
　市内全１０地区に設立されている地区協議会は、地区の課題解決や魅力発信に取り組んで
います。
　その中の１つ木曽地区協議会では、さまざまな立場の方が同じテーブルにつき、アットホ
ームな雰囲気の中、楽しみながら地区の課題を解決しています。人、資源、情報、資金をつな
ぎ合わせて事業等を行い、新しい価値を生み出すことで、より魅力的な地区づくりを目指し
ています。
� 問市民協働推進課�☎724・4362
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地区協議会についての詳細は2面をご覧下さい‼
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人口と世帯（外国人含む） 2019年7月1日現在人口 ： 429,122人（ 男：210,135人・女：218,987人）（前月より61人増） ／ 世帯 ： 197,202世帯（前月より167世帯増）
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2 2019．8．1 広報まちだは1日・15日の月2回発行です

I n t e r v i e w

郷土の史跡めぐり

木曽の歴史スタンプラリー
VR・ARを使った防災訓練

地区協議会って？
　地区協議会とは、地区の課題を解
決し、地区の魅力を向上するために、
さまざまな団体が集まって知恵を出
し合い、協力しながら取り組むネッ
トワーク組織です。市内全１０地区に
地区協議会があり、地区ごとに特色
ある取り組みを行っています。

※番号は右記写真及び地図上の番号と同一

　木曽地区の歴史と魅力を学べるスタンプラリーです。
　初対面でも世代を越えた交流が行われ、地区への愛着を
育むイベントになりました。

　木曽境川小学校の児童と木曽地区の住民が一緒に、
VR（仮想現実）とAR（拡張現実）を使い、災害を疑似体験
しました。子どもたちと住民で感想を共有し、地区全体
で防災意識を高める取り組みになりました。

こんなことやってます！木曽地区協議会の取り組み

　木曽地区協議会の代表である竹島さん、
事務局長の関谷さんと事務局の中西さん
は、コミュニケーションを大切にしながら、
地区の課題解決に取り組んでいます。
　「自分たちも楽しみながら、木曽地区を良
くしたい」と語る3人にお話を伺いました。

地区協議会は活動分野の垣根を 
越えた出会いの場

関谷さん　最初は何も分からなかったで
す。地区協議会ってなんだろうと思ってい

ました。でも、地区協議
会を通して活動分野の
垣根を越えたいろいろ

な 出 会 い が あ っ
て、楽しい！に変わ
りました。

中西さん　周りから見ても楽しそうなこと
やってるなという感じです。参加してみる
と、やっぱり楽しいです。これまで話をした
ことがなかった隣の自治会の会長さんたち
とお知り合いになれて、地域の風通しが良
くなりました。
竹島さん　コミュニケーションを大切にし
ながら、アットホームな雰囲気で活動をし
ています。みんなが積極的に発言や提案を
してくれるので、代表として安心して任せ
ています。

みんなのパワーで地区協議会を 
盛り上げたい

竹島さん　我々の知らないところでいろい
ろな活動があって、その活動の中で不足し
ていることを応援してもらいたいなという
人はかなりいると思うんです。何か課題が
あるときに「地区協議会に声をかけて良い

アイデアをもらおうかな」という風に、地区
の核になればいいですね。
関谷さん　VR・ARを使った防災訓練のよ
うに、学校から地区協議会に提案があり、実
現した事業もあります。いろいろな団体が
関わっている地区協議会だからこそできる
ことをやっていきたいです。
中西さん　人と資源と情報と資金をつない
でいけば、たくさんの面白いアイデアが出
てきます。そういうことで木曽地区が活性
化していけばと思います。昨年
度からの継続事業は、今年はさ
らに厚みを持たせて、もっと多
くの方を巻き込んでやってい
きたいです。
関谷さん　若いお母さんたち
なども巻き込みながら、みん
なのパワーで地区をさらに盛
り上げていきたいですね。

人・資源・情報・資金をつないで、地区をもっと楽しく魅力的に！

❶南地区協議会　【地域交流事業】
　地区で活動する団体の活動発表や交流の場「南カフェ」を開催

❷高ヶ坂・成瀬地区協議会　【設立総会】
　3月５日に設立し、今後の事業実施に向けて毎月会議を開催

❸原町田地区協議会　【地域交流事業】
　地区のさまざまな世代の交流を深める「原町田ふれあいまつり」を開催

❹町田第二地区協議会　【子どもの見守り事業】
　下校時のいっせい見守りを実施

❺玉川学園・南大谷地区協議会　【玉南子ども食堂事業】
　料理教室型の子ども食堂「おむすび食堂」を実施

❻木曽地区協議会　【地域活性交流事業】
　地区内の歴史と魅力を知る「木曽の歴史スタンプラリー」を開催

❼忠生地区協議会　【交流親睦事業】
　地区の子どもたちの活動を発表する「忠生子どもフェスティバル」を開催

❽鶴川地区協議会　【鶴川災害対策事業】
　鶴川駅北口で「特殊詐欺被害撲滅キャンペーン活動」を毎月１回実施

❾小山・小山ヶ丘地区ネットワーク協議会　【ふれあいを深める事業】
　多世代交流を深めるハロウィーン行進や子ども向けのイベントを実施

10相原地区協議会　【相原歴史研究事業】
　相原の歴史の研究をまとめた「相原歴史文化調査報告書」を作成

❶

❸

❹ ❺❻

❼ ❽
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2019年度の各地区協議会の主な事業内容

地区の課題解決や
魅力向上に取り組む

地区協議会
高校

消防団社会福祉法人

小・中学校 大学 町田市町内会・
自治会連合会
の地区連合会

青少年
健全育成
地区委員会

民生委員
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協議会

イメージ図

※参加する団体は、地区によって異なります
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リアリティーある
映像を映すゴーグルで、
災害を疑似体験

 市HP 地区協議会  検索
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戦没者のご冥福と世界平和を祈り　黙とうを捧げましょう
問企画政策課☎７２４・２１０３

参議院議員選挙　投票結果
問選挙管理委員会事務局☎７２４・２１68

まちだ施設案内予約システムで

利用申し込みを開始します
問公園緑地課☎７２４・４３９９

　広島と長崎に原子爆弾が投下さ
れ、太平洋戦争が終結してから７４
年が経ちます。
　市では、戦没者のご冥福と世界
平和を願い、原爆投下の日と終戦
の日に黙とうの呼び掛けを行って
います。
　今年も防災行政無線で呼び掛け
の放送をします。戦没者のご冥福

をお祈りするとともに、二度と戦
争の起こらない平和な世界を願
い、黙とうを捧げましょう。
○広島原爆投下の日　
　８月６日㈫午前８時１５分から
○長崎原爆投下の日　
　８月９日㈮午前１１時２分から
○終戦の日　
　８月１５日㈭正午から

　７月２１日㈰に参議院議員選挙が執行されました。投票率は下表のとお
りです。 　いずれも、まちだ施設案内予約シ

ステムで利用申し込みができます。
※事前に利用者登録（団体登録）が
必要です。

１０月から芹ヶ谷公園グラ
ウンドがオープンします

　１０月から、スポーツ施設「芹ヶ
谷公園グラウンド」がオープンし
ます。
利用時間午前９時～午後５時（２時
間単位での貸し出し）
利用料金１０５０円（２時間あたり）
休場日年末年始
所在地高ヶ坂１－１７１６－２
施設概要グラウンド面積約２４００
㎡（４２ｍ×５８ｍ）、ダスト舗装、散
水設備
利用種目少年野球（軟式）、ソフト
ボール、サッカー（少年少女含む）、
ラクロス、ターゲットバードゴル

フ、ゲートボール、グラウンドゴル
フ、フットサル
※野球及びソフトボール等のバッ
ティング練習には制限があります。
また、大会での利用はできません。
※公園駐車場（国際版画美術館横）
は、土・日曜日、祝休日及び１０月から
月～金曜日も有料となります。また、
新たに公園駐車場（芹ヶ谷ひだまり
荘前）が１０月にオープンします。

常盤公園～新たに予約
システムを導入します

利用時間月～金曜日の午前８時～
正午（２時間単位での貸し出し）
所在地常盤町３５５３－１
※駐車場はありません。
施設概要グラウンド面積約１５００
㎡（約２２ｍ×約７０ｍ）
利用種目ゲートボール、グラウン
ドゴルフ

投票率� （在外投票含む）
選挙名 東京都全体 町田市

参議院（東京都選出）議員選挙 51.77% 53.78%

参議院（比例代表選出）議員選挙 51.76% 53.78%

※投票率等の詳細は、町田市ホームページでご覧いただけます。

各種障害手当の
支払日等のお知らせ

　今年度の特別障害者手当、障害児
福祉手当、経過的福祉手当及び心身
障害者福祉手当の支払日等につい
て、受給中の方に通知を送付しまし
たのでご確認下さい。
【支払日等のお知らせ方法が変わり
ます】
　これまでは、各定例支払期に支払
通知を送付していましたが、来年度
の支払日等は、町田市ホームページ
及び本紙等でお知らせします。

心身障害者（児）医療費助成制度
○障の負担上限額が変わります
　８月１日から、心身障害者（児）医療

費助成制度㊓障の住民税課税者（負担
者番号８０１３６３２８の受給者証をお
持ちの方）の負担上限額が変わりま
す（表１参照）。
　なお、住民税非課税者（負担者番号
８０１３７３２６の受給者証をお持ちの
方）は変更ありません。

心身障害者（児）医療費助成制
度○障受給者証を更新します
　重度の障がい者（児）（身体障害者
手帳１・２級〔内部障害は３級も含む〕、
愛の手帳１・２度、精神障害者保健福
祉手帳１級）の方を対象とした心身
障害者（児）医療費助成制度㊓障受給者
証の更新を行います。
　所得制限基準額を超える方（表２参
照）、６５歳以上で初めて申請する方、
後期高齢者医療被保険者証をお持ち
で住民税が課税の方は対象外です。
　引き続き助成が受けられる方に
は、９月からの新しい受給者証を８月
下旬にお送りします。また、所得が基
準額を超える等で受給資格が無くな
る方には、資格消滅通知書をお送り

します。なお、以前、所得超過で受給
資格を喪失した方も、所得によって
対象となる場合があります（表２参
照）。詳細はお問い合わせ下さい。
※有効期間の過ぎた受給者証は障が
い福祉課へお返し下さい。

各種障害手当及び心身障害者（児）医療費助成制度◯障のお知らせ 問障がい福祉課☎７２４・２１４8
返０５０・３１０１・１6５３

情報公開制度・個人情報保護制度・会議公開制度のしくみと運用 問市政情報課（市政情報やまびこ）
　☎７２４・８４０７

　市が持っている情報は、市民の皆
さんの財産です。市のことをよく知
るためにも、市政情報課（市政情報や
まびこ）をご活用下さい。
　市が行う業務は「情報公開制度」や
「会議公開制度」を利用して知ること
ができます。
●「情報公開制度」とは
　市が持っている情報や行政運営に
ついての情報を公開する制度です
（運用状況は表１を参照）。
※市の公文書の閲覧を希望する場
合、各担当部署の窓口で情報提供で

きる場合がありますので、各課へお
問い合わせ下さい。
●「個人情報保護制度」とは
　市が集め、持っている個人情報を
取り扱うルールを定めています。ご
自分の情報を閲覧し、訂正や消去、利
用等の中止を請求できることも、こ
の制度で定めています（運用状況は
表２を参照）。
●「会議公開制度」とは
　市が開催する審議会等を公開する
制度です。会議の開催は、本紙や町田
市ホームページ等でお知らせしてい

ます（開催状況は表３を参照）。
●�「情報公開請求・個人情報開示等請
求」をするには
　市政情報課（市庁舎１階）へおいで
下さい。職員が分かりやすくご説明
します（請求の方法は表４を参照）。
※市政情報課で請求を受けた後、担当
課で文書の検索、公開・開示等の決定を
するので手続きには数日かかります。
※決定内容に納得できない場合は、
行政不服審査法に基づく審査請求を
することができます。

　その他公表を前提として作成され
たもの、市政の推進や市民の理解を
得るために提供することが望ましい
ものは、本紙や町田市ホームページ
等で情報提供を行っています。
　また、市政情報やまびこでは、有償
刊行物の閲覧や購入をすることがで
きますので、ご利用下さい。

表１　負担上限額
○障一部負担金 負担上限額※

負担者番号
80136328

外来 1割 1万8000円／月
（14万4000円／年）

入院 1割 5万7600円／月
（多数回4万4400円／月）

※同一の医療機関で1か月の負担額が上記の
額に達したときは、その医療機関でのその月
の窓口負担はありません。なお、外来療養は
年間上限が設定されています。入院は、過去
12か月以内に3回以上、上限額に達した場合
は4回目から「多数回」に該当となり、上限額
が下がります。

表２　�心身障害者（児）医療費助成制度
の所得制限基準額

○適用期間＝9月1日～2020年8月31日
（2018年中所得）
扶養親族
等の人数 基準額

0人 360万4000円
1人 398万4000円
2人 436万4000円
3人 474万4000円
4人 512万4000円
5人 550万4000円

※基準額を超える
方は対象になりま
せん。
※20歳未満の障が
い者の方は、国民健
康保険の世帯主、社
会保険の被保険者
の所得です。
※20歳以上の障が
い者の方は、ご本人
の所得です。�

表１ �２０１８年度情報公開制度の運用状況
公開請求件数 117（内取り下げ10）

決定内容別件数

公開 23
部分公開 33
非公開 9
不存在 54
存否応答拒否 0
合計 119

請求拒否 0
※1件の請求で複数の決定があるため、決定内容の合計
と請求件数は一致しません。

表２ �２０１８年度個人情報保護制度の運用状況
開示等請求件数 102

決定内容別件数

開示等 54
部分開示等 29
非開示等 17
不存在 18
存否応答拒否 0
合計 118

※「開示等」とは「開示」「訂正」「消去等」及び「利用等の中
止」をいいます／2018年度は、開示請求85件、訂正請求
16件、利用等の中止1件でした／1件の請求で複数の決定
があるため、決定内容の合計と請求件数は一致しません。

表３ �２０１８年度審議会等の会議の
開催状況

開催した会議の回数合計 849

内訳
公開 195
一部公開 2
非公開 652

※傍聴人数は234人です。

表４ �情報公開請求・個人情報開示等請求の方法
情報公開 個人情報開示等

請求できる人 どなたでも 本人のみ（原則）

請求方法 窓口、郵送、電子請
求、ＦＡＸ 窓口のみ

費用 無料 無料
対象文書のコピー 可（実費負担） 可（実費負担）
※情報公開制度で対象文書のコピーについて郵送を希望す
る方は、送料は請求者負担となります。
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募　集募　集
町田市民病院

看 護 師 臨 時 職 員
対看護師資格を有する方＝８人程度
※採用時期は相談のうえ、決定しま
す。
勤務時間月～金曜日のうち週４日、
午前８時３０分～午後５時
勤務場所町田市民病院
報酬時給１８００～１９００円（別途交通
費支給）
※社会保険・雇用保険加入有り。詳細
は同病院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
しを郵送で町田市民病院総務課（〒
１９４－００２３、旭町２－１５－４１）へ。
問同病院総務課☎７２２・２２３０

お知らせお知らせ
児童扶養手当

現 況 届 の 提 出 を
　児童扶養手当を受給中の方、支給
停止中の方に現況届を送付しました
ので、提出をお願いします。
　現況届を提出しない場合は、１１月
分（翌年１月振り込み）からの手当が
受けられなくなります。
　なお、手当の受給開始から５年を
経過した方等には６月下旬に「児童
扶養手当一部支給停止適用除外事由
届出書」を送付していますので、現況
届と一緒に提出して下さい。こちら
の提出がない場合や提出が遅れた場
合は、１１月分からの手当が２分の１
に減額されます。
　また、今年度に限り児童扶養手当
を受給中の方で、一定の事由に該当
する方は「未婚の臨時・特別給付金」

を申請することができます。詳細は
現況届に同封された案内をご確認下
さい。
提出方法現況届の右上に記載された
必要書類を添付のうえ、８月３０日ま
でに直接子ども総務課（市庁舎２階）
へ。
※状況確認を行いますので、受給者
本人がおいで下さい。
※各市民センター等での受け付けは
行いません。
問子ども総務課☎７２４・２１４３
説明会を開催します

生活支援団体補助金制度
対日常生活で軽度な支援を必要とす
る方へ訪問による生活援助を実施し
ており、補助金による助成を希望す
る、地域住民が中心となって活動す
る団体
日８月１９日㈪午前１０時から
場市庁舎
定５０人（申し込み順）
申８月１４日までに直接または電話で
各高齢者支援センターへ。
※助成の基準や補助金については各
高齢者支援センターへお問い合わせ
下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
募集します

地域の生きものがいる風景 
（ ビ オ ト ー プ ）の 写 真
　市では、生き物と共生する環境づ
くりのため、生物多様性に理解を深
め、緑のつながりを保つ取り組みを
進めています。
　その一環として、地域の野生生物
（鳥、虫、魚、トカゲ、カエル等）のすみ
かになっている場所（ビオトープ）の
写真を募集します。
　写真は、１０月６日開催の町田エコ
フェスタや、町田市ホームページで
紹介する予定です。
申市内で１年以内に撮影した写真
と、２００字以内のＰＲ文、住所・氏名

（個人の場合、イニシャルも可）また
は団体名を明記し、９月２０日まで（必
着）に郵送またはＥメールで環境・自
然共生課（〒１９５－８５２０、森野２－２
－２２、遍ｍｃｉｔｙ３６１０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄ
ａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
※Ｅメールで画像データを送る場合
は５MB以下にして下さい。
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

大地沢青少年センター～2020年2
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８月３日午前８時３０分から電話で
同センター（☎７８２・３８００）へ。
※初日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選、午後１時以降は申し
込み順に受け付けます。
※２月４日、１２日、１８日、２５日、２６日
は利用できません。
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
2020年2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８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）。
※２月４日～６日、１３日、１８日～２０
日、２７日は利用できません。

催し・講座催し・講座
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（まちいきヘルパー
養成研修、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、研修終了後も介護の仕事
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１０月１０日、１７日、２４日、３１日、１１
月７日、いずれも木曜日午前１０時～
午後４時、全５回
※１０日は午後４時３０分まで、３１日
は午後３時までです。
場ぽっぽ町田
定３０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、同センターホーム
ページでダウンロードも可）に必要
事項を記入し、１０月４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。
問同センター☎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

ショウジョウトンボ

　国民健康保険に加入している
７５歳未満の方（後期高齢者医療制
度加入者を除く）が現在お持ちの
入院時等に医療費の負担が少なく
なる「国民健康保険限度額適用認
定証」、または「国民健康保険限度
額適用・標準負担額減額認定証」の
有効期限は、７月３１日です。
　８月からは、２０１９年度住民税課
税状況により、改めて所得区分を
判定します。２０１９年度の住民税
を未申告の方は、申告後に申請を
して下さい。今後、入院等で医療費
が高額になる可能性がある方や、
高額な外来診療を受ける予定のあ
る方は、再申請して下さい。
対次のいずれかに該当する方
①７０歳未満で国民健康保険税に
未納がない②７０歳以上７５歳未満
で２０１９年度住民税非課税世帯で
ある③７０歳以上７５歳未満で
２０１９年度課税所得が１４５万円以
上６９０万円未満の世帯である
※詳細はお問い合わせ下さい。
申事前に電話でお問い合わせのう
え、国民健康保険被保険者証を持
参し、直接保険年金課保険給付係
（市庁舎１階）へ。
※郵送希望の方はお問い合わせ下

さい。
※各市民センター等では交付でき
ません。
問保険年金課☎７２４・２１３０

　国民健康保険に加入している方
が現在お持ちの「国民健康保険被
保険者証」の有効期限は、９月３０日
です。１０月１日からお使いいただ
く被保険者証は、９月中に世帯主
の方宛てに簡易書留（転送不可）で
お送りします。

【窓口で受け取りを希望の場合】
　留守が多いなど郵便では都合の
悪い方には、窓口でお渡しするこ
ともできます（世帯主または世帯
主の委任を受けた同世帯の家族に
限る）。
申８月１３日～２９日（月～金曜日）
に保険年金課へ電話予約のうえ、
９月１１日～２６日（祝日を除く月～
金曜日）に保険年金課（市庁舎１
階）へ、現在使用中の被保険者証・
印鑑・世帯主からの委任状（家族が
代理で受け取る場合）をお持ち下
さい。
※期間内に受け取りをしなかった
場合は、後日特定記録で郵送しま
す。
問保険年金課☎７２４・２１２４

国民健康保険のお知らせ

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

町田市立図書館協議会 ８月６日㈫午前
１０時～正午

中央図書館６
階中集会室

５人
（先着順）

直接会場へ問中央図書
館☎７２８・８２２０

町田市環境マネジメン
トシステム外部評価委
員会

８月８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）

８月７日までに電話で
環境政策課（☎７２４・
４３８６）へ

町田市都市計画審議会 ８月１６日㈮午前
９時３０分から

市庁舎３階第
１委員会室（予
定）

１０人
（申し込み順）

事前に電話で都市政策
課（☎７２４・４２４７）へ

町田市教育委員会臨時
会

８月１９日㈪午前
１０時から

市庁舎３階会
議室３－１～３

会議当日に３階会議室
前へ（午前９時３０分か
ら受け付け）問教育総
務課☎７２４・２１７２

町田市街づくり審査会 ８月１９日㈪午後
２時～４時

市庁舎２階会
議室２－１

５人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づ
くり課（☎７２４・４２６７）へ

町田市長期計画審議会 ８月１９日㈪午後
５時～７時

市庁舎４階政
策会議室

１０人
（先着順）

直接会場へ問企画政策
課☎７２４・２１０３

町田市環境審議会
８月１９日㈪午後
６時３０分～８時
３０分

市庁舎２階会
議室２－１

１０人
（申し込み順）

８月１６日までに電話で
環境政策課（☎７２４・
４３８６）へ

町田市都市計画マスタ
ープラン及び町田市住
みよい街づくり条例あ
り方調査検討委員会（町
田市都市計画審議会特
別委員会兼町田市街づ
くり審査会専門部会）

８月２０日㈫午前
１０時～正午

市庁舎８階会
議室８－１

３人
（申し込み順）

事前に電話で都市政策
課（☎７２４・４２４７）また
は地区街づくり課（☎
７２４・４２６７）へ

町田市景観審議会 ８月２０日㈫午後
２時～３時３０分

市 庁 舎１０階
会議室１０－４

５人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づ
くり課（☎７２４・４２６７）へ

町田市自殺対策推進協
議会

９月２６日㈭午後
２時～３時３０分

市庁舎２階会
議室２－１

５人
（先着順）

直接会場へ問健康推進
課☎７２４・４２３６

国民健康保険限度額適用認
定証は再申請が必要です

新しい国民健康保険被保
険者証をお送りします
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歌って　踊って　楽しく　健康長寿
をめざそう

音 楽 体 操 教 室
　懐かしの歌や音楽に合わせて無理
なくできる体操教室です。
対市内在住の、医師から運動制限等
を受けていない満６０歳以上の方
日９月１３日、２０日、２７日、いずれも
金曜日午前９時１５分～１０時１５分、
全３回
場ふれあいいちょう館
定２０人（ふれあい館の利用登録がな
い方を優先のうえ、抽選）
申８月７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１９０８０７Bへ。
※会場への申し込みはできません。
※参加にはふれあい館の利用券の作
成（無料）が必要です。身分証明書（保
険証等）と２つの緊急連絡先が必要
になりますのでお持ち下さい。
※会場については、ふれあいいちょ
う館（☎７３５・５０２０、月曜日、祝休日
を除く）へお問い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

町田市ゲートボール大会
対市内在住のゲートボール愛好者で
編成するチーム
日９月１９日㈭午前９時～午後４時（予
備日は２０日）
場木曽山崎グラウンド
申所定の用紙（町田市ゲートボール
協会に有り）に記入し、８月２１日～９
月６日午後３時に直接同協会へ（月・
土・日曜日を除く）。
※同協会未登録の場合は、同協会（せ
りがや会館内、☎７２２・２２５３）へご
相談下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
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
れるメニューを作って食べます。
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９月１０日㈫、２０日㈮、２６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８月２７日ごろ
発送）

費２０００円（食材費等）
申８月７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１９０８０７Ａ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

家 族 介 護 者 教 室
　リハビリによる認知症への効果と
介護時の対応方法について、専門職
の視点から学びましょう。
対市内在宅高齢者の家族介護者
日８月２０日㈫午後２時～４時
場小山市民センター
定３０人（申し込み順）
申電話で堺第２高齢者支援センター
（☎７９７・０２００）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

地 域 介 護 予 防 教 室
【折紙でいきいき・脳トレ】
　脳の活性に効果的なバランスの良
い食事内容を学び、さらに折紙で効
果を高めます。教室終了後も参加者
と活動を継続する内容です。
対市内在住のおおむね６５歳以上の
方
日９月６日～１１月１日の金曜日（１０
月２５日を除く）、午前１０時～正午、
全８回
場玉川学園第一住宅自治会館（玉川
学園）
講日本折紙協会町田支部長・田中佳
代氏、管理栄養士・奥脇和代氏
定１５人（申し込み順）
申８月５日午前９時～９月５日午後５時
３０分に電話で町田第３高齢者支援セ
ンター（☎７１０・３３７８）へ。
※当日及び講座に関することは同セ
ンターへお問い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

か く た ん 吸 引 研 修
　安全かつ適切に痰

たん

の吸引等を行う
ことができる介護職員を養成するた
めの研修です。
※詳細は、町田病院へお問い合わせ
下さい。
対両日参加できる、市内の訪問系サ
ービス事業所、介護施設・障がい者施

設等に勤務している介護職員
日９月１４日㈯午前８時３０分～午後５
時３０分、１５日㈰正午～午後５時３０
分（３部構成）、全２回
※１５日は、抽選で３部のうちいずれ
かの回に参加していただきます。
場町田市医師会館（旭町）
定５４人（抽選）
申申込用紙（町田病院ホームページ
または町田市ホームページでダウン
ロード）に記入し、８月１６日まで（必
着）に郵送またはＦＡＸで町田病院在
宅ケア室（〒１９４－００３６、木曽東４
－２１－４３、返７９４・６６２１）へ。
問同病院在宅ケア室☎７９２・０６０２、
町田市高齢者福祉課☎７２４・２１４０

分譲マンション管理に 
関 す る 相 談 会
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日８月２８日㈬午後１時３０分～４時
※相談時間は１組３０分です。
場市庁舎
講（一社）東京都マンション管理士会
町田・たま支部
定４組（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。
バトンタッチのはじめの一歩に

事業承継セミナーin町田
　「町田市事業承継推進ネットワー
ク」構成機関の町田市・（株）横浜銀行
・多摩ビジネスサポートセンターが
連携して、事業承継に必要となる基
礎的な税の知識や支援の内容を分か
りやすくお伝えします。
日８月１９日㈪午後３時３０分～５時
場市庁舎
内①「町田市産業振興計画１９－２８」
～企業の“つなぐ”チャレンジ全力応
援宣言！②「事業承継」の現状と社長
のための公的支援③かしこい特例事
業承継税制の活用について
講②多摩ビジネスサポートセンター
コーディネーター・関俊雄氏③ＴＫＣ
西東京山梨会町田支部税理士・井上
孝氏、佐藤賢一氏
※①は市職員による講座です。
定４０人（申し込み順）
申チラシ（町田市ホームページでダ
ウンロード）に必要事項を記入し、８
月９日までにＦＡＸで横浜銀行町田支

店（返７２３・７９８０）へ。
問産業政策課☎７２４・３２９６
町田新産業創造センター

創業・起業に関するセミナー
【町田創業～ファーストステップ相
談会】
日８月１７日、３１日、いずれも土曜日
午後１時～５時（１人１時間）
申参加希望日の１週間前までに同セ
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①８月２０日㈫午後２時～３時３０分
②８月２０日㈫午後３時４５分～５時１５
分③８月２９日㈭午後２時～３時３０分
④８月２９日㈭午後３時４５分～５時１５
分
内①応用・経営～創業初期から考え
るブランディング②応用・財務～財
務は楽しい（決算書の何を見れば良
いの？）③応用・人材育成～創業初期
の上手なアルバイトの活用方法④応
用・販路開拓～統計情報を使った販
路開拓手法　地図で見る統計（ｊＳＴＡ
Ｔ　ＭＡＰ）
講①（株）コマキ・アンド・カンパニー　
小巻朱美氏②石田総合会計事務所・
石田芳文氏③あおい社
会保険労務士法人・平
山久美子氏④（株）ウィ
ルパートナーズ・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

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８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８月２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１９０８０２Ｄへ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
忠生公園

夜 の 自 然 観 察 会
【夜に咲く花とセミの羽化観察】
対５歳以上の方（小学生以下は保護
者同伴）
日８月１０日㈯午後６時３０分～８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。
内夜に咲くカラスウリの花やセミの
羽化等を観察
定３０人（申し込み順）
申８月２日午前９時から電話で同公園
（☎７９２・１３２６）へ。

同センターホ
ームページ

住宅改修に伴う固定資産税（家屋）の減額制度� 問資産税課☎７２４・２１１８

　一定の要件を満たす住宅の改修工事を行った場合、固定資産税を減額します。工事が完了した日から３か月以内
に申告して下さい。
※詳細は町田市ホームページをご覧下さい。また、「固定資産税のあらまし」を資産税課（市庁舎２階）で配布してい
ます（町田市ホームページでダウンロードも可）。

対　象 内　容 減額期間

耐震改修

１９８２年１月１日以前に建築された住宅で、現
行の耐震基準に適合させるよう改修工事（工
事費用が５０万円を超える）を行ったもの
※市から補助金が出ている耐震工事を行って
いても、「簡易耐震工事」の場合は改修工事に
必要な要件・基準を満たさないため、軽減措置
の対象外です。

１戸あたり床面積１２０㎡相当分を
上限として、固定資産税額の２分
の１を減額
※長期優良住宅の認定を受けて改
修された場合は３分の２を減額。

２０１９年１月２日～２０２０年３月３１日
に工事が完了した場合＝改修工事が
完了した年の翌年度１年度分
※ただし、建築物の耐震改修の促進
に関する法律に規定する通行障害既
存耐震不適格建築物に該当する場合
は翌年度から２年度分。

バリアフリー
改修

新築された日から１０年以上を経過した住宅
（賃貸住宅を除く）で、一定の要件を満たすバ
リアフリー改修工事（補助金等を除く工事費
用が５０万円を超える）を行ったもの

１戸あたり床面積１００㎡相当分を
上限として、固定資産税額の３分
の１を減額 ２０２０年３月３１日までに工事が完了

した場合＝改修工事が完了した年の
翌年度１年度分

省エネ改修
２００８年１月１日以前に建築された住宅（賃貸
住宅を除く）で、一定の要件を満たす省エネ改
修工事（窓の断熱改修工事必須・補助金等を除
く工事費用が５０万円を超える）を行ったもの

１戸あたり床面積１２０㎡相当分を
上限として、固定資産税額の３分
の１を減額
※長期優良住宅の認定を受けて改
修された場合は３分の２を減額。

※バリアフリー改修及び省エネ改修に伴う減額は、おのおのの申告により同時に適用されますが、耐震改修を行った住宅に係る減額
制度と同時には適用されません。
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2018年度はこんなことに取り組みました
町田市５ヵ年計画17-21

　皆さんは「町田市5ヵ年計画17-21」をご存じですか。
　これは、町田市の基本計画である「まちだ未来づくりプラン（2012年度
～2021年度）」の後期5年間の計画で、市が力を入れて取り組む事業を示し
たものです。
　市民の皆さんや市外に住む方に「まちだって住みやすい」、「このまちが好

き」と思ってもらえるよう、町田市を元気にするためのいわば「まちだの未
来の設計図」です。「重点事業プラン」「行政経営改革プラン」「財政見通し」の
３つで成り立っています。
　この計画に基づいて、2018年度に取り組んだ事業の主な成果を紹介し
ます。�

　鶴間公園の整備を開始するとともに、スヌーピーミュー
ジアムやまちライブラリー、子どもクラブなど、新しいまち
の中心となるパークライフ・サイトの施設計画をまとめ、ま
ちびらきに向けた準備を進めました。

2019年11月まちびらき
“南町田グランベリーパーク”

　2020年度から始まる新学習指導要領に対応し、児童・生徒の学習意欲を
高め、課題を見つけて解決する力を育てるため、市立小学校19校と中学校7
校にプロジェクター等の大型提示装置を設置しました。また、教員及び児童
・生徒へタブレット端末を配布しました。

タブレット端末を使った
次世代のICT教育を開始

　市では、高校生を評価人に加え、高校生の意見を市の事業の改善に反映す
る「市民参加型事業評価」や「若者が市長と語る会」など、子どもが市政に参
画する取り組みを行っています。これらの取り組みが、世界各国で進められ
ている「子どもにやさしいまちづくり事業」の日本展開を目指す（公財）日本

ユニセフ協会から高く評価されました。
　市は、同協会から委嘱され、日本型「子どもにやさしいまちモデル検証自
治体」としての取り組みを開始しました。

子どもの市政参画の取り組みを、(公財)日本ユニセフ協会が高く評価

　2020年4月に予定している町田薬師池公
園四季彩の杜西園の開園に向け、地域情報の
案内所やレストラン、地元農産
物の直売所を備えた「ウェルカ
ムゲート」の整備工事に着手し
ました。

2020年4月開園
“町田薬師池公園四季彩の杜 ウェルカムゲート”

　小田急電鉄（株）及び（独）都市再生機構と、多摩都市モノレール町田方面
延伸を見据えたまちづくりに関する協定を締結しました。今後は、モノレー
ル延伸を契機とした中心市街地の新たなまちづくりや、小山田桜台団地を
含む大規模団地の再生について、連携・協力して取り組んでいきます。

多摩都市モノレール町田方面延伸を
見据えたまちづくりへ

世界のトップアスリートが町田へ
　ラグビーワールドカ
ップ2019™大会では、
ナミビア代表の公認チ
ームキャンプ地に決定
しました。
　また、東京2020オ
リンピック・パラリン
ピック競技大会におい
て、インドネシア共和
国、中国、南アフリカ共
和国の３か国、7競技

（南アフリカ共和国は
受け入れ競技を調整
中）の事前キャンプ地
に決定しました。

ラグビー
（ラグビーワールドカップ2 TM019 ）

ナミビア
卓球・バレーボール・

バドミントン・水泳（競泳）

中　国

受け入れ競技を
調整中

南アフリカ共和国
パラバドミントン・
空手・バドミントン

インドネシア共和国

　2020年度の小学校にお
ける英語教育の本格導入に
先立ち、市では2018年度
からすべての市立小学校で
新学習指導要領に基づく英
語教育を実施しています。
また、小学校16校におい
て、放課後英語教室を開始
しました。
　英語の発音を学ぶことや
国際理解を深めることを目
的とし、ＡＬＴ（Ａssistant Ｌanguage Ｔeacher：外国語指導助手）をすべての
小・中学校に配置しました。また、ＡＬＴが児童に母国の文化を紹介する「イン
グリッシュ・フェスタ」などの国際交流活動を、小学校6校で実施しました。

全国に先駆けて
町田市ならではの英語教育を開始

行政経営改革プラン
こんなことに取り組みました

市役所の生産性の向上
事務の効率化や他自治体との比較分析に
基づく業務改善

　財務会計事務や庶務事務など、市の全部署に共通する事務事業に
ついて見直しを行いました。
　また、他自治体との比較分析を実施した、国民健康保険業務や介護
保険業務などの事務事業について見直しを行いました。これらの取
り組みの結果、職員15.1人分の人件費を削減しました。

財政見通し
2018年度財政見通しと合計決算額の比較

　計画額に対する2018年度の決算見込額は、以下のとおりです。
　歳入は、徴収率の向上や景気の回復傾向などから「市税」が計画額
を上回ったほか、いずれの項目でも計画額を上回りました。
　歳出は、義務的経費では「扶助費」、その他の経費では「繰出金等」な
どが計画額を下回りましたが、その他の経費で「経常事業費」や「政策
的事業費」などが計画額を上回りました。

※ 表の金額は、四捨五入による端数処理を行っているため、合計額と合致しない
場合があります

計画額（一般財源）【歳入－歳出＝△17億円】
歳
入

895
億
円

市税 675億円
譲
与
税・

交
付
金
等

　115
億
円

そ
の
他

　 69
億
円

そ
の
他

　 69
億
円

基金繰入金 36億円

歳
出

912
億
円

義務的経費
406億円

経常事業費
230億円

繰出金など
206億円

その他の経費 506億円

経常事業費
313億円

繰出金など
176億円

基金繰入金 40億円決算見込額（一般財源）【歳入－歳出＝21億円】

歳
出

973
億
円

義務的経費
403億円

その他の経費 570億円

歳
入 市税 684億円

994
億
円

政
策
的
事
業
費

　
　81
億
円

政
策
的
事
業
費

　
　71
億
円

譲
与
税・

交
付
金
等

　126
億
円

そ
の
他

　 144
億
円

そ
の
他

　 144
億
円

計画の達成状況

2018年度に実施した
「重点事業プラン」

80％
（100事業中80事業）

2018年度に実施した
「行政経営改革プラン」

80％
（45取組中36取組）

目標達成率 目標達成率

「町田市5ヵ年計画17-21」2018年度の取り組み結果は、
町田市ホームページまたは市政情報課（市庁舎1階）でご
覧いただけます。
市HP  5ヵ年計画17-21    検索

重点事業プラン
こんなふうに進んでいます

パークライフ・サイト（イメー
ジ）

「南町田グランベリーパーク」全体イメージ

ウェルカムゲート（イメージ）

東急田園都市線
南町田駅

国道16号線
国道
24
6号
線

境
川

市民サービスの向上
「見直そう！“伝わる日本語”推進運動」を開始

　通知文やお知らせ、窓口にお
ける言葉遣いなどについて、市
民の皆さんの視点に立ち、市か
らの情報を分かりやすい日本語
でお伝えする「見直そう！“伝わ
る日本語”推進運動」を開始しま
した。

市内在住の石橋光穂さん、加藤蒔学子さん、
山本紫穂さんがシンボルマークをデザイン
しました

南町田拠点創出まちづくりプロジェクト 検索

パークライフ・サイト

タブレット端末を活用した授業

大型提示装置を使った授業

問経営改革室☎724・250３

町田薬師池公園 四季彩の杜
プロモーションサイト

グランベリーパーク
（商業施設）

鶴間公園
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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

催し・講座催し・講座
市立博物館出張講座～工芸美術を体
験しよう

コミュニティセンター 
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８月２４日㈯午後２時～４時
場三輪コミュニティセンター
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１６㎝
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８月２５日㈰午後２時～４時
場つくし野コミュニティセンター
講たからの窯・檀上尚亮氏
定３０人（申し込み順）
費１０００円（送料別）

◇
申８月６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①１９０８０６Ｂ②１９０８０６Ｃへ。
問同館☎７２６・１５３１

ふ れ あ い コ ン サ ー ト
　ピアノと声楽のコンサートです。
対６歳以上の方
日１０月１３日㈰午後２時３０分開演
場堺市民センター
曲目プッチーニ「Ｑｕａｎｄｏ ｍｅʼｎ ｖｏ」

（私が街を歩けば）、ドニゼッティ「Ｕ
ｎａ ｆｕｒｔｉｖａ ｌａｇｒｉｍａ」（人知れぬ涙）　
他（予定）
出演鳥尾匠海、鈴木椎那、酒井未希
定３００人（申し込み順）
費５００円
申８月７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１９０８０７Ｃへ。
問町田市民ホール☎７２８・４３００、堺
市民センター☎７７４・０００３

町田市障がい者福祉センター
ひかり療育園センターまつり

【楽しく！おいしく！盛り上がろう！】
日８月２４日㈯午後５時～７時１５分

（小雨実施）
場ひかり療育園
内盆踊り、和太鼓演奏、各種ゲームコ
ーナー、模擬店（有料）等
問ひかり療育園☎７９４・０７３０返７９４
・０７７２

南市民センターまつり
　南共栄会商店街と子どもセンター
ばあんの夏祭りも同時に開催されま
す。
日８月２５日㈰午前１０時３０分～午後
４時
場南市民センター
内水彩画・栽培洋蘭の展示、かき氷の
販売、おもちゃ製作、剣道防具着用体
験、吹奏楽演奏・リズム体操・音楽ア
ンサンブルの発表　等

【個人番号カード（マイナンバーカー
ド）申請用写真の無料撮影と申請書
類の案内も行います】
定９８人（申し込み順）
申８月２日正午～５日＝イベシス（イ
ンターネット）コード１９０８０２Ｃへ
／８月６日午前９時～９日午後５時＝
電話で南市民センターへ。
※当日、定員に空きがあれば午後３
時まで受け付けます（時間指定有
り）。

◇
問同センター☎７９５・３１６５
子どもセンターばあん

夏 ま つ り
日８月２５日㈰午前１０時～午後３時
場子どもセンターばあん
内ゲーム、工作、遊びのコーナー、ス
テージ発表、模擬店（有料）等
問ばあん☎７８８・４１８１
新規参加者募集！

障がい児スポーツ教室
　運動を楽しむための教室です。
対障がいのある小学生～１８歳の方
日土曜日午後、年間３６回程度
場サン町田旭体育館、町田市子ども
発達センター温水プール
定若干名（抽選）

【見学説明会を開催します】
　教室の雰囲気を知っていただくた
め、現地で見学説明会を行います。説
明会で参加申込書を配布します。教
室への参加を希望する方は、必ずい
ずれかの日程でご参加下さい。

日程９月７日㈯、１４日㈯
申８月２３日までに電話で障がい福祉
課へ。
問障がい福祉課☎７２４・２１４７返０５０
・３１０１・１６５３
ＮＨＫ・市立図書館共催～日中文化
交流協定締結４０周年記念

特別展「三国志」関連文化講演会
　東京国立博物館平成館（台東区）で
開催されている特別展「三国志」（会
期＝９月１６日まで）の見どころを研
究員が解説します。
　参加者には本展の招待券を１人１
枚差し上げます。
日８月２４日㈯午後２時開演
場中央図書館
講東京国立博物館特任研究員・谷豊
信氏
定１１７人（抽選、結果は８月１４日ごろ
発送）
申往復ハガキに参加者全員の住所・
氏名（ふりがな）・電話番号を明記し、
８月８日まで（必着）に、中央図書館講
演会担当（〒１９４－００１３、原町田３
－２－９）へ（申し込みは２人まで）。
※切手代不足や１枚で３人以上の応
募は無効となります。
問中央図書館☎７２８・８２２０
町田地方史研究会・町田市生涯学習
センター共催講演会

乞田鍛冶屋・濵田家と町田
　幕末の刀鍛冶「乞田鍛冶」の濵田家
は、麥

ばっ

花
か

塚
づか

の建立や原町田への乞田
鍛冶屋の出店、武相交輪会との関わ
りなど、町田とゆかりの深い家です。
本講演会では、乞田鍛冶と町田との
関わりについて紹介します。
日８月２４日㈯午後２時～４時
場生涯学習センター
講（公財）多摩市文化振興財団学芸員
・橋場万里子氏
定１１８人（申し込み順）
申１次受付＝８月１日正午～午後７時
にイベシス（インターネット）コード
１９０８０２Ｇへ／２次受付＝８月２日正
午～２１日にイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６）またはイベシスへ。
※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。
問同センター☎７２８・００７１
開講します

２０１９年度後期ことぶき大学
　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）をご覧下さい。
対市内在住の２０１９年４月１日現在
６０歳以上の方
日①９月２５日～１２月１１日の水曜
日、午後２時～３時３０分②９月２６日
～１２月１２日の木曜日、午後２時～４
時、各全６回
場①生涯学習センター②生涯学習セ
ンター　他
内①健康コース「初めての方も安心
！～やさしいヨガでわくわく生き生
き！」②教養コース「教科書に載らな
い偉人たち～町田（武相）に生きた民
間宗教者たち」
定①５０人②１５８人／抽選
申１次受付＝８月２日正午～６日午後
７時にイベシス（インターネット）コ
ード①１９０８０７Ｅ②１９０８０７Ｆへ／２

次受付＝８月７日正午～２３日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスへ。
問生涯学習センター☎７２８・００７１
赤点パパの“子育てと仕事の両立”

行動デザインワークショップ
　日々の子育てや仕事の悩みを父親
同士で共有し、「子育てと仕事の両
立」に向けての解決策を見つけます。
対市内在住、在勤で、就学前のお子さ
んがいる父親
日９月１日、８日、いずれも日曜日午後
２時～４時、全２回
場町田市民フォーラム
講博報堂こそだて家族研究所パパハ
ックション
定２０人（申し込み順）
申８月６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１９０８０６Ｄへ。保育希望
者（６か月以上の未就学児、申し込み
順に１０人）は、８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
国際版画美術館

夏期子ども講座作品展
【「がんばれ！ワクワクいきものオリ
ンピック」展】
　今年度の夏期子ども講座に参加し
た子どもたちと、指導した東京学芸
大学生による作品展です。いろいろ
な生き物による空想オリンピックの
ワンシーンを版画で作りました。
日８月６日㈫～１０日㈯、午前１０時～
午後５時（６日は午後１時から、１０日
は午後１時まで）
場同館市民展示室
問同館☎７２６・２８８９
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ

公 開 講 座
【環境学～パリ協定対応の未来像を
市民としてどう理解するか　日本の
２０５０年プランとは？】
　気候変動抑制に関する多国間協定
について、専門家がお話しします。
日９月２３日㈷午後２時～４時
場生涯学習センター
講（一財）持続性推進機構ＩＰＳｕＳ理事
長・安井至氏
定１２６人（申し込み順）
申１次受付＝８月１日正午～６日午後７
時にイベシス（インターネット）コー
ド１９０８０７Ｄへ／２次受付＝８月７日
正午～９月１３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
手作りでわいわい

に じ い ろ フ レ ン ズ
対０～２歳児とその保護者
日８月２１日㈬午前１０時～正午
場生涯学習センター
内毛糸の指編みで子ども用ヘアバン
ドや色紙でポプリの入れ物（サシェ）
等を作る
講子育てサークル「にじいろあそび」
定７組（申し込み順）
費１組２００円（材料費、お茶代）
申８月２日午前９時から電話で同セン
ター（☎７２８・００７１）へ。

市庁舎で夏まつり
問市有財産活用課☎７２４・２１６５

日８月２３日㈮午前９時～午後４時
場イベントスタジオ（市庁舎１
階）、こもれび広場（市庁舎前）

【お気軽においで下さい】
○さるびあ亭かーこさんによるオ
リジナルライブ　
時間午前１１時から、午後２時から
○射的　
費１回１００円
○ヨーヨー・コーヒーパック釣り　
　市庁舎４階の屋上花畑に関する

クイズに正解すると参加できます
（アンケートに回答した方にはプ
レゼントも有り）。
○キッチンカー　
　クレープ、かき氷、タピオカドリ
ンク等を販売します。
○その他　
　商品を購入した方へ短冊をプレ
ゼント（小学生以下のお子さんに
は、ソフトクリーム作り体験チケ
ットが当たる抽選券を配布）
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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永井荷風『日和下駄』（１９１５年）
にみる景観～江戸から東京へ】
　永井荷風生誕１４０年の今年、荷風
が『日和下駄』に引用している浮世絵
や狂歌などに触れながら、失われた
風景も含めて景観を味わう秘

ひ

訣
けつ

を読
み解きます。
日９月１８日㈬午前１０時３０分～午後
０時４０分
講相模女子大学学芸学部日本語日本
文学科教授・南明日香氏
定６０人（申し込み順）
費１０００円

【②公共交通整備は高齢者や外国人
対策の切り札になるのか？～半世紀
にわたるフランスのＬＲＴ（路面電車）
整備の成果をもとに考える】
　フランスで１９６０年以降に行われ
た公共交通機関整備政策の背景や功
罪を振り返りながら、日本における
ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）に沿っ
た公共交通施策とは何かを考察しま
す。
日９月２１日、２８日、１０月５日、いずれも
土曜日午前１０時３０分～正午、全３回
講相模女子大学社会マネジメント学
科教授・湧口清隆氏、東京経済大学経
営学部教授・青木亮氏
定５０人（申し込み順）
費２０００円

◇
対１８歳以上の方
場相模女子大学（相模原市）
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①９月１２日まで②９月１８
日まで（いずれも必着）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。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
生涯学習センターコンサート事業

河野智美ギターリサイタル
【心に響くギターの調べ】
　国内外で活躍する河野智美さんが

ギターの名曲からなじみのあるポピ
ュラー曲まで、心に響くギターの音
色をお届けします。
日９月７日㈯午後２時開演
場生涯学習センター
曲目ゴルトベルク変奏曲よりアリ
ア、アルハンブラの想い出、Ｙｅｓｔｅｒｄ
ａｙ　他（予定）
定１５８人（申し込み順）
申１次受付＝８月１日正午～５日午後
７時にイベシス（インターネット）コ
ード１９０８０６Ｈへ／２次受付＝８月６
日正午～２４日にイベントダイヤル

（☎７２４・５６５６）またはイベシスへ。
※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。
問同センター☎７２８・００７１
親子で楽しむ

１６ミ リ 映 画 の 世 界
　どこか懐かしいような、アナログ
でカタカタと動く１６ミリフィルム
で見るアニメの世界を、お子さんと
楽しみませんか。１６ミリ映写機の仕
組みや使い方のお話もあります。
対小学生以下の子どもとその保護者
日８月１７日㈯午後２時～４時
場生涯学習センター７階ホール
上映作品ミッキーマウスの魔法の帽
子　他（予定）
問同センター☎７２８・００７１
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

鶴 川 の 歴 史
【鶴川・岡上に暮らすいきものたち】
　鶴川や岡上（川崎市麻生区）に残さ
れている多くの自然と、そこに生息す
る動物・魚・昆虫の様子を紹介します。
日８月２１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３階多
目的室
講和光大学地域連携研究センター地
域・流域共生フォーラム　齋藤透氏
問生涯学習センター☎７２８・００７１
町田市民文学館　古典文学講座

教科書には載っていない古
文ウラ話～“児”とは何か？

　有名な古文作品について、「児
ちご

」を
テーマに分かりやすく解説します。
対中学生以上の方
日９月８日㈰午後２時～４時
場町田市民文学館

講白百合女子大学教授・伊東玉美氏
定５０人（申し込み順）
申１次受付＝８月１日正午～５日午後
７時にイベシス（インターネット）コ
ード１９０８０６Ｆへ／２次受付＝８月６
日正午～９月５日にイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
へ。
問同館☎７３９・３４２０
大地沢青少年センター

青 空 ア ト リ エ
　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。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日①８月４日②８月１１日、いずれも日
曜日午前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
内特別プログラム＝①竹の水鉄砲②
貯金箱（予定）
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
宝くじ文化公演

由紀さおり・安田祥子 
コ ン サ ー ト

　懐かしい童謡が盛りだくさんの公
演です。
対６歳以上の方
日１１月１５日㈮午後３時開演
場町田市民ホール
曲目故郷、エーデルワイス、トルコ行
進曲　他（予定）
費２５００円（全席指定）
※宝くじ助成による特別料金です。
申８月１４日から電話で町田市民ホー
ル（☎７２８・４３００）へ。保育希望者

（有料、６か月以上の未就学児、申し
込み順）は併せて申し込みを。
※かわせみオンラインチケット（イ
ンターネット）で申し込みもできま
す（保育の申し込みは不可）。詳細は
町田市民ホールホームページをご覧
下さい。　
※公演内容に関することは町田市民
ホールへお問い合わせ下さい。
問文化振興課☎７２４・２１８４

市 民 公 開 講 座
【薬物乱用防止～薬物の魔の手は近
くに】
　町田市薬剤師会との共催です。
※要約筆記があります。
日８月３１日㈯午後２時３０分～４時３０
分
場健康福祉会館
※来館の際は、公共交通機関をご利
用下さい。
講町田市薬剤師会副会長・大谷芳彦

氏
定１８０人（申し込み順）
申８月２日正午～２８日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０８０２Ｆへ。
問保健総務課☎７２２・６７２８

地 産 地 Ｓ Ｈ Ｏ Ｗ 落 語
　夏休み特別企画として、落語会を
開催します。出演は、町田市ゆかりの
若手落語家・柳家小はぜさん、三遊亭
伊織さんで、演目は当日までのお楽
しみです。
日８月２８日㈬正午～午後０時５０分

（開場は午前１１時４５分から）
場市庁舎３階会議室３－１～３
定１６８席（先着順）
問文化振興課☎７２４・２１８４
町田市文化プログラム

海洋プラスチックごみ・
光 ア ー ト 帰 国 報 告 展

　桜美林大学の学生が、ライトモー
ド・アーティストの柏原エリナ氏指
導のもと共同制作したアート作品を
展示します。海洋プラスチックごみ
を使用したこれらの作品は、カナダ
で開催された環境イベント「ＶＩＭʼｓ 
Ｆｕｔｕｒｅ Ｏｃｅａｎｓ ２０１９」の最後を飾
った「Ｆｕｔｕｒｅ Ｏｃｅａｎｓ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｓｈ
ｏｗ」に出展しました。
　夏の終わりに、光り輝くアート作
品を通して、地球環境問題を考えて
みませんか。
日８月２６日㈪～３０日㈮、午前９時３０
分～午後５時
※最終日は午後４時３０分までです。
場多目的スペース（市庁舎１階）
問文化振興課☎７２４・２１８４

左から、Ｊｅｌｌｙｆｉｓｈ-Ｆｕｔｕｒｏ、Ｊｅｌｌｙｆｉｓｈ-Ａｖｅｎｉｒ

文学館でたのしむ
おとなのためのおはなし会
日８月１５日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分
※８月は、保育はありません。
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＝「橋爪文」
／おはなし＝「ただいま、かあさん」

（水野寿美子作）、「子ぎつねのライオ
ンたいじ」（スーダンの民話）、「ルピ
ナスさん」（バーバラ・クーニー作）
語り手（特）まちだ語り手の会
問同館☎７３９・３４２０

　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。
市HP Ｄカフェ  検索

問子育て推進課☎724・4468

町田市メール配信サー
ビス（ほっとメールま
ちだ）で子育て情報を
配信中!

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

　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）

  出張認知症カフェ（Ｄカフェ）
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

市内スターバックスコーヒー各店の開催日（8月・９月）
会　場 日　時

多摩境店（小山ヶ丘３－２－８） ８月７日㈬、９月１２日㈭ 午前９時～１１時
町田パリオ店（森野１－１５－１３） ８月８日㈭、９月９日㈪

午前１０時～正午

町田金森店（金森３－１－１０） ８月９日㈮、９月２日㈪
鶴川店（能ヶ谷１－５－１） ８月１９日㈪、９月１８日㈬
ぽっぽ町田店（原町田４－１０－２０） ８月２１日㈬、９月６日㈮
町田東急ツインズ店（原町田６－４－１） ８月２３日㈮、９月２５日㈬
ルミネ町田店（原町田６－１－１１） ８月２６日㈪、９月２０日㈮
小田急町田駅店（原町田６－１２－２０） ８月２８日㈬、９月２７日㈮
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日8月4日㈰午前7時～ 8時（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町田産新鮮野菜がいっぱい!日曜朝市

普 通 救 命 講 習 会
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）
日９月７日㈯午後１時３０分～４時３０
分
場健康福祉会館
内心肺蘇生法、ＡＥＤの使用方法、窒
息の手当て、止血の方法等
※救命技能認定証を発行します。
定４０人（申し込み順）
費１４００円（教材費）
申８月６日正午～２８日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０８０６Ｅへ。
問保健総務課☎７２４・４２４１、町田消
防署☎７９４・０１１９
図書館で！
紙 芝 居・ 大 人 の 時 間

　「平和」をテーマにした紙芝居を上
演します。
日８月１４日㈬午前１１時～正午
場中央図書館６階ホール
内「トビウオのぼうやはびょうきで
す」（作／いぬいとみこ、画／津田櫓
冬）、「コスモス」（脚本・画／渡辺享
子）　他（予定）
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」　
問町田市民文学館☎７３９・３４２０

催し・講座催し・講座

情報コーナー
●東京都福祉保健局～東京都で児童
虐待を防止するためのＬＩＮＥ相談を
本格実施します
　都では、児童虐待を防止
するため、ＬＩＮＥを利用した
子どもや保護者からの相談
窓口を本格的に実施しま
す。
　子育ての悩みや困っていることな
ど、ひとりで抱え込まず、気軽にご相
談下さい／ＬＩＮＥアカウント名＝子
ゴコロ・親ゴコロ相談＠東京相談日
月～金曜日＝午前９時～午後９時、土
・日曜日、祝休日＝午前９時～午後５
時問同局少子社会対策部計画課☎
０３・５３２０・４１３７
●東京都教育庁～２０１９年度就学義
務猶予免除者等の中学校卒業程度認
定試験
　合格者には高等学校の入学資格が
与えられます対就学義務猶予免除

者、病気等のやむを得ない理由によ
り義務教育を修了できなかった方、
日本国籍を有しない方等試験日１０
月２４日場東京都教職員研修センタ
ー（文京区）申８月１９日～９月６日に
願書を提出／詳細は受験案内を参照

（東京都教育庁地域教育支援部義務
教育課小中学校担当〔都庁第一本庁
舎４０階北側〕で配布）問東京都教育
庁☎０３・５３２０・６７５２
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【①ポイント方式（家族向）②単身者
向、車いす使用者向、シルバーピア
（単身者向・二人世帯向）、病死等の発
見が遅れた住宅等】
　都内に３年以上居住等、いずれも
要件有り／詳細は募集案内を参照配
布期間８月９日まで配布場所市庁舎１
階総合案内、各市民センター、木曽山
崎連絡所、町田・玉川学園・鶴川・南町
田の各駅前連絡所、同公社町田窓口
センター、都庁等（各施設で開所日時
が異なる）／同公社ホームページで

配布期間中に限りダウンロードも可
申郵送で８月１５日まで（必着）問同公
社都営住宅募集センター☎０５７０・
０１０・８１０
●サレジオ工業高等専門学校～アイ
デア対決・全国高等専門学校ロボッ
トコンテスト２０１９　関東甲信越地
区大会観覧募集
　今年度のテーマは「らん♪Ｒ

ラ ン

ＵＮ 
Ｌ
ラ ン ド リ ー

ａｕｎｄｒｙ」です。学生たちがアイデア

を駆使して製作したロボットが、Ｔ
シャツ・バスタオル・シーツを美しく
干していきます／応募者多数の場合
は抽選のうえ、入場整理券（１枚で５
人入場可）を送付します。申込方法等
の詳細は、サレジオ高専公式サイト
を参照日１０月６日午後０時３０分から
場市立総合体育館問同専門学校☎
７７５・３０２０（受付時間＝月～金曜日
の午前９時～午後５時）

子どものイベントカレンダー
詳細は、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。

●男女平等推進センター☎７２３・
２９０８
【夏休み父子工作講座～父子でつく
ろう！ＬＥＤランプのランプシェード】
対小学１～３年生とその父親（または
祖父）日８月２４日㈯午前１０時～正午
場町田市民フォーラム内ランプ（白
熱灯・蛍光灯・ＬＥＤ）の種類や仕組み
を通じてエコや省エネを学んだ後、Ｌ
ＥＤランプを使ったランプシェード

を作る講パナソニック（株）ライフソ
リューションズ社社員定１０組（申し
込み順）費８００円申８月２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
１９０８０２Ｂ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、８月１２日までに併せて申し込
みを

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「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（１２日～
１６日を除く） 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
※８月９日は予約受付を行いません。
次回分は８月１６日から受け付けま
す。

電話で市民相談室
（☎７２４・２１０２）へ

②人権身の上相談(人権侵害などの問題） ２日㈮

午後１時３０分～４時 市内在住の方

電話予約制（随時）
③国税相談 ６日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）④登記相談 １日㈭
⑤行政手続相談 ８日㈭
⑥年金・社会保険・労務相談 ７日㈬
⑦国の行政相談 ６日㈫ 直接市民相談室（市庁舎１階）へ⑧建築・耐震相談 ７日㈬

⑨電話による女性悩みごと相談（家庭、
人間関係、女性への暴力、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

登録用
QRコード

催し名／主催団体 公演日／会期 問い合わせ先
大正琴演奏会／琴望会

１０月３０日㈬

☎０９０・２２４２・８７４６
音楽と護身術のコラボ　護身術体験してみませんか／ソピック音楽協会 ☎７９８・２３３５

【ワークショップ】①日本の美しい歌を楽しみましょう②弦楽器体験：初め
ての方もバイオリンやチェロに触れてみませんか／町田楽友協会 ☎０８０・５４９４・８８７１

町田市民囲碁大会／町田市囲碁連盟 ☎０４４・９８６・１６６９
映画上映会／映像文化研究会 ☎０９０・３５４２・８９５３
絵画・写真展／町田市美術協会 １０月３０日㈬～１１月１日㈮ ☎７２６・４７４８
人形美術展／町田市人形文化連盟 １０月３０日㈬～１１月３日㈷ ☎７２５・２５８５
ハワイ音楽のバンド演奏とフラの集い／ハワイ音楽と舞踊研究会 １０月３１日㈭ ☎７５８・１８５０
俳句展／町田市俳句連盟

１０月３１日㈭～１１月４日（振休）

☎７９７・１５７７
パッチワークつるし飾り展／パッチワークキルト研究会 ☎７２２・３３８９
陶芸展／創作陶芸紅土会 ☎７９１・９２０２
いけばな展／町田華道協会 ☎７２９・７２９２
唄と踊りの集い／町田市民踊親和会 １１月１日㈮ ☎７９３・４７６６
吟詠大会　あなたも出吟しませんか／町田市吟詠連盟

１１月２日㈯
☎０９０・９３８３・５７９７

シャンソンが流れる街・町田／町田市シャンソン文化協会 ☎０９０・２４２９・３０４５
一緒に踊ろう盆踊り／町田市民踊親和会・町田市舞踊連合会 ☎７９３・４７６６
歌唱の集い／宮川哲夫研究会

１１月３日㈷

☎７９５・１９４７
フラの集い／東京町田フラ協会 ☎０９０・９１３５・６４０５
茶会／町田茶道会 ☎７４５・９９５６テラスでもお茶会／町田茶道会
書道展／町田市書道連盟 １１月２日㈯～４日（振休） ☎７２５・２３６７
舞踊の集い／町田市舞踊連合会

１１月４日（振休）

☎０９０・１６６１・０５１２
バリアフリーコンサート「夢・響き愛」／町田楽友協会 ☎０８０・５４９４・８８７１
親子でお茶に親しみましょう／町田茶道会 ☎７４５・９９５６
世界で一つの器を作ろう　楽しい絵付をしよう！／創作陶芸紅土会 ☎０９０・６１５８・７０２０

※催しによっては参加費が必要です。詳細は各主催団体へお問い合わせ下さい／催しの観覧時間等は後日お知らせします。

場町田市民ホール
申８月１５日までに電話で各主催団体へ（内容によっては受け付けできない場合も有り）。
※２階ロビーでの作品の展示希望者（販売も可）も募集します（有料）。詳細は町田市文化協会（☎０９０・７９４６・
５８３４)へお問い合わせ下さい。

町田市民文化祭　「秋の催し」参加者募集
問町田市民ホール☎7２8・４300、町田市文化振興課☎7２４・２１8４
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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！

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【①小学生球技教室】
対市内在住、在学の小学生日９月３日
～１２月３日の火曜日（９月１７日、１０
月２２日、１１月５日、１２日を除く）、午
後４時３０分～６時、全１０回定４０人
（抽選）費１６００円
【②小学生体操教室】
対市内在住、在学の運動が苦手な小
学生日９月５日～１１月７日の木曜日、
午後４時３０分～６時、全１０回定４０人
（抽選）費１４００円
【③初心者アーチェリー教室】
対市内在住、在勤、在学のこれからア
ーチェリーを始める１６歳以上の方
日９月７日～１０月５日の土曜日、午前
９時３０分～１１時３０分、全５回講町田
市アーチェリー協会定２０人（申し込
み順）費３０００円
【④親子ふれあい体操教室】
対市内在住の４～６歳の未就学児と
その保護者日９月１４日～１２月７日の
土曜日（９月２８日、１０月５日、１１月２
日を除く）、午前９時３０分～１１時、全
１０回定３０組（抽選）費１組４７００円

◇
申①②④同館ホームページで申し込
み③往復ハガキに必要事項を明記
し、８月１５日まで（消印有効）に同館
へ
●野津田公園☎７３６・３１３１
【野津田公園お楽しみファ
ミリー駅伝大会】
　１人約１ｋｍ（市立陸上競技場・競技
場外周コース、全４区間）をタスキで
つなぎます対小学生以下の子どもと
その家族（父母または祖父母）で構成
される３～４人のチーム日１１月３０日
㈯午前９時～正午（小雨実施、雨天時
は１２月１５日に延期）定５０組（申し込
み順）費１チーム４０００円（保険料込
み）申募集要項（同公園ホームページ
でダウンロード）を参照し、指定の申
込用紙に記入のうえ、参加料金を添
えて、直接または郵送（現金書留）で
野津田公園管理事務所へ／受付時間
＝午前９時～午後５時、土・日曜日、祝
休日も可
●子ども創造キャンパスひ
なた村☎７２２・５７３６
　下記以外の講座やワーク
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
【団体向けアクティビティ　１０月・
１１月分申し込み】
　大人数で楽しめる２時間程度のア
クティビティ（活動）を行います対市
内の子ども会や子どもサークル等内
カレー作り、たき火体験等費施設利
用料、材料費申８月１日午前１０時～８
日に電話でひなた村へ
【げんきっず】
　直接会場へおいで下さい対乳幼児
とその保護者日８月１日㈭から、原則
木曜日午前１０時３０分～１１時１５分
（８月１５日、２９日を除く）内親子体
操、手遊び、体遊び、お話等
【糸のこ教室】　
対市内在住、在学の小学２年生～１８
歳（小学２年生のみ保護者同伴）日８
月１１日㈷午後１時～３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円申電話でひなた村へ
【アウトドアクッキング～牛乳パッ
クｄｅクッキング】　
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生とその保護者日８月１２日（振休）
午前９時３０分～午後０時３０分内食パ
ンを使った軽食やスコーンを作る定
２０組（申し込み順）費子ども１００円、
大人２００円申電話でひなた村へ
【レッツサイエンス　町田市ひなた
村科学クラブ～炎の科学】　
　ロウソクの炎の神秘を科学の目で
解き明かす実験や、花火の美しい色
の不思議を観察します対市内在住、
在学の小・中学生日８月２５日㈰午前
１０時～正午定２０人（申し込み順）費
３００円申８月１日午前１０時から電話
でひなた村へ
【夏のたき火キャンプファイア】
対市内在住、在学の小学生とその家
族（保護者の同伴必須）日８月３１日㈯
午後２時～７時３０分内森で外遊び、
軽食作り、夕方からたき火でキャン
プファイア定８０人（申し込み順）費
１人２００円申電話でひなた村へ
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
〈臨時休館〉� �
　館内清掃のため、８月１９日㈪～２１
日㈬は臨時休館します
【しょうぶ・あじさい写真展】
日程８月２２日㈭～９月１日㈰
【キヤノンイーグルス写真展】
　キヤノンギャラリーで開催した写
真展をオフィシャルフォトグラファ
ー・水谷たかひと氏が再構成しまし
た日程８月２８日㈬～９月８日㈰
○関連イベント～水谷たかひと氏ギ
ャラリートーク＆写真講評会
　展示解説を行います。スポーツ写
真（競技不問）を持参した方は、水谷
氏の講評を受けられます日９月７日
㈯午後１時３０分～３時
●町田市自然休暇村☎０２６７・９９・
２９１２
【きのこ狩りツアー】
　きのこ鑑定人が同行します／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（１８歳以上の方に限る）
日①９月２９日㈰午前８時～３０日㈪午
後５時ごろ②１０月６日㈰午前８時～７
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）定各４０人
（抽選）／各日とも最少催行人数は
３５人です費各１万７８００円（交通費、
宿泊費、１日目昼食～２日目昼食、保
険料、ガイド料含む）／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８月１日午
前８時３０分～１１日午後５時に電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ
／①９月２０日以降②９月２６日以降の
取り消しは、キャンセル料が必要

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。

※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

ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘１-３-８）☎７９８・１１２１

２日㈮ 町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎７２２・２２３０

３日㈯ 午後１時～翌朝８時 あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎７２８・１１１１

４日㈰

午前９時～午後５時

内科、
小児科 虫明クリニック（金森３-１９-１１） ☎７８８・５０７８

内科
町田駅前内科クリニック（森野１-３９-１６）☎７２２・７３７３

なかの整形外科・内科（能ヶ谷１-５-８）☎７３７・３６６９

午前９時～翌朝９時

内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎７９９・６１６１

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

５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

６日㈫ 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎７９５・１６６８

７日㈬ 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎７８９・０５０２

８日㈭ 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎７８９・０５０２

９日㈮ あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎７２８・１１１１

１０日㈯ 午後１時～翌朝８時 町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎７２２・２２３０

１１日㈷

午前９時～午後５時

内科
熊谷医院（金森東４-３３-４） ☎７９５・５３２５

川口内科クリニック（中町１-３０-２４）☎７２５・６２０６

内科、
小児科 泰生医院（小山町２４７０-５） ☎７９７・７４２３

耳鼻科 成瀬台耳鼻咽喉科（成瀬台３-８-１６） ☎７２９・３３４１

午前９時～翌朝９時

内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎７９９・６１６１

外科系
あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎７２８・１１１１

多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎７９７・１５１１

１２日
（振休）

午前９時～午後５時
内科

平野クリニック（西成瀬３-１８-１） ☎７３２・１３２１

多摩境内科クリニック（小山ヶ丘３-２４）☎７０３・１９２０

おやま内科クリニック（小山町２３３-１）☎８６０・０３２６

耳鼻科 まちだ耳鼻咽喉科（木曽西２-１７-２６）☎７９４・６１０８

午前１０時３０分～午後５時 眼科 氏川眼科医院（原町田６-１-１１） ☎７２０・０５３０

午前９時～翌朝９時

内科系 多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎７９７・１５１１

外科系
南町田病院（鶴間４-４-１） ☎７９９・６１６１

町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎７８９・０５０２

１３日㈫
午後７時～翌朝８時 内科系

町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎７９５・１６６８

１４日㈬ 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）



12 2019．8．1 聴覚に障がいのある方が記事へのお問い合わせをご希望の際は、FAXで市役所代表返０４２・７２４・５６００へ。

広告欄：掲載のお問い合わせは広報課☎７２４・２１０１、掲載内容については広告主へお問い合わせ下さい。

広　　告

今
号
の
広
報
紙
は
、１２
万
８
１
１
部
作
成
し
、１
部
あ
た
り
の
単
価
は
２５
円
と
な
り
ま
す（
職
員
人
件
費
を
含
み
ま
す
。ま
た
作
成
経
費
に
広
告
収
入
等
の
歳
入
を
充
当
し
て
い
ま
す
）。

ネーミングライツスポンサーを募集します

安全で快適な道路環境に向けて 
道路をより良くする運動「みちピカ町田」
　市では、２０１０年２月から道路愛護運動「みちピカ
町田」を実施しています。この運動は、道路愛護の精
神を持って道路をより良くする行動を心掛ける人の
輪を広げるものです。運動に参加される方には、玄関先にステッカーを掲示し
ていただいています。「みちピカ町田」のリーフレットやステッカーは道路管
理課（市庁舎９階）で配布しています。

アダプト・ア・ロード事業
　市と協定を結んだ市民団体の活動を通して、
市が管理している道路施設や道路用地等を、よ
り良い環境にする事業です。
　現在、４６団体の皆さんが、歩道の清掃活動や
花壇での園芸活動を行っています。

　この月間は、道路とふれあい、道路の役割や重要性を再認識し、正しい利用
と愛護を呼び掛けることを目的に制定されました。
　多くの市民や事業者の皆さんが、道路を良くする活動をしています。この機
会に、道路の存在や役割を改めて考えてみませんか。一人ひとりの心掛けで、
すべての人が、いつも楽しく笑顔で歩ける道路を目指しましょう。

　市立陸上競技場では、Ｊ２リーグＦＣ町田ゼルビアのホームゲ
ームのほか、ラグビートップリーグの公式戦や各種陸上競技イ
ベントなどが行われています。
　市では、安定的な施設運営とスポーツの振興を目的として、同
競技場に愛称を付与する権利であるネーミングライツ（命名権）
のスポンサー事業者を募集します。
　スポンサーの特典として、同競技場の愛称に、事業者名または
商品（ブランド）名を冠することができます。また、施設内外に愛
称看板を掲出することもできます。

　１０月から始まる、幼児教育・保育の無
償化に関する説明会を開催します。
　対象の範囲や無償化の上限額は、通っ
ている施設や児童の年齢、保育の必要性
の有無等により異なります。手続き等の詳
細は、まちだ子育てサイトをご覧いただく
か、保育・幼稚園課へお問い合わせ下さい。

　昨年、町田の魅力を発信する新しいデザインのマンホールふたが誕
生しました。汚水マンホールふたには、市の鳥「カワセミ」と市の花「サ
ルビア」がデザインされています。
　このマンホールふたをより広く知っていただくため、「マンホールカ
ード」を作成しました。希望する方に１人１枚まで差し上げます。
　「マンホールカード」とは、全国各地のご当地マンホールふたのデザ
インやその由来などを紹介するカードで、４０７自治体から４７８種類の
カードが発行されています。
配布開始日８月７日㈬から（年末年始を除く）
時間午前８時３０分〜午後５時
配布場所祝休日を除く月〜金
曜日＝下水道総務課（市庁舎８
階）、土・日曜日、祝休日＝町田
市役所警備員室（市庁舎１階）
※事前予約や郵送はできませ
ん。
市HP マンホールカード  検索

幼児教育・保育の無償化に関する説明会

市立陸上競技場

幼児教育・保育無償化の概要
対　象 施　設 無償化の内容

親の就労・出産・介護・疾病
・休職等により保育の必
要性があり、次のいずれか
に該当するお子さん
①３〜５歳児（クラス年齢）
②住民税非課税世帯の０〜
２歳児

幼稚園、認可保育園、認定こども園、
障がい児の発達支援、地域型保育、

企業主導型保育

無償
（私学助成幼稚園は月額
２万５７００円まで）

幼稚園の預かり保育
幼稚園保育料の無償化に加
え、月額１万１３００円まで無
償（日額４５０円まで）※１

認可外保育施設、ベビーシッター、
一時保育、町田ファミリー・サポー
ト・センター、病児・病後児保育

月額３万７０００円まで無償
※２

幼稚園、認可保育園、認定こども園、
地域型保育、企業主導型保育

かつ
障がい児の発達支援

ともに無償
（私学助成幼稚園は月額
２万５７００円まで）

教育のみの利用など、上記
の対象に該当せず、次のい
ずれかに該当するお子さん
①３〜５歳児（クラス年齢）
②住民税非課税世帯の０〜
２歳児

幼稚園、認定こども園、
障がい児の発達支援

無償
（私学助成幼稚園は月額
２万５７００円まで）

幼稚園、認定こども園
かつ

障がい児の発達支援

ともに無償
（私学助成幼稚園は月額
２万５７００円まで）

※１　�住民税非課税世帯の満３歳になった日から満３歳後最初の３月３１日までのお子さん
については、月額１万６３００円まで無償となります。

※２　�住民税非課税世帯の０～２歳児のお子さんについては、月額４万２０００円まで無償と
なります。

各お問い合わせ先について
無償化に関する説明会、幼稚園・保育園・認定こども
園の無償化の給付内容に関すること 保育・幼稚園課☎７２４・２１３８

保育の必要性の認定手続きに関すること 保育・幼稚園課☎７２４・２１３７
認可外保育施設等の無償化の給付内容に関すること 子ども総務課☎７２４・２５５１
町田ファミリー・サポート・センター、病児・病後児保
育に関すること 子育て推進課☎７２４・４４６８

障がい児の発達支援に関すること 子ども発達支援課☎７２６・６５７０、
障がい福祉課☎７２４・３０８９

8月は「道路ふれあい月間」 足元から環境を見直そう

8月10日は「道の日」です 町田市マンホールカードが完成
「
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道路花壇の管理活動

「道路ふれあい月間」推進標語最優秀賞作品
【小学生の部】　この道は　世界につづく　ゆめとびら
【中学生の部】　真っ白な　地図に描こう　マイロード
【一 般 の 部】　ふるさとの　未来を託す　道がある

問公園緑地課☎７２４・４３９８

問下水道総務課
☎７２４・４２８７問道路管理課☎７２４・３２５７

【募集概要】
愛称使用開始時期２０２０年１月から
契約期間３年間以上
命名権料年額１５００万円（税別）以上
応募方法命名権スポンサー応募申込書

（公園緑地課〔市庁舎８階〕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、必要書類を添付のうえ、８月１９日〜３０
日（必着）に直接または郵送で公園緑地課

（〒１９４−８５２０、森野２−２−２２）へ。
〈事前に質疑を受け付けます〉
受付方法８月９日午後５時までに、Ｅメー
ルで公園緑地課（遍ｍｃｉｔｙ４１７０＠ｃｉｔｙ．ｍ
ａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
質疑の回答８月１６日㈮に町田市ホームペ
ージに掲載
※募集概要の詳細は町田市ホームページ
をご覧下さい。

日８月２４日㈯午前１０時〜１１時
場市庁舎
定６０人（申し込み順）
申８月２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１９０８０２Aへ。

問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８

まちだ子育てサイト 検索


