル」で下車、徒歩１５分）
※当日は大変混雑しますので、午
後３時までの乗車をおすすめしま
す。

※大会当日、ＦＭ ＨＯＴ８３９（８３．９
ＭＨｚ）で交通情報・実況中継を放
送します。
※花火大会臨時駐車場は有料です

（駐車場利用協力金１台２０００円）。

　市庁舎４階にある屋上花畑で収穫
した野菜を、たっぷり使った料理を
作ります。
対市内在住、在勤、在学の方
日７月２８日㈰、①午前１０時～正午②
午後１時３０分～３時３０分
場生涯学習センター
内野菜たっぷりカレーナン、人参の
マリネ、じゃがいものジェノベーゼ
和え（予定）

講フードコーディ
ネーター・松岡明理
氏
定①３０人②１０人／
申し込み順
費５００円
申７月３日正午～１１
日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード１９０７０３Ｆへ。

　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）。

【今より確実に元気になれる「半端な
い健康講座」】
　誰もが安心して続けられる健康づ
くりについて、生活習慣・食事・運動
のそれぞれの側面から分かりやすく
解説します。
日８月３１日㈯午前１０時～正午
場町田市生涯学習センター
講東京家政学院大学現代生活学部食
物学科准教授・岩本直樹氏、同大学教
授・三澤朱実氏、同大学教授・山田正
子氏
定４０人（抽選）
費１０００円
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、８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）。
※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。

中学・高校生対象講座
【中学生のための初級薬学講座～薬
の秘密を確かめよう】
　医薬品の工夫や効用について簡単

な実験を行いながら学びます。
対中学生
日８月４日㈰午後１時～４時
場ウエルネスさがみはら（相模原市）
講相模原市薬剤師会会員くろーばー
薬局薬剤師・岡田裕司氏
定２０人（抽選）
費１５００円（教材費含む）

【月探査機が撮影したデータを解析
しよう】
　月探査機セレーネ（かぐや）が送っ
てきた月のデータを実際に見ながら
月の探査などについて解説し、その
後、個人またはグループでデータ解
析を行います。
対中学生以上の方
日８月２０日㈫、２２日㈭、午前９時３０
分～午後０時４０分、全２回
場相模女子大学（相模原市）
講同大学非常勤講師・春山純一氏
定２０人（中学・高校生を優先のうえ、
抽選）
費２０００円

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、７月１５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。

となりの
まちから
相模原市

相模原納涼花火大会
問�相模原市コールセンター☎77０・7777（受付時間＝午前
８時〜午後９時）／当日の開催状況は、テレホンサービス
（☎０１８０・９９・１２３３、有料、自動音声）でご確認下さい。
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夏休み親子体験学習
ＣＡＰプログラムを体験しよう！
　子どもがいじめ、誘拐、性暴力など
危険な目に遭った時に、自分で自分
の身を守るための方法をロールプレ
イを交えて学びます。大人は別室で、
大人の役割や対応方法を学びます。
対小学１～３年生の子どもとその保
護者（子どものみの参加は不可）、大
人向け講座に参加を希望する方
日７月３１日㈬午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講ＣＡＰたんぽぽ
定子ども３０人、大人４０人／申し込
み順
申７月４日正午～２４日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０７０４Ｃへ。保育希望
者（１歳６か月以上の未就学児、申し
込み順に１０人）は、７月１７日までに
併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８
夏休み親子で探検

鶴見川流域ふれあいバスツアー
【鶴見川流域の見所をまるごと体験】
　市民・市民団体・企業・行政の連携
による鶴見川流域水マスタープラン
の取り組みをバスツアーで体験しま
す。
※鶴見川流域水協議会（国土交通省
関東地方整備局・東京都・神奈川県・
横浜市・川崎市・町田市・稲城市）の主
催です。
対小学３年生以上の子どもとその保

護者
日７月３１日㈬午前９時３０分～午後４
時４０分ごろ（荒天時は８月２日に延
期）、集合は午前９時１５分にＪＲ横浜
線淵野辺駅南口、解散はＪＲ横浜線新
横浜駅
見学地鶴見川源流保水の森～恩廻公
園調節池～鶴見川流域センター
内鶴見川源流保水の森、調節池など
の治水施設の見学、鶴見川の生物調
査（魚捕り）体験等
定４５人（鶴見川流域在住、在勤の方
を優先のうえ、抽選）
持ち物昼食、飲み物、水に入れる靴
（サンダル不可）、雨具等
※歩きやすい靴と服装でおいで下さ
い。
申住所（鶴見川流域在勤の方はその
旨を明記）・氏名・電話番号・ＦＡＸ番
号・参加者全員の氏名と年齢を明記
し、ＦＡＸまたはＥメールで７月１９日
午後５時までに鶴見川流域水協議会
申込窓口アジア航測（株）（返０４４・
９６５・００４０遍ｍｉｚｕｍａｓｕ．ｔｓｕｒｕｍｉ
＠ａｊｉｋｏ．ｃｏ．ｊｐ）へ。
問同協議会申込窓口アジア航測（株）
☎０４４・９６７・６２７０（受付時間＝祝
日を除く月～金曜日の午前１０時～
午後５時）、町田市下水道総務課☎
７２４・４２８７
新しいごみ焼却施設等の建設工事

親 子 現 場 見 学 会
【建設中のごみピットをのぞいてみ
よう！】
　町田リサイクル文化センター敷地
内に建設中の新しいごみ焼却施設

（熱回収施設等）の工事現場見学会で
す。ごみピットの掘削現場をご覧い
ただきます。
対市内在住の小学生以上の方とその
保護者（保護者１人につき小学生以
上２人まで）
※１８歳以下の方のみの参加・未就学
児の参加同伴はできません。
日７月２８日㈰午前１０時～１１時３０分
（小雨実施）
場町田リサイクル文化センター
※駐車場はありません。
内ごみ処理施設の仕組みが学べるパ
ネル展示や重機の試乗体験
定５０人（申し込み順）
申１次受付＝７月１日正午～３日午後
７時にイベシス（＝インターネット）
コード１９０７０４Ａへ／２次受付＝７
月４日正午～２１日にイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
へ。
問循環型施設整備課☎７２４・４３８４

ダンボールコンポスト講習会
　参加者はダンボールコンポスト１
セット（幅３７㎝、奥行３３㎝、高さ３２
㎝、重さ約７㎏）をお持ち帰りいただ
けます。
※講習会を受講したことがある方は
申し込みできません。
対市内在住の方
日７月２６日㈮、２９日㈪、午後２時３０
分～４時
場市庁舎
定各１５人（申し込み順）
申７月３日正午～１８日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ

シスコード１９０７０３Ｅへ。　
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０　

まちエコ・フリーマーケット
　家庭で不用になった物をリユース
（繰り返し使う）するフリーマーケッ
トを開催します。「包丁研ぎ」もあり
ます（正午まで）。
日７月１４日㈰午前９時～午後２時
場町田リサイクル文化センター隣接
地

【フードドライブを同時開催】
　家庭で余っている食材を持ち寄
り、集まった食材を福祉団体・施設な
どに寄附するフードドライブを（株）
協栄の協力のもと開催します。
○特に喜ばれるもの　調味料・レト
ルト食品・缶詰・お菓子・お茶等
※混雑時は、駐車できない場合もあ
ります。
※詳細は、（一財）まちだエコライフ
推進公社（☎７９７・９６１７）へお問い
合わせいただくか、同公社ホームペ
ージをご覧下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

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７月２９日㈪午前１０時～１１時（受
け付け＝午前９時３０分～１０時）
場健康福祉会館２階
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

○会期　７月６日㈯～９月２３日㈷　
○観覧時間　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３０分前まで）
○休館日　月曜日（ただし祝休日の
場合は開館し、翌日休館）
○会場　同館企画展示室
○観覧料　一般８００円、高校・大学生
・６５歳以上の方４００円、中学生以下
無料
※両企画展の共通券です。
※７月６日㈯は入場無料です。

畦地梅太郎・わたしの山男
　山の版画家と
して知られ、名
誉市民である畦
地梅太郎氏は、
晩年を鶴川で過
ごしました。没
後２０年を記念
し、「山男」シリ
ーズを中心に約１００点を展示します。
○畦地梅太郎プロフィール
　明治３５（１９０２）年に愛媛県南部
の農家に生まれました。噴煙をあ
げる浅間山の力強さに感動し、山
を生涯のテーマに定め、山の風景
画で木版画家としての地位を確立
しました。１９５０年代半ばから取
り組んだ「山男」は、畦地を代表す
るシリーズです。昭和５１（１９７６）
年に鶴川に転居。２０年以上を暮ら
し、平成１０（１９９８）年に町田市名
誉市民ともなっています。

関連イベント �
【①あなたの推

お

し山
メ

男
ン

は誰？夏休み
！山男総選挙】
　展示作品の中から、お好きな山男
に投票してみませんか。
日程７月２０日㈯～９月１日㈰

【②プロムナード・コンサート「ピア
ノで探す　世界の山の風景」】
日７月１３日㈯、午後１時から、午後３
時から、いずれも３０分程度
演奏山口友由実（ピアノ）
※座席の用意はありません。

【③担当学芸員によるギャラリート
ーク】
日７月１５日㈷午後２時から４０分程度

【④特別ギャラリートーク】
　畦地梅太郎氏の孫である畦地堅司
氏が解説します。
日７月３１日㈬午後２時から４０分程度

【⑤山の歌声】
　声楽家が歌う懐かしい山の歌をお
楽しみ下さい。
日７月２７日㈯、９月１５日㈰、午後２時
から３０分程度
出演７月２７日＝奥村浩樹、９月１５日
＝大石洋史、佐々木典、正木庸平　

【⑥講演会～畦地先生と町田】
　元同館学芸員の河野実氏による講
演です。
日８月３日㈯午後１時３０分～３時
定１００人（先着順）

【⑦畦地さんの「作文」を聞こう】
　温かな人柄が感じられる畦地エッ
セイの朗読会です。
日８月１０日㈯午後２時から３０分程度

◇

場①③～⑤⑦同館企画展示室１②同
館エントランスホール⑥同館講堂
※③～⑤⑦は、当日有効の観覧券を
お持ちのうえ、企画展示室１入り口
にお集まり下さい。
○同時開催～ミニ企画展
若き畦地梅太郎の仲間たち～
１９３０－１９４０年代の日本の版画
会期９月２３日㈷まで
場常設展示室

インプリントまちだ展２０１９ 
田中彰 町田芹ヶ谷えごのき縁起
　自然と人の関
わりを木版画で
表現してきた田
中彰氏は、町田
の「木と人が築
いてきた関係
性」に注目しま
した。芹ヶ谷公
園にある「エゴノキ」から切り出した
版木に、田中氏が町田の水源などの
取材で得たイメージを刻み、木に新
たな命を吹き込みます。

関連イベント �
【①町田版画運動～版画でくみあげ
る町と人のみなもと】
　田中氏が新作「町田芹ヶ谷えごの
き縁起絵巻」を滞在制作し、来館者と
共同で木版画にします（材料・道具の
用意、制作経験は不要）。
対１０歳以上の方
※電熱ペン、彫刻刀等を使用します。
日７月１２日～９月１５日の金・土・日曜

日、午後１時～４時３０分（７月１３日、
２６日、９月７日、８日を除く）
※所要時間は１０～３０分程度で、随時
参加できます（１回につき５人程度）。

【②担当学芸員によるギャラリート
ーク】
日７月２０日、８月１７日、いずれも土曜
日午後２時から３０分程度

【③アーティストトーク】
日８月１２日（振休）午後２時から１時
間程度
講版画家・田中彰氏

【④ポップアップストア】
　ミセルくらしＰＵＮＴＯ協力のもと、
田中氏によるオリジナルグッズや関
連グッズを期間限定で販売します。
日８月１２日（振休）、９月２３日㈷、午前
１０時～午後５時３０分

【⑤トークイベント】
　高校生以上の方は、当日有効の観
覧券（半券可）が必要です。
日９月８日㈰午後３時～４時３０分
講版画家・田中彰氏、柄澤齊氏、詩人
・時里二郎氏
定１００人（先着順）

【⑥「町田芹ヶ谷えごのき縁起」発表
会】
　「町田版画運動」で制作した作品
と、町田第二小学校との連携授業で
制作した作品を展示します。
日程９月２１日㈯～２３日㈷

◇
場①④同館エントランスホール②③
⑥同館企画展示室２⑤同館講堂
※②③⑥は、当日有効の観覧券をお
持ち下さい。②③は、企画展示室２入
り口にお集まり下さい。

国際版画美術館　企画展案内 問市役所代表☎７２２・３１１１、
同館☎７２６・２７７１、０８６０

町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索７月は｢チャレンジするならTOKYOの町田から!」 市HP

「
山
男（
二
）」

１
９
５
３
年
、当
館
蔵

「
町
田
芹
ヶ
谷
え
ご
の
き
縁
起
」

２
０
１
９
年
、作
家
蔵

「畦地梅太郎・わたしの山男展」・「インプリントまちだ展2019」
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まちだ市民大学ＨＡＴＳ後期講座
問生涯学習センター☎７２８・００７１

【声優・歌手の基礎を学ぼう！！】の
申し込みをされた方へ

お 詫 び と お 願 い
　システムの不具合により、まち
だ子育てサイトから同イベントに
申し込みをされた方の、申し込み
登録がされていない場合がありま
す。同サイトから、申し込まれた方
は子ども総務課（☎724・2876）
へお問い合わせ下さい。ご迷惑を
おかけして申し訳ありません。

　詳細は募集案内（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、町田市ホームページ
でダウンロードも可）をご覧下さ
い。
場生涯学習センター　他
申１次受付＝7月１日正午～4日午

後7時にイベシス（＝インターネ
ット）へ（コードは右表参照）／2
次受付＝7月５日正午～8月22日
にイベントダイヤル（☎724・
５6５6）またはイベシスへ。
※市内在住の方を優先のうえ抽選
します。

問子育て推進課☎724・4468

　子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」でご案内しています。 町田市子育てひろばカレンダー 検索

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

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

催し・講座催し・講座
堺 市 民 セ ン タ ー 祭 り

　相原地域の団体と堺市民センター
利用団体が「ありがとう　昭和・平成
・令和　ともに歩んだ３4回　つなげ
よう絆を未来へ！！」をキャッチフレ
ーズに開催します。
日7月6日㈯、7日㈰、午前１０時～午
後５時
場同センター
※駐車台数に限りがあります。
内相原地域の保育園・幼稚園、小・中
学校、その他団体による発表（演奏、
歌、ダンス、踊り、カラオケ等）、展示

（書道、押し花、絵画、俳句等）、販売
（おにぎり、かき氷、クッキー、すいと
ん、ブルーベリー、竹酢液等）
問同センター☎774・０００３
子どもも学べる平和イベント～サニ
ーサイドゴスペルクラブ町田

サ マ ー コ ン サ ー ト
　「ｓｉｎｇ ｉｎ ｕｎｉｔｙ ｌｉｖｅ ｉｎ ｐｅａｃｅ（み
んなでひとつになって歌い平和に生
きよう）」を理念に活動している、サ
ニーサイドゴスペルクラブ町田が心
を込めて歌います。
日8月３日㈯午後2時～３時
場生涯学習センター
曲目「Oｈ Hａｐｐｙ Dａｙ」「Ａｍａｚｉｎｇ　
Ｇｒａｃｅ」「希望の歌」（予定）
定１５8人（申し込み順）
申１次受付＝7月１日正午～３日午後
7時にイベシス（＝インターネット）
コード１９０7０4Ｅへ／2次受付＝7月
4日正午～28日にイベントダイヤル

（☎724・５6５6）またはイベシスへ。
問同センター☎728・００7１
自由民権資料館

町 田 の 現 代 史
　戦中～戦後期を対象に、「町田市
史」下巻（１９76年刊）編さん以降に
発見された史料や浮上した新たなテ

ーマ・視点を中心にお話しいただき
ます。
日①7月2１日②7月28日③8月4日
④8月１8日⑤8月2５日⑥９月１日、い
ずれも日曜日午前１０時～正午、全6
回
場同館閲覧室
内①町田市制施行と各町村の輿

よ

論
ろん

・
動向②町田郷土研究会の誕生と初期
の活動③首都圏構想と昭和の大合併
～「総合的都市」を目指した多摩の市
町村④陸軍士官学校・陸

りく

軍
ぐん

造
ぞう

兵
へい

廠
しょう

と
町田⑤多摩地域の団地建設と『団地
白書』⑥米軍基地問題と米軍機墜落
事件
講③多摩大学附属聖ヶ丘中学高等学
校教諭・梅田定宏氏④桜美林大学資
格・教職センター教授　浜田弘明氏
⑤桜美林大学リベラルアーツ学群准
教授・金子淳氏⑥國學院大學文学部
講師・栗田尚弥氏
※①②は同館学芸担当による講座で
す。
定各42人（申し込み順）
費各4００円
申7月2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１９０7０2Dへ。
問同館☎7３4・4５０8
子どもたちの生と性を考える

あなたを大切にするために
　思春期の子どもたちの「親にだけ
は話さない」対人関係や恋愛、性に関
するリアルな現状をお伝えするとと
もに、インターネットやＳＮＳの状況、
デートDＶなど最近の性被害の危険
性にも触れ、自分自身を大切にする
こと、いのちの大切さを学びます。
対思春期のお子さんがいる保護者等
日8月１日㈭午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講武蔵野市助産師会会長・大田静香
氏
定2０人（申し込み順）
申7月4日正午～2５日にイベントダ
イヤル（☎724・５6５6）またはイベ

シスコード１９０7０4Dへ。保育希望
者（１歳6か月以上の未就学児、申し
込み順に１０人）は、7月１8日までに
併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎72３・
2９０8
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。　
　7月の特別プログラムは、「ウイン
ドベル」を予定しています。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。　
日7月１4日㈰午前１０時～午後３時

（雨天実施）
※開催時間内であれば、何時からで
も参加できます。
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
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7月１8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＝「多田洋
一」／おはなし＝「絵姿女房」（日本の
昔話）、「死人の恩返し」（イタリアの
昔話）、「小さいおいぼれ馬」（デンマ
ークの昔話）
語り手（特）まちだ語り手の会
申保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に6人）は、7月2日午前９
時から電話で同館（☎7３９・３42０）
へ。
市立博物館出張講座～工芸美術を体
験しよう　第１弾

市民センターでやきもの体験
　同館が所蔵している陶磁器作品の
話を聞いた後、お碗

わん

や箸置き、スープ
皿などを作ります。

【①粘土から作るＭｙ茶碗　Ｍｙ箸
置】
　茶碗と箸置き各１個を手びねりで
作ります。講師が釉掛け・焼成し、2

～３か月後に参加者に郵送します。
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（保護者の見学のみの参加は不
可）
日7月１３日㈯午後2時
～4時
場堺市民センター
講アトリエ方丈庵主宰
・くつわだりえ氏
定2０人（申し込み順）
費１2００円（送料別）

【②スープ皿を作ろう】
　型と粘土ひもを使って、口径１6cm
のスープ皿を１人１点作ります。講師
が釉掛け・焼成し、約１か月後に参加
者に郵送します。
対市内在住、在勤、在学の小学生以上
の方（小学4年生以下は保護者同伴、
保護者は見学のみの参加も可）
日7月３０日㈫午後2時～4時
場成瀬コミュニティセンター
講たからの窯・壇上尚亮氏
定３０人（申し込み順）
費１０００円（送料別）

◇
申7月３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①１９０7０３Ａ②１９０7０３Ｂへ。
問同館☎726・１５３１
市立博物館 民俗資料展示室特別公開

昔の道具を観察しよう！
　同館が所蔵している、市内で稲作
や養蚕に使われていた古い道具を特
別公開します。
日7月2日㈫午前１０時～午後３時３０
分
場小中一貫ゆくのき学園第2校舎３
階民俗資料展示室
問市立博物館☎726・１５３１
忠生公園

定 例 自 然 観 察 会
【夏の谷戸観察】
日7月7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

町田市立図書館7月、8月の子ども向けの催し
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

①7月10日、17日、31日、8月14日、21日、28日
②�7月24日、31日、8月14日、21日、28日（7月、8
月は土曜日のおはなし会はありません）

③7月12日、26日、8月9日、23日
④7月3日、8月7日

①午後2時30分から
②午前11時から
③午前10時30分から、11時から
④午後3時から

中央図書館
☎728・8220

※詳細は町田市立図書館ホームページ、または、まちだ子育てサイトをご覧下さい。
※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�

講座概要
講座名 日時／定員／費用 イベシスコード

① “こころ”と“からだ”の健康学～自分らしく元気に生きるために
9月5日～12月4日の原則木曜日、午後2時
～4時、全7回／50人／2000円 190705C

② 環境講座～わたしたちのまちの環境探検
9月16日～11月30日の原則土・日曜日の
日中、全9回／32人／2000円 190705Ｆ

③ くらしに活きる法律～法って私たちのくらしに役立っているの？
9月17日～12月3日の原則火曜日、午後6
時～8時、全9回／50人／3000円 190705Ｄ

④ 人間科学講座～テクノロジー・いのち・人権
9月18日～12月11日の水曜日、午後7時
～9時、全10回／50人／3000円 190705Ｅ

⑤ まちだの福祉～権利を知り、制度を活かし、地域に生きる
9月26日～11月28日の木曜日、午後6時
30分～8時30分、全8回／30人／2000円 190705Ａ

⑥ 町田の歴史Ⅱ～明治から現代まで 9月27日～11月29日の金曜日、午後2時～4時15分、全10回／50人／3000円 190705B
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夏を楽しもう！ 子どもイベント情報子どもイベント情報子どもイベント情報
●町田市民文学館☎７３９・３４２０
【ことばであそぼう！３・４歳児あつま
れ！】
対３・４歳児とその保護者日７月１３日
㈯午前１０時３０分～１１時４０分場同
館２階大会議室内童謡とわらべ唄、
紙芝居等上演桃の木工房
【２歳児あつまれ！「夏」をあそぼ！】
対２歳児とその保護者日７月２５日㈭
午前１０時３０分～１１時３０分場同館２
階大会議室内絵本、紙芝居、わらべう
た遊び
●保健予防課☎７２２・７９９６
【親子クッキング～ＦＣ町田ゼルビア
指導員による運動と子どもの身体を
育てるおやつ作り】
対市内在住の４歳以上の未就学児と
その保護者日７月２３日㈫午後１時１０
分～３時４０分場健康福祉会館定２０組
（申し込み順）申７月２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１９０７０２Ｂへ
【食育ツーリズム～親子で夏野菜・ブ
ルーベリーの収穫＆ナポリピッツァ
作り体験】
　食への関心を高め、食に対する感
謝の心を育む体験です。夏野菜とブ
ルーベリーを収穫し、市内のイタリ
アンレストラン「ルーチェ」のシェフ
に習って、採れたての食材を使った
パスタソース作りやピザの生地のば
し等を行います（収穫したブルーベ
リーのお土産付き）対市内在住の３
歳～中学生とその保護者日７月３１日
㈬午前９時～午後３時ごろ、集合・解
散はＪＲ町田駅周辺／専用バスで移
動します場南町田ブルーベリー園、
イタリアンレストラン「ルーチェ」定
２４人（申し込み順）費１人２５００円
（各種体験費、食材費、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）／詳細は同ギャラリー（☎８５０・
９３１１、受付時間＝午前１０時～午後
７時）へお問い合わせ下さい

●３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
【ガラス砂を使って、砂絵をつくろう！
～リサイクルガラス砂絵教室】
　研磨された安全なリサイクルガラ
ス砂を使用します対市内在住の小学
生とその保護者（小学生１人につき
保護者１人まで可、小学生のみでの
参加も可）日７月２０日㈯午前１０時
３０分～午後０時３０分場子どもセン
ターまあち定３０人（申し込み順）申
代表者の住所・電話番号及び参加者
全員の氏名・学年を明示し、７月２日
正午～１６日にイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６）へ（申し込みは保護者
を含む４人まで）
【バスでめぐり、見て学べる！～リサ
イクル施設見学ツアー】
対市内在住の小学生とその保護者日
７月３０日㈫午前７時３０分～午後５時
３０分ごろ、集合は町田ターミナルプ
ラザ、解散は町田駅周辺内コアレック
ス三栄（株）東京工場（紙リサイクルの
先端技術を導入した古紙の再資源化
施設）、中央防波堤外側処分場（廃棄
物の埋立処分場）、内側埋立地清掃関
連施設（資源物の中間処理施設）を見
学し、資源の行方やリサイクルの大切
さを学ぶ定４０人（申し込み順）／昼食
代は自己負担です申代表者の住所・
電話番号・参加者全員の氏名・年齢を
明示し、７月４日正午～１９日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９０７０４Ｂへ（申し込み
は４人まで）
●環境・自然共生課☎７２４・４３９１
【夏休み子ども環境イベント～消え
た昆虫の謎】
対市内在住の小学生（保護者の同伴
必須）日８月６日㈫午前１０時～正午
場市庁舎内夏の昆虫をテーマに謎を
解きながら、身の周りの生きものに
ついて学ぶ定小学生２５人（申し込み
順）申１次受付＝７月１日正午～４日
午後７時にイベシス（＝インターネ
ット）コード１９０７０５Ｊへ／２次受付
＝７月５日正午～２８日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスへ

●市立博物館☎７２６・１５３１
【出張講座～工芸美術を体験しよう
「子どもセンターでガラス体験」】
　同館で所蔵しているガラス作品の
話を聞いた後、ガラスのコップに文
様を彫る体験講座です。できあがっ
たコップは持ち帰りできます対小学
３年生～１８歳とその保護者（子ども
のみの参加も可、保護者のみの参加
は不可）／保護者の見学はできませ
ん日①７月２６日㈮②７月３１日㈬、午
後１時～２時、午後３時～４時（各回と
も同一内容）場①子どもセンターつ
るっこ②子どもセンターまあち講ガ
ラス作家・後閑博明氏、コーディネー
ター・大月ヒロ子氏定各１６人（申し
込み順）費５００円申７月３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①１９０７０３Ｃ
②１９０７０３Ｄへ
●国際版画美術館☎７２６・２８８９
【子ども講座～不思議・描いた絵がそ
のまま版画になる？！～紙平版画をつ
くってみよう】
　紙にクレヨンで絵を描き、でんぷ
ん糊を使って版画にします対小学生
日８月２４日㈯午後１時３０分～４時３０
分場同館講相模女子大学教授・稲田
大祐氏定１５人（抽選、結果は８月８日
ごろ郵送）費５００円申７月１２日正午
～８月４日にイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
１９０７１２Ｈへ（同館ホームページで
申し込みも可）
●児童青少年課☎７２４・４０９７
【創作童話コンクール作品募集】
対市内在住、在学の小学生～高校生
部門小学校低学年の部、小学校高学
年の部、中学・高校の部作品４００字詰
め原稿用紙（Ｂ４縦書き）８枚以内（表
紙別）、オリジナル作品に限る／作品
は返却しません。なお、作品の著作権
は町田市に帰属します審査員映画作
家・大林宣彦氏、映像作家・小林はく
どう氏表彰部門ごとに町田市長賞１
編、教育長賞１編、東京町田・中ロー
タリークラブ会長賞１編、審査員特
別賞１編、ひなた村賞５編／表彰式・

発表会は２０２０年２月２日に行う予定
です申規定の応募用紙（ひなた村、各
学校、町田市民文学館、各市立図書
館、市庁舎２階キッズコーナーに有
り）に必要事項を記入し、作品に題名
・ページ・氏名を明記し、作品２部（コ
ピー可）を９月９日まで（必着）に郵送
で児童青少年課（〒１９４－８５２０、森
野２－２－２２）へ
●スポーツ振興課☎７２４・４０３６
【まちだの体力向上プロジェクト】
対①３～５歳とその保護者②小学１～
３年生日８月８日㈭、①午前１１時～正
午②午後２時～３時場子どもセンター
まあち内①たのしくげんきに！おやこ
あそび②１アップ！キッズスクール／
いずれもボールやフラフープを使っ
て運動します講（特）スポーツ塾Ｊ．ＶＩ
Ｃ定①３０組②４０人／申し込み順費
各１００円申７月４日正午～８月５日に
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード１９０７０４Ｇへ
●大地沢青少年センター☎７８２・
３８００
【夏の子どもキャンプ】
対市内在住、在学の小学４～６年生日
８月１日㈭午前９時～２日㈮午後３時、
１泊２日場同センター内テントに宿
泊し、野外炊事や自然散策を楽しむ
定４０人（抽選）費２０００円申ハガキに
住所・氏名（ふりがな）・電話番号・学
年・性別を明記し、７月１１日まで（必
着）に大地沢青少年センター（〒１９４
－０２１１、相原町５３０７－２）へ／グル
ープで申し込みの場合は、ハガキ１
枚に記入して下さい
●中央図書館☎７２８・８２２０
【小学生向け講座～ちょっぴり図書
館員になってみよう！】
　休館日の図書館で図書館員の作業
を体験します。カウンター内等の内
部施設の見学や館内の写真撮影もで
きます対市内在住、在学の小学生（親
子参加も可）日８月５日㈪午前１０時
～１１時４５分場同館定１５人（申し込
み順）申７月３日午前１０時から直接
または電話で同館へ（申し込みは２
人まで）

　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またはまちだ子育てサイトをご覧下さい。

遊びにおいでよ！　和光大学ポプリホール鶴川
問同施設☎７３７・０２５２

夏の子ども向けイベントを掲載

夏休み子どもフェア２０１９
問児童青少年課☎７２４・４０９７

　小田急線鶴川駅徒歩３分の町田市文化施設「和
光大学ポプリホール鶴川」は、ホールや図書館、交
流スペース、カフェなどが入った複合施設です。
　３００席のホールや貸出施設などで、さまざまな
公演やイベント、映画上映会などを開催していま
す。親子連れや子どもが楽しめる催しもあるので、夏休みはみんなで遊びに来てみませんか。
※施設やイベント等の詳しい情報は 和光大学ポプリホール鶴川 検索

　夏休みの子ども向
け市内イベント情報
冊子「夏休み子どもフ
ェア２０１９」を７月８日
から配布します。「平
和の灯～ピースキャ
ンドルを作ろう！」「ウ
ォータースライダー
＆水鉄砲バトル」な
ど、楽しいイベントが
盛りだくさんです。
配布場所児童青少年課（市庁舎２階）、各市民
センター、各子どもセンター、各市立図書館等
※市立小学校の児童には各校で配布します。

夏休みに開催する親子連れ・子ども向けの公演情報

パフォーマンスキッズ・トーキョーダンス公演「夏の夜の旅」
　振付家・ダンサーの岩渕貞太さんと小学３
～６年生の子どもたちが創作したオリジナル
作品を発表します。
日７月２８日㈰午後２時３０分開演

場同施設ホール
定３００人（「芸術家と子どもたち」ホームペー
ジで事前予約可、当日空席があれば先着順）
※入場無料、全席自由席、未就学児の入場も可。
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●自衛隊町田募集案内所～一般曹候
補生・自衛官候補生・航空学生募集
　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／自衛官候補生
は年間を通じて募集対２０２０年４月１
日現在、一般曹候補生・自衛官候補生
＝１８歳以上３３歳未満の方、航空学
生（①海上②航空）＝高校卒業者また
は高等専門学校３年次修了者（いず
れも見込み含む）で①１８歳以上２３
歳未満の方②１８歳以上２１歳未満の
方申９月６日まで（必着）問同案内所
☎７２３・１１８６
●東京都福祉保健局～令和元年度東
京都子育て支援員研修（第２期）受講
生募集
　カリキュラムや日程等の詳細は、
募集要項または（公財）東京都福祉保
健財団ホームページを参照対都内在
住、在勤で、今後子育て支援員として
就業する意欲のある方申所定の申込
書（町田市子ども総務課で配布、東京
都福祉保健財団ホームページでダウ
ンロードも可）に記入し、７月１６日ま
で（必着）に書留で郵送問東京都福祉
保健財団☎０３・３３４４・８５３３、本研
修制度全般について＝同局少子社会
対策部計画課☎０３・５３２０・４１２１
●（一財）日本遺族会～戦没者遺児に
よる慰霊友好親善事業
　２０１９年度「戦没者遺児による慰

霊友好親善事業」の参加者を募集／
締め切りや日程等は実施地域により
異なります。詳細は日本遺族会事務
局へお問い合わせを対戦没者遺児実
施地域旧満州、旧ソ連、西部ニューギ
ニア、ソロモン諸島、東部ニューギニ
ア、トラック・パラオ諸島、ボルネオ
・マレー半島、フィリピン、マリアナ
諸島、ミャンマー、台湾・バシー海峡、
ビスマーク諸島、マーシャル・ギルバ
ート諸島、中国費１０万円申電話で
（一財）東京都遺族連合会（☎０３・
３８１２・１７９６）へ問同事務局☎０３・
３２６１・５５２１
●（一財）町田市勤労者福祉サービス
センター～さるびあタウン会員募集！
　今年で４０周年を迎えた「さるびあ
タウン」は低コストで充実した福利
厚生サービスを提供しています。リ
ーズナブルな宿泊施設や慶弔見舞給
付金制度、各種レジャー・映画館・温
浴施設等が無料・割引で利用できる
クーポンやチケットの販売、健康診
断・人間ドック・自己啓発受講料の補
助制度等があります費入会金＝１人
３００円、月会費＝事業所会員１人
５００円、個人会員１人７００円申電話
またはＦＡＸで同センターへ申し込
み問同センター☎７２３・０６６７返
７２０・２２４２
●東京都計量検定所～事業者の皆さ
んへ　特定計量器（はかり）の定期検
査のお知らせ
　商店での取引や、学校・医院等での
証明に使用する「はかり」は、２年に１

度、検査を受けなければなりません。
すべての「はかり」について、検査員
がお店等に伺い、検査を行います。検
査の対象者にはハガキで事前に通知
していますが、通知のなかった方や、
新たに「はかり」を使用するようにな
った方、「はかり」を使用しなくなっ
た方は東京都計量検定所へご連絡を
対市内事業者検査日程８月２７日まで
問同検定所☎０３・５６１７・６６３８
●八王子都税事務所からのお知らせ
【にせ都税職員にご注意下さい】
　都税事務所の職員を装って個人情
報を取得したり、金銭をだまし取ろ
うとする事例が発生しています。相
手の電話番号が非通知表示など、不
審な場合は即答せずに一度電話を切
って、東京都主税局総務部総務課相
談広報班へ連絡して下さい。万が一
被害に遭った場合は、すぐに警察に
連絡を問東京都主税局総務部総務課
相談広報班☎０３・５３８８・２９２４
【令和元年１０月１日から自動車の税
金が変わります】
　「自動車取得税」が廃止され、「自動
車税環境性能割」が導入されます。税
率は燃費基準値達成度に応じて決定
し、新車・中古車を問わず、非課税・１

％・２％・３％の４段階を基本とします
（営業車・軽自動車の税率は２％が上
限）。令和元年１０月１日～令和２年９
月３０日に取得した自家用乗用車は、
自動車税環境性能割の税率が１％軽
減されます。また、現行の自動車税の
名称が「自動車税種別割」に変わりま
す（制度は現行と同様）。令和元年１０
月１日以降に初回新規登録を受けた
自家用乗用車は、恒久的に自動車税
種別割の税額が引き下げられます問
東京都主税局課税部計画課自動車税
班☎０３・５３８８・２９５４
●東京法務局～全国一斉「子どもの
人権１１０番」強化週間
　いじめや児童虐待等の子どもをめ
ぐる人権問題の解決を図るため、全
国一斉「子どもの人権１１０番」強化週
間を実施します。人権擁護委員や法
務局職員が電話で相談に応じます実
施日時８月２９日～９月４日、月～金曜
日＝午前８時３０分～午後７時、土・日
曜日＝午前１０時～午後５時電話番号
錆０１２０・００７・１１０（全国共通）／強
化週間以外も、月～金曜日の午前８
時３０分～午後５時１５分に相談を受
け付けています問同局人権擁護部☎
０３・５２１３・１２３４

情報コーナー

縄文資料展

縄文土器をよむ～文字のない時代からのメッセージ
問生涯学習総務課☎７２４・２５５４

自由民権資料館　特別展

町田の近代と青年
問同館☎７３４・４５０８

　縄文土器のカタチやモチーフに
込められた意味を探る展覧会で
す。７月２０日のオープニングイベ
ントでは、大道芸人の「白鳥兄弟」
が土偶マイムを実演します。
会期７月２０日㈯～９月２３日㈷
観覧時間午前１０時～午後５時
休館日月曜日、第２木曜日（８月１２
日、９月１６日、２３日は開館）
場町田市民文学館２階展示室

関連イベント�

【ワークショップ～親子で勾玉を
つくろう！】
対小学生とその保護者

日７月２６日㈮
午前１０時～
正午
場同館
内やわらかい
石材を加工し
て勾玉を作る
講東京都埋蔵
文化財センター職員
定２０人（申し込み順）
費１人２５０円
申７月４日午後１時から電話で生涯
学習総務課へ。
※その他のイベントの詳細は町田
市ホームページをご覧下さい。

　日本の近代は、「青年」という概
念が生み出され、注目された時代
でもありました。明治初年から戦
後まで社会が大きく変化し続けた
近代日本で、町田市域の人々は多
感な「青年」期に何を考え、訴え、行
動したのか、史料を通して紹介し
ます。
会期７月１３日㈯～９月２９日㈰
観覧時間午前９時～午後４時３０分
休館日月曜日（７月１５日、８月１２
日、９月１６日、２３日は開館し、７月
１６日、８月１３日、９月１７日、２４日
は休館）
場同館企画展示室
【展示解説】
日７月２０日、８月３日、１７日、９月
１４日、２８日、いずれも土曜日午後
２時から１時間程度
場同館企画展示室
【講演会】
日①７月２７日②８月３１日③９月２１
日、いずれも土曜日午後２時～４時

忠生吟社第二回俳句会記念写真（当館所
蔵「下小山田町・若林宏宣家文書」）

暮らしに関する相談 市HP 暮らしに関する相談 検索

各種相談①～⑫は、「町田市わたしの便利帳2019」52～58ページを参照

名　称 日　時 対　象 申し込み等
①法律相談 月～金曜日 相談時間はお問い合わせ下さい 市内在住の方 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 10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） 5日、12日㈮

市内在住の方

電話予約制（随時）
④国税相談 2日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）
⑤不動産相談 9日㈫
⑥登記相談 4日㈭
⑦行政手続相談 11日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 3日㈬
⑨少年相談 9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 2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 3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）

月～土曜日
（祝休日、第3水曜日
を除く）

午前9時30分～午後4時（水曜日のみ
午後1時～8時）

市内在住、在
勤、在学の方

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
（弁護士・宅地建物取引士） 8日㈪ 午前9時～正午

（相談時間は50分）

市内に家屋を
所有の方

（空家・居住中
問わず）

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

（受け付け＝午後１時３０分から）
場同館閲覧室
内①自由民権運動と＜青年＞②大
衆消費社会の到来に対峙する農村
青年－１９２０-３０年代の鶴川小学
校『同窓会雑誌』を手がかりとして
③鶴川における青年の活動と意識
講①浜松学院大学短期大学部専任
講師・和崎光太郎氏②横浜高等教
育専門学校専任講師・上田誠二氏
③元鶴川中学校校長・中溝正治氏
定各５０人（先着順）

まちだ縄文キャラク
ター「まっくう」
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詳細はお問い合わせ下さい。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131 検索町田市立図書館移動図書館“そよかぜ号”ご利用下さい！

※いずれの医療機関も受診する前に必ず電話をして下さい。
※救急診療・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急病のときは

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
1日㈪

午後7時～翌朝8時
内科系

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

7日㈰

午前9時～午後5時

内科
さぬき診療所（小川2-25-14） ☎706・8766
メディカルクリニック悠 （々能ヶ谷3-2-1） ☎860・2061

内科、
小児科 中村クリニック（木曽東3-20-28） ☎792・0033

耳鼻科 つくし野耳鼻咽喉科（小川1-2-32） ☎796・8733

午前9時～翌朝9時
内科系 町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

外科系
おか脳神経外科（根岸町1009-4） ☎798・7337
町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668

8日㈪

午後7時～翌朝8時
内科系

多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
9日㈫ 町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668
10日㈬ 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161
11日㈭ 町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502
12日㈮ あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111
13日㈯ 午後1時～翌朝8時 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161

14日㈰

午前9時～午後5時 内科
なるせ内科・胃腸のクリニック（南成瀬4-2-35） ☎710・6155
飯田内科クリニック（森野1-33-12）☎725・3801
増子クリニック（能ヶ谷7-11-5） ☎735・1499

午前9時～翌朝9時
内科系 町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

外科系
あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111
南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161

または☎042・521・2323

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

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

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～翌朝８時

土・日曜日・祝休日・年末年始　午前８時～翌朝８時
☎ ＃ ８ ０ ０ ０

または☎03・5285・8898

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、祝休日の午前9時～午後5時（予約制、受け付けは
午後4時30分まで） 健康福祉会館内

☎725・2225
（下地図参照）障がい者

歯科診療
水・木曜日（祝休日を除く）の午前9時～午後5時（予約制、
受け付けは午後4時30分まで）

町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小児科）
毎日 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
（下地図参照）

日曜日
祝休日 午前9時～午後4時30分（電話受付は午前8時45分から）

れた「はすの花」の作品を募集します
定30人（先着順）費500円写真サイ
ズＡ4申写真裏面に応募用紙を貼付
し、8月12日午前10時から直接同サ
ロンへ（1人2点まで）
●子ども創造キャンパス
ひなた村☎７２２・５７３６
【①ひなた村団体向けアク
ティビティ　９月分申し込み】
　市内の子ども会や子どもサークル
向けに、各種アクティビティ（活動）
を行います費施設利用料、材料費
【②げんきっず】
対乳幼児とその保護者日7月4日㈭
から、原則木曜日午前10時30分～
11時15分（8月29日を除く）内親子
体操、手遊び、体遊び、お話（紙芝居・
絵本等）、簡単工作等
【③糸のこ教室】
対市内在住、在学の小学2年生～18
歳の方（小学2年生は保護者同伴）日
7月7日㈰午後2時～4時内電動糸の
こを使って木の作品を製作し、物作
りの楽しさを学ぶ定10人（申し込み
順）費300円
【④手づくりの時間～オリジナルう
ちわを作ろう】
対市内在住、在学の小学3年生～中
学生日7月13日㈯午前10時～正午
定20人（申し込み順）費200円
【⑤アウトドアクッキング～ねじり
パンを焼こう】
対市内在住、在学の小学3年生～中
学生日7月15日㈷午前9時30分～正
午定20人（申し込み順）費50円
【⑥夏休み子ども陶芸教室】
　カップやお茶碗

わん

を作ります対市内
在住、在学の両日参加できる小学生
日・内7月20日㈯午前10時～午後3
時＝形作り、8月3日㈯午前10時～
正午＝釉薬がけ講陶芸教室「徳」主宰
・小口徳子氏定20人（申し込み順）費
300円
【⑦夏休み親子陶芸教室】
　カップやお茶碗を作ります対市内
在住、在学の両日参加できる小学生
とその保護者日・内7月21日㈰午前
10時～午後3時＝形作り、8月4日㈰
午前10時～正午＝釉薬がけ講陶芸
教室「徳」主宰・小口徳子氏定20人

（申し込み順）費大人700円、子ども
300円
【⑧ひなた村デイキャンプ】
対市内在住、在学の小学生とその家
族日7月21日㈰午前9時30分～午後
3時内野外炊事や森の中で外遊びを
楽しむ定40人（申し込み順）費1人
300円
【⑨キンボールスポーツ体験会】
　直径約120ｃｍの大きなボール（キン
ボール）を使ったスポーツでゲームを
楽しみます対市内在住、在勤、在学の
小学4年生以上の方日7月24日㈬午
後1時～4時定20人（申し込み順）
【⑩レッツサイエンス　町田市ひな
た村科学クラブ～パラボラアンテナ
のしくみ】
対市内在住、在学の小・中学生日7月
27日㈯午前10時～正午内パラボラ
アンテナは、なぜあの形なのか等定
20人（申し込み順）
【⑪ネイチャークラブ】
対市内在住、在学の小学生日7月28

日㈰午前10時～午後1時内昆虫観察
等定20人（申し込み順）費200円

◇
申①7月1日午前10時～8日に電話
でひなた村へ②直接会場へ③～⑪7
月1日午前10時から電話でひなた村
へ／その他の講座やワークショップ
については、ひなた村ホームページ
等をご覧下さい　
●小野路宿里山交流館☎８６０・４８３５
【親子流しうどん体験】
　小野路の郷土料理である「小野路
うどん」を作ります。夏休みに親子で
チャレンジしませんか対小・中学生
とその保護者（保護者1人に対し、子

ども2人まで）日7月30日㈫、午前10
時から、午前11時から（各回とも同
一内容）定各2組（申し込み順）費
2000円（材料代）申7月17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190717Ａへ
●ふるさと農具館☎７３６・８３８０
【なたね油しぼりの実演と販売】
　七国山地区で栽培している「なた
ね」から油をしぼります。油は、255
ｇビン1本700円で販売します日7月
20日、8月17日、9月21日、いずれも
土曜日、販売時間＝午前9時30分か
ら（数に限り有り、売り切れ次第終
了）、実演時間＝午前11時～午後2時

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【公開指導～シェイプボデ
ィ教室】
対市内在住、在勤、在学の18歳以上
の方日毎週月曜日（休館日・大会等開
催日を除く）、午前10時～11時内有
酸素運動と筋力トレーニングを行い
シェイプアップを目指す費大人300
円、高齢者・障がい者100円／別途公
開指導料として100円が必要です
【公開指導～リズム体操教室】
対市内在住、在勤、在学の18歳以上
の方日毎週土曜日（大会等開催日を
除く）、午前9時15分～10時15分内
リズムに合わせて歩く等の簡単な運
動費大人300円、高齢者・障がい者
100円／別途公開指導料として100
円が必要です
●成瀬クリーンセンター
テニスコート☎７２７・１３５０
【テニススクール生募集】
　講師は、ミズノスポーツサービス

（株）から派遣されます／日程等の詳
細はお問い合わせ下さい対市内在
住、在勤、在学の4歳以上の方費
5400円～9720円（無料レッスンも
有り）申直接または電話で同センタ
ーテニスコートへ
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【夏休み小・中学生バドミン
トン教室】
対市内在学の小学4年生～中学生日
7月23日㈫～26日㈮、8月1日㈭、2
日㈮、6日㈫～9日㈮、午前9時30分
～11時30分、全10回定50人（抽選）
費5000円申往復ハガキに必要事項
を明記し、7月10日まで（消印有効）
に同館へ
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
【国際写真サロン開催】
　世界の写真愛好家を対象とした写
真展です。応募作品総数計8676点
の中から選ばれた、審査委員特別賞
を含む世界各国の入賞・入選作品と、
30歳以下対象のＵ30部門、「Ｔｏｋｙｏ 
Ｔｏｋｙｏ Ｏｌｄ ｍｅｅｔｓ Ｎｅｗ」部門の入
賞作品を展示します日程7月17日㈬
～8月18日㈰

「姉妹の傘」宮田ゆか（国際写
真サロン審査委員特別賞）

【野津田公園ばら作品展】
　同公園ばら広場で撮影した作品の
写真展です日程7月17日㈬～22日
㈪
【ピンホールカメラ教室作品展】
　同サロンで開催したピンホールカ
メラ教室参加者の作品展です日程7
月27日㈯～8月18日㈰
【はすの花写真展作品募集】
　薬師池公園のほか、各地で撮影さ

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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小山田桜台～唐木田駅東・多摩南部地域病院
小型バスによる運行を開始

問交通事業推進課☎７２４・４２６１

　東京オリンピック開幕４００日前の
６月２０日㈭、東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会カウントダウン
ボードをＪＲ横浜線町田駅に設置し
ました。開幕に向けたカウントダウン
を皆さんも一緒に楽しみましょう！
場ＪＲ横浜線町田駅中央改札口みどり
の窓口付近
※原則、午前７時ごろ〜午後８時ごろ
にご覧いただけます。

※車列が通過する１時間前から交通規
制を開始しますが、一部の交差点では
１５分前まで歩行者等の横断が可能で
す。車列通過後、安全確認が終了した場
所から規制が解除されます。

　現在、小山田桜
台〜唐木田駅東
・多摩南部地域
病院を結ぶ新た
なバス路線の検
証運行を、ワゴン
車を使用して実
施しています。
　検証運行では、
利用者が増える
時間帯に満員で
乗り切れない場
合があることが
確認されました。
そのため、８月１
日㈭からワゴン
車から小型バス
に切り替え、より
多くの方が乗車
できるよう改善します。
○運行区間　小山田桜台〜多摩南部地域病院（唐木
田駅東経由）
○運行日　月〜金曜日（祝休日、年末年始を除く）
○運行本数　小山田桜台発＝１日１７便、多摩南部地
域病院発＝１日１６便
○運賃　乗降区間に応じて大人２００円・３００円、小児
・障害者手帳をお持ちの方は大人運賃の半額（ＩＣカ
ード使用可、シルバーパス使用不可）
○乗り継ぎ割引　小山田桜台で路線バスから小型バ
ス、もしくは小型バスから路線バスに乗り継ぐ方は、
１００円で乗車できます（口頭申告制、ＩＣカード使用
不可）。
○運行事業者　神奈川中央交通（株）
※詳細は、町田市ホームページをご覧下さい。

　ユニセフとドイツのケルン市が主催する「子どもにやさしいまち世界サミット２０１９」に出
席し、日本代表として海外の子どもたちと英語で意見を交換してみませんか。
※渡航費・宿泊費はユニセフが負担します。
対市内在住の２００１年１０月２０日〜２００７年４月１日に生まれた、日本国籍を有し、子どもの参
画推進・国際交流・町田市の将来に興味があり、英語でコミュニケーションがとれる方＝２人
※在学の方は、保護者及び学校の承諾を受け、ご応募下さい。
日程１０月１４日㈷〜２０日㈰
場ケルン市（ドイツ）
選考書類・面接
申申込書と小論文（＝町田市が“子どもにやさしいまち”
になるための提案をして下さい〔８００字以内〕。また、そ
の概要を８０単語程度の英文で表現して下さい）を、７月
２６日まで（必着）に直接または郵送で児童青少年課（市
庁舎２階、〒１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
※詳細は募集要項をご確認下さい。募集要項、申込書等
はまちだ子育てサイトでダウンロードできます。

　熱中症は、体内の水分や塩分等のバランスが崩れ、体温調整機能が低下することで起きま
す。熱中症の多くは、高温環境下で
の労働や運動で起きていました
が、最近では日常生活でも起こる
ケースが増加しており、日頃から
予防を心掛けることが大切です。
　特に高齢者や子どもは成人より
も熱中症のリスクが高いため、本人
が注意するだけでなく、周囲の方
からの呼び掛けをお願いします。
　高齢者の熱中症対策について

「町田市みんなの健康だより」７月
１日号に詳しく掲載しています。
市HP 熱中症の予防と注意点  検索

東京２０２０

日本代表として参加してみませんか

熱中症に気をつけましょう

左から、JR町田駅・伊藤駅長、木島副市長

©UNICEF/UNI9４２5/Pirozzi

　東京２０２０オリンピック競技大会のテストイ
ベント「ＲＥＡＤＹ ＳＴＥＡＤＹ ＴＯＫＹＯ－自転車競
技（ロード）」が７月２１日㈰に開催されます。
　このイベント開催に伴い、当日は武蔵野の
森公園（調布市）から富士スピードウェイ（静
岡県小山町）まで交通規制が行われます。町
田市では、本番と同じコースで２時間程度の
交通規制が行われます（下表参照）。
　大会コース及び周辺道路は混雑が予想さ
れます。ご迷惑をお掛けしますが、皆さんの
ご理解ご協力をお願いします。
※詳細は町田市ホームページまたは東京オ
リンピック・パラリンピック競技大会組織委員会ホームページをご覧下さい。
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交通規制時間の目安（町田市内及び周辺地域）
規制区間（コース） 規制時間

島田療育センター入口（多摩市）～多摩ニュー
タウン入口（町田市） 午前１１時４７分～午後１時３5分

多摩ニュータウン入口～稲荷橋（町田市） 午前１１時5６分～午後１時４０分
稲荷橋～東原宿（相模原市） 午前１１時5０分～午後２時

オリンピック・パラリンピック関連情報

問健康推進課☎７２４・４２３６

子どもにやさしいまち世界サミット２０１９
問児童青少年課☎７２４・４０9７

問オリンピック・パラリンピック等
国際大会推進課☎７２４・４４４２

ＲＥＡＤＹ ＳＴＥＡＤＹ ＴＯＫＹＯ－自転車競技（ロード）開催に伴う交通規制カウントダウンボードを
ＪＲ横浜線町田駅に設置!


