
人口と世帯（外国人含む） 2019年9月1日現在人口 ： 429,172人（ 男：210,135人・女：219,037人）（前月より4人増） ／ 世帯 ： 197,458世帯（前月より154世帯増）
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より安心して、より楽しく子育てを、

お母さん同士で話せてよかったですね。
そうだ、ちょうどいい育児講座があるので参加してみませんか。

一緒に考えていきましょう‼

両親が遠くで暮らしているから、
ちょっと不安なんですよね

そうなんですね‼

そうですか。それなら産後のケア事業に
行ってみてはどうでしょう？

困ったことがあれば助産師さんに
相談もできますよ

他に心配なことはないですか？

子育てひろば

子育て中は…

しっかり
サポート面接

妊娠したら…
こんにちは
赤ちゃん訪問

出産したら…

初めての子で、ミルクの量が
足りているか不安です

じゃあ体重を量ってみましょうか

安心して下さい‼　順調に増えていますよ

良かったわ‼

うちもそう‼
忙しいときとか本当に困るよね

そうなんだ‼　うちだけではないんですね。ホッとしました‼

出産前後にサポートしてくれる
人はいますか？

うちの子、最近何でもイヤイヤ
で困っているんです

保健予防課☎72５・５４22問

各地域子育て相談センター（2面左下表参照）問

問 保健予防課☎72５・５４22
子育て推進課☎72４・４４６８

それ、参加してみたいです‼

保健予防課☎72５・５４22問

市では、安心して出産を迎え、
子育てが楽しくできるように
保健師や保育士等の専門職が、

切れ目のない支援を
行っています。

妊娠後「妊娠届出」を提出したら
「しっかりサポート面接」、
出産後「出生通知票」を提出したら
「こんにちは赤ちゃん訪問」など、

専門的なアドバイスが
受けられます。

また、「子育てひろば」など、
さまざまな子育てサービスの
ご案内を行っています。



2 2019．10．1 次回の10月15日号「広報まちだ」は、発行日が新聞休刊日と重なるため、10月14日に折り込まれます。問広報課☎724・2101

お子さんの成長に
寄り添うサポートを、
上手に活用して
子育てを楽しみましょう

妊娠

出産

１か月

２か月

３か月

4~6か月

７か月

8~10か月

11か月

１歳～
就学前

�母性保健相談・
母乳育児相談

保健師による相談

妊婦歯科口腔健康診査

各種健診の際にも相談できます

乳幼児・母性相談

▶施設開放　　▶あそびの会
▶子育て相談　▶育児講座

生後２か月から予防
接種が始まります

マイ保育園
未登録者宅を訪問

（随時）

マイ保育園事業の
勧奨通知発送
（出生・転入時）

　子どもたちが安全に安心して遊べるととも
に、パパ、ママ、妊婦さん同士で交流できる場
です。育児講座は学びのほか、ママたちがリフ
レッシュできる講座もあります。

　在宅で子育てをしている家
庭が、マイ保育園実施園に登
録することで、気軽に利用で
きる「かかりつけ保育園」を作
る制度です。

　赤ちゃんが生まれたすべての家庭を訪問する事業
です。出生届を提出後、出生通知票を提出いただいた
家庭へ保健師、助産師、看護師が訪問します。出産後、
１週間以内に出生通知票の提出をお願いします。

こんにちは赤ちゃん訪問

　保健師等が面接で妊娠中の気持ちや体調、産後の
子育ての環境についてお伺いします。安心して出産
を迎えられるようサポートをしたり、市の母子保健
サービスについてお伝えしています。

しっかりサポート面接

子育てひろばマイ保育園・家庭訪問

切れ目ないサポートで子育てに安心と楽しさを
　妊娠期から子育て期にわたる、子どもの成長とともに変わる悩みごとについて、いつでも気軽にご相談下さい。母子保健サービス部門と子育て支援サー
ビス部門が連携した子育て世代包括支援機能のある窓口で、継続した切れ目のない相談支援を行っています。� 問（左下表参照）

　助産師による女性の
体や母乳の相談、乳房
マッサージ（予約制）な
どを受けられます。

　妊娠中から安心して
子育てができるよう、
電話・来所・家庭訪問に
よる相談を受けていま
す。

▶�プレママ・パパクラス
　妊娠中の過ごし方などのアドバイスや妊婦体
験、もく浴体験を行います。

▶�プレママクッキング
　調理実習を通して妊娠中の食生活、生涯にわた
る健康的な食生活について考えます。

▶そらまめの会
　双子、三つ子を育てている方の交流の場です。多
胎の妊婦さんも参加できます。

保健師による相談
受付時間月～金曜日　午前８時30分～午後５時
▶町田・南地区にお住まいの方

健康福祉会館☎72５・５１27
▶鶴川地区にお住まいの方

鶴川保健センター☎736・１600
▶堺・忠生地区にお住まいの方

町田市保健所（中町庁舎）☎722・7636

離乳食講習会（後期）
対象：８～10か月児の保護者
内容：３回食への進め方やむし歯予防の講習会

幼児食講習会
対象：1歳6か月～2歳0か月児と保護者
内容：幼児の栄養、食生活の講習会

離乳食講習会（初期）
対象：４～6か月児の保護者
内容：離乳食の開始と進め方の講習会

子育て世代包括支援機能のある窓口
施設名 電話番号

堺地域子育て相談センター ☎770・7446
南地域子育て相談センター ☎7１0・27５2
鶴川地域子育て相談センター ☎734・3699
忠生地域子育て相談センター ☎7８9・7５4５
町田地域子育て相談センター ☎7１0・2747
子ども家庭支援センター ☎724・44１9
保健所保健予防課（市庁舎） ☎72５・５422
保健所保健予防課（中町庁舎） ☎722・7636
保健所保健予防課（健康福祉会館） ☎72５・５１27
保健所保健予防課（鶴川保健センター）☎736・１600

お気軽にご相談下さい

　私たち地域子育て
相談センター職員が
訪問して、子育て情報
をお届けしています。

　子育てに関するちょっと
した疑問や質問、子育てに向
き合う親の気持ちを気軽に
話したり、相談ができます。

　保健師・助産師・栄養
士・歯科衛生士など専門
職が相談を受けます。

　接種日が近づくとメー
ルでお知らせする「わくわ
くワクチン」を利用下さい。

事業内容等の詳細

　妊婦から１８歳未満のお子さんが
いる子育て世帯向けの情報が掲載さ
れています。

子育てひろば参加者の
根岸さん親子

お母さん達とも顔見知りに
なれるので、よく参加しています
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健康案内健康案内
高齢者インフルエンザ

予防接種費用助成制度
　接種してから効果が現れるまで２
週間程度かかり、１２月中旬までに接
種を終えることが望ましいとされて
います。接種回数は１回です。
対市内在住の６５歳以上の方
※６０歳以上６５歳未満で、心臓・じん
臓・呼吸器の機能に、自己の身辺の日
常生活活動が極度に制限される程度
の障がいのある方、及びヒト免疫不
全ウイルスにより免疫機能に日常生
活がほとんど不可能な程度の障がい
のある方も対象です。
期間１０月７日㈪～２０２０年１月３１日
㈮
場町田・八王子・日野・多摩・稲城市の
契約医療機関
※町田市ホームページ等でご確認い
ただくか、お問い合わせ下さい。
自己負担額２５００円
※生活保護受給者、中国残留邦人等
の支援受給者は無料です。接種の際
は、必ず「生活保護受給証明書」「中国
残留邦人等の支援給付受給証明書」
をお持ち下さい。
※非課税世帯は有料です。

【指定介護老人福祉施設等に入所し
ている町田市民の方の接種費用を助
成します】
　特定の施設に入所し、町田・八王子
・日野・多摩・稲城市の契約医療機関
以外の医師による接種を受ける場
合、費用の全額または一部を１人１回
助成します。
　接種の前に申請が必要です。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。
対同予防接種対象の方で、市内・市外
の指定介護老人福祉施設、介護老人

保健施設、指定介護療養型医療施設
のいずれかに入所している方
助成限度額２５００円
※生活保護受給者、中国残留邦人等
の支援受給者は５１００円です。
問保健予防課☎７２４・４２３９

募　集募　集
キラリ☆まちだ祭２０１９町田シバヒ
ロ会場に

フ リ ー マ ー ケ ッ ト を 
出 店 し ま せ ん か
　キラリ☆まちだ祭は、農業・商業・
工業をＰＲするお祭りです。イベント
の１つとして、町田シバヒロ会場（１
組３ｍ×１．５ｍのスペース）で、家庭
で不要になったものを販売できま
す。
※フリーマーケット出店要項の詳細
は町田市ホームページをご覧下さ
い。
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）
日１１月９日㈯午前１０時～午後４時
（雨天時は祭りのみ開催、フリーマー
ケットは中止）
※１０月２６日㈯午前１０時３０分～正
午に市庁舎で出店者説明会を開催し
ます。説明会に欠席の場合は、申し込
みが無効になる場合があります。
場町田シバヒロ
定３０組（申し込み順）
費１０００円（出店料）
※中止の場合は後日返金します。
申１０月８日正午～２７日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９１００８Ｂへ。
問農業振興課☎７２４・２１６６

介護川柳を募集します
　「介護」をテーマに、介護する方、さ
れる方、介護の仕事をしている方が

励まされ、笑顔になれるような川柳
を募集します。
対市内在住、在勤、在学の方
申川柳（１人３作品まで）・雅号（ペン
ネーム）・作者住所・氏名・電話番号・
職業（学生の場合は学校名と学年）を
明記し、１０月３１日まで（必着）にハ
ガキ、郵送、ＦＡＸまたはＥメールで町
田市介護人材開発センター（〒１９５
－００７４、山崎町２０５５－２　Ｃ－
１１１、返８５１・９５７９遍ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉ
ｄａ-ｋｊｋｃ．ｊｐ）へ。

【注意事項等】
○作品は未発表で、自作のものに限
ります。
○政治・宗教に関する内容、公序良俗
に反する内容、他人を誹謗中傷する
内容、個人情報の記載がある場合は
採用しません。
○応募作品は返却しません。
○採用作品は１１月２０日開催の「町
田市医療・介護・福祉研究大会～アク
ティブ福祉ｉｎ町田＇１９」の会場に掲
示するほか、町田市介護人材開発セ
ンターホームページ等に掲載・公表
する予定です。採用した作品の著作
権は作者に帰属しますが、同センタ
ーが無償かつ自由に使用させていた
だきます。
○採用作品の展示等では、雅号（ペン
ネーム）を公表します。雅号の記載が
ない場合は「匿名希望」として公表し
ます。
○すべての採用作品を掲載できない
場合もあります。
○「アクティブ福祉ｉｎ町田＇１９」に来
場した作者には記念品を差し上げま
す。
※詳細は、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）へお問い合わせ下さい。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６

お知らせお知らせ
都市計画変更素案説明会
　いずれも来場の際は、公共交通機
関をご利用下さい。

【町田都市計画道路３・４・１４号三輪
麻生線】
　三輪緑山から三輪町に至る都市計
画道路の町田都市計画道路３・４・１４号
三輪麻生線を廃止する都市計画変更
素案の説明会を開催します。
日１０月１８日㈮午後７時～８時、１９日
㈯午後２時～３時
場三輪コミュニティセンター２階第
４・５会議室

【町田都市計画道路３・３・７号原町田
川崎線】
　町田市を横断する都市計画道路の
町田都市計画道路３・３・７号原町田川
崎線について、横浜市境（町田市成瀬
地内）で一部を廃止する都市計画変
更素案の説明会を開催します。
日１０月２５日㈮午後７時～８時
場成瀬コミュニティセンター１階多
目的室Ａ・Ｂ

◇
問道路政策課☎７２４・１１２４

不動産公売のお知らせ
公売方法期間入札
入札期間１０月２５日㈮～１１月１日㈮
入札場所町田市納税課
※定められた様式を使用し、郵送に
よる入札に限ります。
開札日時１１月６日㈬午前１０時
開札場所東京都庁会議室第一本庁舎
２３階（新宿区）
※公売財産内容や公売案内について
は、納税課に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。
問納税課☎７２４・２１２２

健康なあなたでいてほしいから　各種健診・検診を受けましょう！ 問保険年金課☎７２４・２１３０

　いくつになっても健康でいきい
きと生活できるよう、各種健診・検
診を実施しています。病気を未然に
防ぐため、積極的に受診しましょう。

　市では各種健診・検診の周知や
受診促進のため、受診に関する情
報を掲載したポスターとリーフレ
ットを作成しています。この度、
学校法人東京町田学園町田・デザ
イン専門学校に協力をいただき、

ポスターとリーフレットを新たに作
成しました。デザインは２４点の応募
作品の中から一般投票を行い、同２
年生・須藤美咲さんの作品が最優秀

賞に選ばれました。
　９月２５日に行われた表彰式で、須
藤さんは「病気へのマイナスイメージ
ではなく、明るい雰囲気のデザインを
意識しました。少しでも健康について
考えたり、受診につながれば」とデザ
インへの思いを語られました。

【市内バスや医療機関に掲示してい
ます】
　ポスターは、神奈川中央交通（株）
・小田急バス（株）の協力で、市内を
走るバス車内に掲示しています。ま
た、町田市医師会・町田市歯科医師会

・町田市薬剤師会の協力で、市内
の医療機関・薬局でポスターを掲
示し、リーフレットを配布してい
ます。その他、各高齢者支援センタ
ーや、各市民センター、各駅前連絡
所でも配布しています。

各種健診・検診一覧
健診・検診名 対　象 健診・検診内容 問い合わせ

メタボリックシンドロームのリス
クを判定
成人健康診査

①４０歳以上の町田市国民健康保険加入者
②４０歳以上の生活保護受給者
③４０歳以上の中国残留邦人等支援給付受給者
④後期高齢者医療制度加入者
⑤町田市に住民票がある１８～３９歳で勤務先や学校等で健
診・検診の受診機会がない方
※①～④の方は受診券が必要です。

問診、身体計測、身体診察、血圧測定、尿検
査、血液検査等

①・④＝保険年金課☎７２４・２１３０
②・③・⑤＝健康推進課☎７２５・５１７８

早期発見・早期治療が大切
がん検診等

町田市に住民票があり、勤務先や学校等でがん検診等の受
診機会がない方
※各検診によって、対象の年齢や性別、条件が異なります。

肝炎ウイルス検診、胃がんリスク検診、大腸
がん検診、乳がん検診、子宮頸

けい

がん検診、前
立腺がん検診

健康推進課☎７２５・５１７８

「歯周病」の予防が大切
①歯科口腔健康診査
②高齢者歯科口腔機能健診

①町田市に住民票がある１８～７０歳の方
②町田市に住民票がある７１歳以上の方

むし歯、歯周疾患、かみ合わせ、歯の清掃等
の状況検査と予防指導／②のみ、かむ機能
・飲み込む機能の健診

保健予防課☎７２５・５４３７

市内約１５０か所の医療機関、約１２０か所の歯科医院等で上記の健診・検診を実施しています。各種健診・検診の詳細は、町田市ホームページをご覧下さい。

学生デザインの健診ポスター
とリーフレットが完成！

ポ
ス
タ
ー
デ
ザ
イ
ン左から、石阪市長、須藤さん
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お知らせお知らせ
町田市戦没者追悼式
　市では、明治以降各戦役の戦没者、
戦争犠牲者のご冥福を祈るとともに、
恒久平和を祈念する式典として、戦没
者追悼式を実施します（平服可）。
※天候等により中止及び内容を変更
する場合は、前日に町田市ホームペ
ージでお知らせします。
日１０月２４日㈭午前１０時３０分～１１
時３０分（開場は午前９時３０分）
場町田市民ホール
※車での来場はご遠慮下さい。
問福祉総務課☎７２４・２５３７
ご意見を募集します
第四次町田市子ども読書
活 動 推 進 計 画（ 案 ）
　市では、子どもの読書活動の推進
に関する法律に基づき、２００５年に
「町田市子ども読書活動推進計画」を
策定し、「自ら進んで本を読む子を育
てる」という理念のもと、子どもたち
が本と出会えるきっかけ作りや環境
作りに取り組んできました。
　これまでの取り組みの成果と課題
を踏まえた「第四次町田市子ども読書
活動推進計画（案）」の策定にあたり、市
民の皆さんからご意見を募集します。
資料の閲覧及び配布各市立図書館、
町田市民文学館、生涯学習総務課（市
庁舎１０階）、自由民権資料館、生涯学
習センター、町田・鶴川・南町田の各
駅前連絡所、各市民センター、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、各子どもセ
ンター・子どもクラブ、子ども創造キ
ャンパスひなた村（町田市立図書館

ホームページでダウンロードも可）
※各窓口で開所日時が異なります。
提出方法１０月３１日まで（消印有効）
に、直接、郵送、ＦＡＸまたはＥメールで
中央図書館（〒１９４－００１３、原町田３
－２－９、返７２９・６１６０遍ｍｃｉｔｙ４１８０
＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
【注意事項】
○電話、窓口での口頭によるご意見
は、お受けできません。
○ご意見に対する個別回答は行いま
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、１２月ご
ろに町田市立図書館ホームページ、
各資料配布場所で公表します。
問中央図書館☎７２８・８２２０
２０２０年度　町田市私立幼稚園等
園 児 募 集
　詳細は各私立幼稚園等にお問い合
わせ下さい。子ども・子育て支援新制
度移行園の詳細は、まちだ子育てサ
イトをご覧下さい。
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８
町田ファミリー・サポート・センター
事務局が移転しました
　受託事業者の変更に伴い、同セン
ターの事務局が移転しました。事業
内容は変わりませんが、お問い合わ
せの際はご注意下さい。
新事業者（社福）町田市社会福祉協議
会
新事務所せりがや会館１階（原町田４
－２４－６）
電話番号☎７０３・３９９０
問子育て推進課☎７２４・４４６８

暮らしの手続き出張無料相談会
　遺言書の作成や相続手続き、成年
後見制度や高齢者の財産管理、仕事
に関する許認可申請、外国人のビザ
関係、年金、社会保険等について行政
書士及び社会保険労務士が秘密厳守
で相談に応じます。
※相談時間は１人３０分以内です。
対市内在住、在勤の方
日１０月１６日㈬午前１０時～午後４時
（受け付け＝午前９時３０分～午後３
時３０分）
場南市民センター２階第２会議室
問広聴課☎７２４・２１０２
町田市自然休暇村
せ せ ら ぎ の 里

【２０２０年４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１０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）。
※４月７日、８日、２２日、２３日は利用
できません。
【年末年始の利用抽選受付開始】
　年末年始は２泊３日での申し込み
となります（抽選、利用は本館のみ）。
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
利用日１番（１２月２９日～３１日）、２番

（１２月３１日～２０２０年１月２日）、３番
（２０２０年１月２日～４日）
申「町田市自然休暇村年末年始利用
抽選申し込み」と書き、希望利用日の
番号（第２希望まで）・代表者の住所
（市内在勤で市外在住の方はその旨
を明記）・氏名・電話番号（自宅・携帯を
お持ちの方は携帯番号）・利用予定人
数詳細（大人〔中学生以上〕・小学生・幼
児〔寝具の有無〕）を明記し、１０月３１日
まで（必着）にハガキ、ＦＡＸまたはＥメ
ールで町田市自然休暇村（〒３８４－
１４０３、長野県南佐久郡川上村秋山５３
－１５、返０２６７・９９・２２４０遍ｉｎｆｏ＠ｍａ
ｃｈｉｄａｋｙｕｋａｍｕｒａ．ｊｐ）へ（自然休暇村
ホームページで申し込みも可）。
※１グループ１枚、重複申し込みは無
効です。
※１泊、３泊を希望する方は抽選後の
申し込みとなります。
問自然休暇村☎０２６７・９９・２９１２
大地沢青少年センター～２０２０年４
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１０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。
※４月１４日、２１日、２８日、３０日は利
用できません。

町田市認可保育園・認定こども園（１～２歳児）・小規模保育園・家庭的保育者（保育ママ）

２０２０年度の園児募集
問保育・幼稚園課☎7２４・２１３7

はやしクリニック病児保育室が病後児保育の
受け入れも始めます！

問子育て推進課☎7２４・４４６８

幼児教育・保育の無償化が始まりました
問保育・幼稚園課☎7２４・２１３８

　詳細は町田市ホームページをご覧下さい。
問日本赤十字社パートナーシップ推進部☎０３・３４３７・７０８１、町田市福
祉総務課☎７２４・２５３７

　病児保育は病気にかかっているお
子さんを、病後児保育は病気の回復
期のお子さんを、環境の整った専用
の施設でお預かりし、一人ひとりの症
状に合わせた保育を行うものです。
　はやしクリニック病児保育室では、
これまでの病児保育に加え、病後児
保育も実施します。病児保育から病
後児保育へと継続的な利用ができる
ようになりましたのでご利用下さい。
※利用には事前の登録が必要です。

対町田市・八王子市在住の生後４か
月～小学２年生のお子さんがいる保
護者（市内の認可保育所に在籍して
いる場合は、町田市・八王子市在住で
なくても可）
場はやしクリニック病児保育室　
（忠生２－２９－２０、☎７９３・３７２２）
定病児保育＝４人、病後児保育＝２人
／１日につき
費利用時２０００円（登録料は無料）

　子育て世帯の経済的負担の軽減
を図るために、幼稚園・保育園・認
定こども園やその他の就学前の教
育・保育・療育等の事業において、
利用料の無償化が始まりました。
【無償化とは】
　無償化の対象範囲や上限額は、
児童の年齢や通っている施設、保
育の必要性の有無等により異なり

ます。施設により、給食費・体操服
代等の費用を除いた基本的な利用
料のみが０円になる場合や、軽減さ
れる金額の上限が設定されている
場合などがあり、すべての費用が
無料になるわけではありません。
　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、下表へ
お問い合わせ下さい。

　２０２０年４月入園の申し込みは
下表の日程・会場のみで受け付け
ます。
　２０１９年度に認可保育園等申し
込み中の方で（転園申請含む）、引
き続き２０２０年度も入園（転園）を
希望する方は改めて申し込みが必
要です。
対保護者が就労、疾病、出産、看（介）
護、就学などの状況にあるため、保
育を必要とする家庭の乳幼児
※入園のしおり・申込書の配布は　
１０月１５日㈫から、市内各認可保育
園、各認定こども園、各小規模保育
園、各家庭的保育者（保育ママ）、各
子どもセンター、保育・幼稚園課（市
庁舎２階）で配布します（まちだ子
育てサイトでダウンロードも可）。
※郵送での申し込みを希望の方

は、１０月１５日㈫から保育・幼稚園
課窓口で説明を受けて下さい。
※認定こども園（３～５歳児）を第１
希望で申し込む方は、１１月１日㈮
から各園で受け付けます。詳細は、
入園のしおりをご確認下さい。
※保育を必要とする保護者の状況
が確認できる書類がそろっていな
い場合は、受け付けできません。

　事前に入園相談が必要です。相
談予約は、１０月３１日までに電話
で保育・幼稚園課へ。詳細はまちだ
子育てサイト（右記QR
コード）を必ずご確認
のうえ、ご連絡下さい。

申込受付日程表
会　場 日　程 受付時間

市庁舎１階多目的スペース １１月１９日㈫～２１日㈭

午前９時～１１時、
午後１時～３時３０分

鶴川市民センター １１月２２日㈮、１２月２日㈪
市庁舎２階２０４窓口（保育・
幼稚園課） １１月２４日㈰、１２月７日㈯
忠生市民センター １１月２５日㈪、１２月３日㈫
小山市民センター １１月２６日㈫
堺市民センター １１月２７日㈬
南市民センター １１月２８日㈭
なるせ駅前市民センター １１月２９日㈮
市庁舎２階会議室２－１ １２月４日㈬～６日㈮
※各会場の詳細は入園のしおりの折り込みをご確認下さい。

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
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
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

医療的ケアを必要とする児童の
公立保育所への入所申込
を受け付けています

日本赤十字社　「令和元年台風第１５号千葉県災害義援金」受付中
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催し・講座催し・講座
障がい者就職面接会
　参加企業３２社（予定）の人事担当
者と面接ができます。
※当日は、応募書類（履歴書・職務経
歴書）を複数枚お持ち下さい。また、
応募書類に障がいの種類・等級をご
記入下さい。
日１０月２５日㈮午後１時～４時
場市立総合体育館
申ハローワーク町田・八王子・府中・
相模原に求職登録している方は直接
登録先のハローワークへ。その他の
ハローワークで求職登録している方
は直接ハローワーク町田へ。
※当日会場で参加申込もできます
が、混雑が想定されますので、事前の
申し込みをお願いします。
問ハローワーク町田専門援助部門☎
７３２・７３１６返７３２・８７２４、町田市障がい

福祉課☎７２４・２１４７返０５０・３１０１・１６５３
歌って　踊って　楽しく　健康長寿
をめざそう
音 楽 体 操 教 室
　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１１月１１日、１８日、２５日、いずれも
月曜日午前１０時４５分～１１時４５分、
全３回
場ふれあいくぬぎ館
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）
※結果は１０月２３日ごろに発送します。
申１０月３日正午～９日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９１００３Ｈ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
ですのでお持ち下さい。

※会場については、ふれあいくぬぎ
館（☎７９３・６３３１、日曜日、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
教職員向け
ゲートキーパー養成講座
　ゲートキーパーとは特別な資格で
なく、身近な人の悩みに気づき支え
る人のことです。
　私立・公立を問わず、小・中学校、高
等学校、専門学校、大学等の教職員、
スクールカウンセラー等の皆さんを
対象に「若者は何故死にたいに追い
込まれるのか」をメインテーマとした
講義とグループワークを行います。
日１２月５日㈭午後６時～８時４０分
場市庁舎
講精神保健福祉士・伊藤次郎氏
定５０人（申し込み順）
申１０月４日正午～１２月１日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９１００４Ｃへ。
問健康推進課☎７２４・４２３６
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１１月８日㈮、１４日㈭、２７日㈬、い
ずれも午前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１０月２３日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申１０月３日正午～９日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９１００３Ｇ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
消費生活センター
くらしに役立つテスト教室

【気になる糖分～糖度テストで甘さ
を確認】
対市内在住、在勤、在学の方
日１０月３１日㈭午後１時３０分～３時３０分
場町田市民フォーラム
内身近な食品の糖度テストを行う、
食品表示における炭水化物の表記や
各項目の読み取り方・栄養成分表示
を学ぶ
講東京家政学院大学現代生活学部食
物学科准教授・山﨑薫氏
定１６人（申し込み順）
費１００円（検体費）
申１０月２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１９１００２Ｈへ。保育希
望者（１歳以上の未就学児、申し込み
順に６人）は併せて申し込みを。
問同センター☎７２５・８８０５

町田市課別・事業別行政評価シート

６年連続６回目！パブリック・ディスクロージャー 
表彰２０１８でグッド・プラクティス賞を受賞

問財政課☎７２４・２１４９

下水道使用料の消費税率が変わります
問�下水道使用料請求・手続きについて＝東京都水道局多摩お客さまセン
ター☎０５７０・０９１・１０１（ナビダイヤル）、☎０４２・５４８・５１１０、上記以
外の問い合わせ＝町田市下水道総務課☎７２４・４２９５

２０１８年度決算　国民健康保険の財政状況をお知らせします
問保険年金課☎７２４・４０２７

　早稲田大学パブリックサービス
研究所主催の「パブリック・ディス
クロージャー表彰２０１８」の表彰
式が８月に開催され、「町田市課別
・事業別行政評価シート」がマネ
ジメント・レポート部門のグッド
・プラクティス賞を受賞しました。
この受賞は６年連続６回目です。
　この表彰は、地方自治体における
財政情報を積極的かつ適切に開示
しようと取り組んでいる団体を表
彰するものです。町田市は、公会計
情報を市政運営に活用しようとす

る姿勢と開示までのスピードが高
く評価され、同賞を受賞しました。
　さらに、「課別・事業別行政評価
シートダイジェスト」が、事業の成
果を分かりやすく示していること
が評価され、ポピュラー・レポート
部門のサーティフィケイト・オブ
・グッド・メディア賞を昨年度に
引き続き受賞しました。
　今後も公会計情報の積極的な開
示と、事業マネジメントへの活用
に取り組みます。

　消費税率改定に伴い、１２月分の
下水道使用料から１０％の消費税
率が適用されます。
　検針日が奇数月の方は２０２０年
１月検針分（１２月・１月使用分）か
ら、偶数月の方は１２月検針分（１１
月・１２月使用分）のうち、後半１か

月分から、１０％の消費税率が適用
されます。
　新税率による下水道使用料早見
表は、町田市ホームページをご覧
下さい（下水道総務課〔市庁舎８
階〕でも配布）。

【２０１８年度は２３億円の赤字】
　国民健康保険事業会計は、保険給
付費や納付金などの歳出を、保険税
や交付金などの歳入で賄い運営する
独立採算が原則です。しかし、毎年度
歳入不足が生じ、一般会計からの繰
入に依存する厳しい財政状況が続い
ています。
　２０１８年度は、かかった費用のうち
保険税等で賄う収入が２３億円不足
し、この赤字を一般会計から補

ほ

填
てん

し
ました。赤字が生じる原因には、被保
険者の高齢化や生活習慣病の増加な
どにより、１人あたりの医療費が増加
傾向にあることが挙げられます。
【財政健全化に向けた取り組み】
　国民健康保険の財政健全化に向

け、赤字額の計画的・段階的な削減に
取り組んでいます。「第４期町田市国
民健康保険事業財政改革計画」に基
づく保険税率の見直しを毎年度行う
とともに、保険給付の適正化、医療費
の適正化、保険税の徴収の適正な実
施の取り組みを推進していきます。

下水道使用料一例
使用水量 税抜き額（変更なし） 消費税額（８％→１０％） 合計額（８％→１０％）
～１６㎥

（基本料金） １１２０円 ８９円→１１２円 １２０９円→１２３２円

２０㎥ １５６０円 １２４円→１５６円 １６８４円→１７１６円
３０㎥ ２６６０円 ２１２円→２６６円 ２８７２円→２９２６円
４０㎥ ３７６０円 ３００円→３７６円 ４０６０円→４１３６円
５０㎥ ５１６０円 ４１２円→５１６円 ５５７２円→５６７６円

※表示は２か月の料金です。
※料金は目安として掲載しています。各家庭の使用水量は、検針票をご確認下さい。

事務費・事業費等 32億円

保険給付費
275億円

国民健康保険
事業費納付金
129億円

都の交付金等
332億円

赤字に対する繰入 23億円
保険税収入
90億円

2018年度国民健康保険事業会計の決算状況

歳入　445億円 歳出　436億円

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
町田市安全安心まちづくり推進計画の改定（素案）

問市民生活安全課☎７２４・４００3
　市では、２０１３年１２月に「町田市安
全安心まちづくり推進計画」を策定
し、安全や安心に関する事業を実施
してきました。２０１６年１２月の改定
から３年が経過し、現在の治安情勢
や社会環境に適合したものとするた
め、本計画を再度改定します。
【概要】
○計画期間　２０２０年１月～２０２２年
３月
○法令根拠　町田市生活安全条例
○構成　本計画の概要／これまでの
取組／現状／課題／推進計画／推進
体制
○募集期間　１０月３１日㈭まで
○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・時間が異なる）。
　市民生活安全課（市庁舎３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）、木曽山崎連絡所、各駅前
連絡所、各市民センター、生涯学習セ
ンター、各市立図書館、町田市民文学

館
○意見等の提出方法　郵送、FAX、E
メール、または市民生活安全課ほか、
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　市民生活安全課（〒１９４-
８５２０、森野２-２-２２、市庁舎３階、☎
７２４・４００３返０５０・３１６０・８０３９遍
mcity４２１０@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。
○電話、窓口での口頭によるご意見
は、お受けできません。
○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、２０２０年
１月ごろに町田市ホームページ及び
左記資料配布場所で公表します。
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催し・講座催し・講座
町田薬師池公園四季彩の杜を巡る

ウォーキングイベント
　市では、周辺自治体と連携した観
光施策を進めています。その一環と
して、１２年に１度の特別拝観期間の
薬師堂をメインに、野津田から鎌倉
古道を抜けて薬師池周辺を歩くイベ
ントを開催します（お土産も有り）。
日１１月５日㈫午前９時～午後０時３０
分ごろ、集合は野津田車庫バス停（小
雨実施）
※薬師池公園集合ではありませんの
でご注意下さい。
定１０人（市内在住、在勤、在学の方を
優先のうえ抽選、結果は１０月２１日
までに通知）
費５００円（保険料、お土産代）
申「町田ウォーク」と書き、住所・氏名

（ふりがな）・携帯電話番号・性別・年
齢・同行者の氏名・年齢を明記し、１０
月１５日まで（必着）に、ハガキ、ＦＡＸ
またはＥメールでＪＴＢ東京多摩支店
ウォーキングイベント係（〒１９０－
００２３、立川市柴崎町２－１２－２４、Ｍ
Ｋ立川南ビル３階、返０４２・５２１・
５５５８遍ｍｉｎａｍｉｔａｍａ＠ｊｔｂ．ｃｏｍ）
へ。
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８

事業承継シンポジウム
「 魂 の 承 継 」
　会社が築き上げてきた有形・無形
の資産を次世代に承継するため、経
営者は今何をするべきか、後継者や
従業員は会社の将来をどのように考

えていくべきかをテーマに開催しま
す。
対将来的に事業承継を考えている経
営者・後継者・従業員の方等
日１０月１５日㈫午後２時～４時
場町田市文化交流センター
内①基調講演「私が体験した事業承
継」②パネルディスカッション「私が
考える“魂の承継”」
講①北星鉛筆（株）取締役会長・杉谷
和俊氏
コーディネーター②町田商工会議所
産業政策委員長・澤井宏行氏
パネリスト②北星鉛筆（株）取締役会
長・杉谷和俊氏、（株）カイセ工業代表
取締役・貝瀬緑氏、（株）三井製作所代
表取締役・三井康弘氏
定８０人（申し込み順）
申チラシ表面下の申込書（町田市ホ
ームページ、多摩ビジネスサポート
センターホームページでダウンロー
ド）に必要事項を記入し、ＦＡＸで多
摩ビジネスサポートセンター（返
７３２・３９２４）へ。
問産業政策課☎７２４・３２９６
女性起業家になる！あなただけにで
きること

まちだ女性創業スクール２０１９
　町田新産業創造センターでは、女
性ならではの視点を生かした創業ス
クールを開講します。受講者同士の
ネットワークを構築でき、町田創業
プロジェクトによる各種特典も受け
られます。
対起業・創業を考えている女性、起業
・創業して間もない女性
日①１０月１９日②１０月２６日③１１月
２日④１１月９日⑤１１月１６日、いずれ

も土曜日①～④午前１０時～午後５時
⑤午前９時～正午、全５回
場同センター
内マーケティング・会計・資金調達・
法律などの講義、ワークを通じた自
分らしいビジネスプランの作成
定３０人（申し込み順）
費１万１０００円
申同センターホームペ
ージ（右記QRコード）
で申し込み。
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎７２４・２１２９

健 康 教 育 講 座
【むし歯の基礎知識と口の機能の維
持方法】
日１１月１４日㈭午後２時３０分～４時
場町田市民フォーラム
講町田市歯科医師会・舩木純三歯科
医師
定１８０人（申し込み順）
申１０月４日正午～１１月１０日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１９１００４Ｊへ。　　
問保健総務課☎７２２・６７２８　
町田新産業創造センター

創 業・ 起 業 に 関 す る 
相 談 会・ セ ミ ナ ー

【町田創業～ファーストステップ相
談会】
日１０月６日㈰、１０月１４日㈷、午後１
時～５時（１人１時間）
申参加希望日の３日前までに同セン
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①１０月１０日㈭午後２時～３時３０
分②１０月１０日㈭午後３時４５分～５
時１５分③１０月２４日㈭午後２時～３
時３０分④１０月２４日㈭午後３時４５分
～５時１５分
内①応用・経営～知っておきたい、知

的財産のトラブル②応用・財務～資
金繰り（キャッシュフロー）について
の考え方③応用・人材育成～実例か
ら学ぶ従業員とのトラブルを避ける
方法④応用・販路開拓～ＳＥＯの基礎　
自社Ｗｅｂサイトの活用による販路
開拓
講①弁理士・松永薫氏②（株）ウィル
パートナーズ・辺見香織氏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

ア レ ル ギ ー 教 室
【専門医が教える！食物アレルギー
とアトピー性皮膚炎の最新情報と正
しい対処法】
対市内在住の、食物アレルギーやア
トピー性皮膚炎の心配がある乳幼児
の保護者
日１０月２９日㈫午後２時～４時
場健康福祉会館
内食物アレルギーとアトピー性皮膚
炎に関する基礎講話、アトピー性皮
膚炎のスキンケアの実演
講（独）国立病院機構相模原病院小児
科・永倉顕一医師
定５０人（申し込み順）
申１０月３日正午～２０日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９１００３Ｅへ。保育希
望者（１歳６か月児～３歳児、申し込み
順に１５人）は併せて申し込みを。
問保健予防課☎７２２・７９９６

オリジナルナンバー追加分
種　別

※(　)内はプレートの色 文　字 追加ナンバー

総排気量５０ｃｃ以下（白） ま 646０～7248
総排気量９０ｃｃ以下（黄） ま 1５7９～163０
総排気量12５ｃｃ以下（桃） ま 3843～4311
※末尾が「０4・０９・42・44・4９」の交付はありません。

同センター
ホームページ

交付しています

原動機付自転車のオリジナルナンバープレート
問市民税課☎7２４・２１１３

事業者向け

消費税軽減税率制度説明会
問産業政策課☎7２４・３２９６

　原動機付自転車（総排気量５０ｃｃ
以下・９０ｃｃ以下・１２５ｃｃ以下）に
町田市オリジナルデザインのナン
バープレートを市民税課（市庁舎
２階）で交付しています。
　今回、下表のとおり番号を追加
します。通常のナンバープレート
との選択制ですが、オリジナルナ
ンバープレートは、先着順で在庫
の中から希望の番号を選ぶことが
できます。また、現在お持ちの通常
のナンバープレートとの交換も可
能です。
　新規登録時、通常のナンバープ
レートとの交換時、いずれの場合
も無料で交付しています。なお、現
在お持ちのオリジナルナンバープ
レートを、新しいオリジナルナン
バープレートに変更することはで

きません。
※通常のナンバープレートは、忠
生・鶴川の各市民センターでも交
付していますが、オリジナルナン
バープレートは、市民税課のみで
の交付です。
※今回追加するオリジナルナンバ
ープレートの交付は、新規登録・交
換ともに、１０月１０日㈭からです

（先着順）。
※詳細はお問い合わせ下さい。
市HP  オリジナルナンバー   　 検索

　消費税率が１０％に引き上げと
なり、消費税の軽減税率制度も実
施されました。消費税の軽減税率
制度は、軽減対象となる品目を取
り扱っている事業者だけでなく、
会議費や交際費として飲食料品等
を購入する事業者や、消費税の免
税事業者も、取扱商品の適用税率
の確認や適用税率ごとの区分経理
などの対応が必要です。
　まだ対応がお済みでない事業者

は、消費税軽減税率制度説明会に
ぜひご参加下さい。
対町田・相模原市の事業者
日１０月２３日㈬、１１月１５日㈮、１２
月１６日㈪、午前１０時～１１時、午後
２時～３時
場町田税務署
定各５０人（申し込み順）
申電話で町田税務署（☎７２８・
７２１１〔内線２１４〕）へ。

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

町田市都市計画審議会 1０月7日 ㈪ 午
後3時から

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

町田市長期計画審議会 1０月11日㈮午
後1時～3時

市 庁 舎2階
会議室2－2

1０人
（先着順）

直接会場へ問企画政策
課☎724・21０3

町田市情報公開・個人情
報保護運営審議会

1０月21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）

1０月23日㈬午
後3時3０分～５
時3０分

市 庁 舎2階
会議室2－3

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

町田市母子保健連絡協議
会

1０月31日㈭午
後7時～8時3０
分

市 庁 舎2階
会議室2－５

3人
（申し込み順）

事前に電話で保健予防
課（☎72５・５422）へ

町田市指定管理者管理運
営状況評価委員会（対象
施設＝南第一さくら学童
保育クラブ、町田市民ホ
ール、忠生市民住宅）

11月11日㈪午
後1時4０分 か
ら

市 庁 舎５階
会議室５－3

4人
（申し込み順）

事前に電話で総務課
（☎724・21０8）へ

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

総排気量５０ｃｃ以下用
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肝 臓 病 講 演 会
【肝臓が悪いと言われたら】
日１０月２０日㈰午後１時３０分～４時
場健康福祉会館４階講習室
内脂肪肝・肝硬変・肝がんの予防と最
新治療についてのスライドによる講
演、アンケートへの回答
講千葉大学医学部附属病院消化器内
科教授・加藤直也氏
定２００人（先着順）
※同日午前１０時～１１時４５分に「Ｂ
型Ｃ型肝炎何でも話そう！」をテーマ
とした交流会もあります。
問町田肝臓友の会☎７２９・４３００（受
付時間＝月・水・金曜日、午前１１時～
午後２時）、町田市健康推進課☎７２５
・５１７８

なるほど納得！糖尿病
【食べて、動いて、健康ライフ】
　糖尿病予防に重要な食生活や運動
について、日常生活の中で実践する
コツや継続しやすい工夫などを楽し
く分かりやすく解説します。
日１１月１４日㈭午後１時～３時４５分
場健康福祉会館
講医療法人社団心施会府中腎クリニ
ック・南大沢パオレ腎クリニック管
理栄養士　福島由香里氏、東京医科
大学八王子医療センター糖尿病・内
分泌・代謝内科理学療法士　天川淑

宏氏
定１００人（申し込み順）
申１０月８日正午～１１月６日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９１００８Ａへ。
問健康推進課☎７２５・５１７８
幼児の保護者向け講座
公 開 講 座

【いまどきの子育てで大切なこと～
幸せ子育てのコツ】
対市内在住の子育て中の方
日１１月１５日㈮午前１０時～正午
場生涯学習センター
講玉川大学教授・大豆生田啓友氏
定２０人（抽選）
申１０月１日午前９時～２０日午後５時
に電話で同センター（☎７２８・
００７１）へ。
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）。
【ハンドベルでクリスマスソングを
奏でよう】
　イングリッシュハンドベルを使っ
て、ハンドベルの持ち方やクリスマ
スソングの演奏を行います。

対中学生以上の方
日１１月２２日㈮午後２時～４時、２３日
㈷午前１０時～午後４時、全２回
場町田市生涯学習センター
講全日本合唱教育研究会顧問・千葉
佑氏
定１５人（抽選）
費５０００円
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、１０月２４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。
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～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ
公 開 講 座

【くらしに活きる法律～オウム事件
と死刑制度】
　オウム現役信者のドキュメンタリ
ー映画を撮影した森監督と一緒に、
罪や罰とは何かを考えます。
※連続講座「くらしに活きる法律」の
受講者は申し込み不要です。
日１１月５日㈫午後６時～８時
場生涯学習センター
講映画監督・森達也氏
定１０８人（抽選）
申１次受付＝１０月１日正午～午後７
時にイベシス（インターネット）コー
ド１９１００２Ｊへ／２次受付＝１０月２
日正午～２８日にイベントダイヤル

（☎７２４・５６５６）またはイベシスへ。
問同センター☎７２８・００７１
生涯学習センター
障がい者ボランティア講座

【障がいのある人の生涯学習を考え
る～ともに学ぶ場づくりを目指し
て】
　障がい者青年学級の実践を踏まえ
ながら、障がいのある人の生涯学習
が目指すものを考えます。
日１１月３日㈷、１０日㈰、午後１時３０
分～５時３０分
場同センター
内講座、ワークショップ
講町田市地域活動サポートオフィス
事業統括ディレクター・長浜洋二氏　
他
定５０人（申し込み順）
申１０月１日午前９時から電話で同セ
ンター（☎７２８・００７１）へ。
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
白洲正子のライフスタイル
　１０月１９日から町田市民文学館で
「白洲正子のライフスタイル～暮ら
しの遊

すさ

び展」が開催されます。展覧会
より一足先に、鶴川で戦中・戦後を過
ごした白洲正子の生き方や暮らしに
ついて、町田市民文学館の学芸員が
お話しします。
日１０月１６日㈬午前１０時～１１時
場和光大学ポプリホール鶴川３階多
目的室
問生涯学習センター☎７２８・００７１

エフエムさがみ 83.9MHz　「東京町田インフォメーション」で町田の情報を放送中

１０月１１日～２０日

全国地域安全運動を実施します
問市民生活安全課☎７２４・４００３

１０月は乳がん予防月間です
問健康推進課☎７２５・５１７８

１０月は高年齢者雇用支援月間

町田市シルバー人材センターをご存じですか
問町田市シルバー人材センター☎７２３・２１４７、町田市高齢者福祉課☎７２４　
　・２１４１

　全国地域安全運動は、防犯協会
を始めとする民間防犯協力組織、
自治体、関係機関団体、地域住民及
び警察が連携して、地域安全活動
を強力に推進することで、安心し
て暮らせる安全な地域社会の実現
のための運動です。
　市では、期間中、町田警察署・南
大沢警察署や関係機関と連携し、
各種防犯イベントを実施します。
　この機会に、地域の見守り活動
への参加や、ご自宅の防犯設備の
見直しなど、安全・安心なまちづく

りにご協力下さい。
【防犯イベントを開催します】
　いずれも式典や防犯講習会（特
殊詐欺防止の寸劇等）を行います。
○町田地域安全のつどい（町田警
察署）
日１０月９日㈬午後２時から
場町田市民ホール
○八王子・町田市民防犯のつどい
（南大沢警察署）
日１０月１２日㈯午後２時から
場南大沢文化会館（八王子市南大
沢２－２７）

【乳がんの早期発見には、２年に１
度の乳がん検診が有効です】
　乳がんは、女性に一番多いがん
で、４０～５０歳代に最初の発症の
ピークがきます。日本人女性の１１
人に１人が乳がんにかかると言わ
れていますが、早期に発見・適切な
治療を受けた場合は９０％以上が
治癒すると言われています。
　通常、乳がん検診には健康保険
は適用されず、費用は全額自費（約
１万１０００円）ですが、町田市では
少ない自己負担額で検診を受ける
ことができます。
対町田市に住民登録があり、職場
等で検診の機会がない４０歳以上
の偶数年齢（２０２０年３月３１日時
点）の女性
検診内容問診、マンモグラフィ
費２０００円
申事前に電話で乳がん検診実施医
療機関（下表参照）へ。

【乳がん予防イベントを開催しま
す】
　ＦＣ町田ゼルビアのホームゲー
ム（対鹿児島ユナイテッドＦＣ戦）
で、乳がんに関するクイズや展示、
乳がん視触診モデル体験等ができ
るイベントを開催します。参加者
にはオリジナルポーチを差し上げ
ます（先着３００人）。
日１０月１３日㈰正午～午後３時
場市立陸上競技場
【金森図書館・忠生図書館で特集コ
ーナーを設置します】
　乳がんや、その他のがん関連図
書を紹介します。
場金森図書館（１０月３１日まで）、
忠生図書館（１１月１３日まで）
【市庁舎を乳がん啓発活動のシン
ボルカラーであるピンク色にライ
トアップします】
日１０月の毎週水曜日、午後６時３０
分～９時

　年齢に関わらず活躍できる社会の
実現に向けて、高齢者の雇用と就労
の重要性が高まっています。市では、
高齢者がいきいきと働ける場として
町田市シルバー人材センターの事業
を支援しています。

“心いきいき、生涯現役” 
町田市シルバー人材センター
　同センターは、各家庭や企業・団体
からの依頼を受けて仕事を行ってい
ます。働くことを通して、健康で生き
がいのある生活の実現を目指してい
ます。また、仕事以外にもボランティ
ア活動を行うなど、地域の皆さんに
親しまれています。
　企業や家庭のさまざまな仕事を受
け付けていますので、お気軽にご相
談下さい。

仕事内容網戸などの張り替え、刃物
研ぎ、エアコンなどの洗浄、家事援助
サービス、植木の手入れ、簡単な大工
仕事、パソコンサポート、家庭教師、
事務処理の仕事、施設管理の仕事、リ
サイクルショップの運営等
※詳細は、同センターへお問い合わ
せ下さい。
【入会に興味がある方は～毎月説明
会を実施しています】
　知識や経験を生かして、一緒に働
いてみませんか。
対市内在住の６０歳以上で、健康で働
く意欲のある方
日１０月２日㈬、１１月５日㈫、午前９時
３０分から
場町田市シルバー人材センター（森
野１－１－１５、わくわくプラザ町田２
階）

乳がん検診実施医療機関一覧
実施医療機関名 所在地 連絡先

南町田病院　  鶴間4－4－1 ☎799・6161
ミーナ町田ジェイクリニック 原町田4－1－17 ☎732・5120
あけぼの病院 中町1－23－3 ☎728・1131
鶴川記念病院 　 三輪町1059－1 ☎044・987・1311
多摩丘陵病院 下小山田町1491 ☎797・1511
ふれあい町田ホスピタル 小山ヶ丘1－3－8 ☎798・1121
JA健康管理センターさがみはら 相模原市緑区橋本6－1－14 ☎772・3296
ヘルス・サイエンス・センター 相模原市南区相模大野3－3－2 ☎740・6200
長津田厚生総合病院 横浜市緑区長津田4－23－1 ☎045・981・1205
新百合ヶ丘総合病院 川崎市麻生区古沢都古255 錆0120・700・098
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催し・講座催し・講座
生涯学習センターまつり

【キラリ！！　輝く　つながる　仲間
の輪】
　熱いステージや工夫を凝らした展
示、さまざまな体験ができるワーク
ショップなどがあります。来場者も
参加できるプログラムが充実してい
ます。お子さんも楽しめます。
日１０月２５日㈮～２７日㈰、午前１０時
～午後５時（２５日は午後１時から）
場生涯学習センター６・７階
内オープニングイベント（２５日午後
１時から）、発表（バンド演奏・ダンス
・和太鼓・ウクレレ・合唱・マジック
ショー・研究発表等）、展示（町田の歴
史・陶芸・折り紙・絵画・写真・手芸等、
模擬店〔２７日のみ〕）、ワークショッ
プ（ホットリボンアート・押し花体験
・ロコモ度体力測定）、フィナーレ（ア
ンサンブルエオリアによる合唱等
〔２７日午後４時３０分から〕）
※一部の催しで材料費が必要です。
問生涯学習センター☎７２８・００７１

男女平等推進センター
登録団体企画講演会

【「＃ＭｅＴｏｏ」防ごう！子ども・女性
への暴力を〜虐待・ＤＶ・性暴力防止
を総合的にとりくむために】
日１１月１０日㈰午後１時３０分～４時
場町田市民フォーラム
講千葉大学大学院専門法務研究科長
・後藤弘子氏
定４８人（申し込み順）
申１次受付＝１０月１日正午～２日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード１９１００３Ｂへ／２次受付＝１０
月３日正午～１１月３日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスへ。保育希望者（１歳６か月以上
の未就学児、申し込み順に８人）は、
１０月２７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
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１０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＝「松田幸
雄」／おはなし＝「カンチルと巨人」
（インドネシアの昔話）、「三人兄弟」
（日本の昔話）、「湯の花」（安房直子
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、１０月１日午前
９時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。

親 子 で 稲 刈 り 体 験
　緑豊かな小野路町奈良ばい谷戸
で、稲刈りを体験してみませんか。
対小学３年生以上のお子さんとその
家族（保護者の同伴必須）
※田んぼに入りますので汚れても良
い服装でおいでいただき、着替えを
ご用意下さい。
日１０月１９日㈯午前１０時～午後２
時、集合は里山保全活動事務所（下小
山田町）
定１０組（申し込み順）
費１組１０００円（材料費、保険料等）

申１０月２日正午～１０日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９１００２Ｂへ。
問（特）まちだ結の里事務局☎０８０・
７４６５・７６５１、町田市農業振興課☎
７２４・２１６６

鶴川市民センターまつり
日１０月１９日㈯、２０日㈰、午前１０時
～午後３時３０分
場鶴川市民センター①ホール②第２
会議室
※駐車場に限りがあります。
内同センターで活動するサークルに
よる①発表（和太鼓・踊り・合唱・楽器
演奏等）②作品展示（生け花・織り作
品・書道・俳句等）
【マイナンバーカード申請受付ブー
スを開設します（２０日のみ）】
　窓口には申請書を用意し、申請用
写真を無料撮影しますので、その場
でカードの申請ができます。
定１００人（先着順）
※整理券を配布します。

◇
問鶴川市民センター☎７３５・５７０４

子育て推進課　724・4468問 ☎子育てひろばカレンダー（毎月25日発行） 町田市子育てひろばカレンダー 検索

対外国人介護人材の受け入れに関心
のある、市内の介護・学校・ボランテ
ィア関係者等
日１０月２６日㈯午後２時～４時
場中央図書館
内外国人介護人材の制度や現状と今
後の見通しをテーマに、講演とパネ
ルディスカッションを行う

講東京家政学院大学教授・西口守氏
定８０人（申し込み順）
申１０月１８日までに電話またはＥメ
ールで町田市介護人材開発センター
（☎８５１・９５７８遍ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ－
ｋｊｋｃ．ｊｐ、受付時間＝祝休日を除く月
～金曜日の午前９時～午後５時）へ。
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センター(返８５１・９５７９遍ｉｎｆｏ
＠ｍａｃｈｉｄａ－ｋｊｋｃ．ｊｐ)へ。

【最期まで自分らしい生き方・暮らし
方講座】
　老いと死を自分のこととして捉
え、誰もが地域で安心して生きてい
くには何が必要か一緒に考えましょ
う。
日①１１月２日②１１月９日③１１月１６
日④１１月３０日⑤１２月７日、いずれ
も土曜日午後１時～３時、全５回
※団体で参加する場合は、交代で参
加もできます。
場生涯学習センター
内①聴く力②生きる力、町田市の在
宅医療・介護連携に関する取組み③
食べる力④地域の暮らしに寄りそう
⑤アドバンス・ケア・プラン二ングっ
て何？
※グループワークを含む回もありま
す。
講①聖ヨハネ会桜町病院在宅診療部
長・大井裕子氏②エンドオブライフ
・ケア協会認定ＥＬＣファシリテータ
ー　田嶋容子氏　他③医療ジャーナ
リスト・塩田芳享氏④（社福）敬愛会

看護小規模多機能型居宅介護事業所
げんきステーションあくしゅ管理者
・村上泰介氏、ナーシングホーム岡
上管理者・室谷利江氏⑤（一社）日本
尊厳死協会関東甲信越支部副支部長
・吉成健吉氏
定３０人（抽選）
申１０月１日午前９時～１７日午後５時
に直接または電話で同センターへ。
【もっと知りたい！町田ならではの
歴史と文化〜公開講座「多摩の民権
家たちが作った『五日市憲法』」　同
時上映「みんなの憲法」】
　多摩地域における「日本国憲法」の
水脈をたどりながら、自由民権運動
について考えてみませんか。
日１１月９日㈯午後１時３０分～４時
場中央図書館
講元専修大学教授・新井勝紘氏
定８７人（申し込み順）
申１次受付＝１０月１日正午～２日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード１９１００３Ａへ／２次受付＝１０
月３日正午～１１月４日にイベントダ

イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスへ。
【親子で学ぶ備災〜学ぼう、備えよ
う、守りたい、いのちのために】
　町田のママたちが考えた「わたし
たちが知りたい！ママパパのための
防災知識」を専門の先生方が分かり
やすくお伝えします。
対市内在住の未就学児とその親
日①１１月１７日㈰午前１０時～午後０
時３０分（希望者のみ防災食の試食有
り＝午後０時３０分～１時１５分）②１１
月２４日㈰③１２月８日㈰④１２月１５日
㈰⑤１２月１８日㈬、午前１０時～午後
０時１５分、全５回
場①④健康福祉会館②⑤生涯学習セ
ンター③教育センター
内①公開講座「防災おやこカフェ」②
災害時の食事と栄養③避難所体験④
救命・応急手当講座⑤災害時の心の
ケア
講①（一社）スマートサプライビジョ
ン特別講師・かもんまゆ氏②コイノ
ニア・キッチン主宰　小島祥子氏④

町田消防署⑤桜美林大学講師・池田
美樹氏
※③は防災課職員による講座です。
定１５組（申し込み順）
※保育はありません。
費②のみ１組３００円（材料費）
※①の防災食の試食希望者は、大人
１人につき５００円（材料費）が必要で
す。
〈①公開講座「防災おやこカフェ」の
み参加もできます〉
　防災について、講師が分かりやす
くお話しします。詳細は、生涯学習セ
ンター、各市民センター等で配布し
ている講座チラシや町田市ホームペ
ージをご覧下さい。
対市内在住、在勤、在学の親子
※お子さんの年齢は問いません。
定４０組（申し込み順）
※保育はありません。

◇
申１０月１日午前９時から電話で生涯
学習センターへ。
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講座づくり★まちチャレ市民提案型事業

外国人介護人材シンポジウム
〜介護分野における外国人の受け入れについて
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１０月２７日㈰　町田時代祭り２０１９　問町田時代祭り実行委員会事務局☎７２４・１９５１、町田市観光まちづくり課☎７２４・２１２８

国際版画美術館　企画展
「美人画の時代－春信から歌麿、そして清方へ」展

問市役所代表☎７２２・３１１１、同館☎７２６・２７７１、０８６０

町田市民文学館の催し　問同館☎７３９・３４２０

　１８世紀後半、浮世絵の「黄金期」を
彩った美人画を紹介します。ふるさ
と納税「町田市立国際版画美術館に

『歌麿』を呼ぼう！」によって収蔵し
た喜多川歌麿作品もお披露目しま
す。
会期前期＝１０月５日㈯～２７日㈰、後
期＝１０月２９日㈫～１１月２４日㈰
休館日月曜日（ただし、１０月１４日、
１１月４日は開館し、翌日休館）
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
は閉館の３０分前まで）
場同館企画展示室
観覧料一般９００円、高校・大学生・６５
歳以上４５０円、中学生以下無料
※１０月５日㈯、１１月３日㈷は入場無
料です。
※各種割引があります。詳細は同館
ホームページをご覧下さい。
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関連イベント  
【①記念講演会～美男？美女？“美
人”画は浮世絵に咲く大輪の花！】
日１０月２０日㈰午後２時～３時３０分
場同館講堂
講十文字学園女子大学准教授・樋口
一貴氏
定１００人（先着順）
【②記念講演会～歌麿美人画の特質
と影響】
　同館館長・大久保純一氏による講
演です。
日１１月９日㈯午後２時～３時３０分
場同館講堂
定１００人（先着順）

【③浮世絵の技に触れる～摺
すり

の実演
と解説】
日１０月６日㈰、午前１１時～午後０時
３０分、午後２時～３時３０分（各回とも
同一内容）
場同館講堂
講（公財）アダチ伝統木版画技術保存
財団
定各５０人（先着順）
【④復刻浮世絵版木・摺り体験】
対小学５年生以上の方
※参加者以外の入室はできません。
日１１月２日㈯、３日㈷、午後１時３０分
から、午後２時３０分から、午後３時３０
分から、いずれも３０分程度（各回と
も同一内容）
場１１月２日＝同館アトリエ、３日＝
同館講堂
内復刻版木を用いて、墨一色で簡単
に浮世絵の摺りを体験（１人１点）
定各１０人（申し込み順）
費２００円
【⑤スペシャルギャラリートーク～
肉筆美人画の魅力　復元研究を通し
て】
日１１月１０日㈰午後２時～３時
場同館企画展示室
講東京藝術大学大学院保存修復日本
画研究室教育研究助手・向井大祐氏
【⑥担当学芸員によるギャラリート
ーク】
日１０月１３日㈰、１１月４日（振休）、午
後２時から４５分程度
場同館企画展示室

◇
申①②③⑤⑥直接会場へ④１０月４日
正午～３０日にイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
１９１００４Ｈへ（２人まで申し込み可）。
※高校生以上の方は、①②③同展観
覧券（半券可）⑤⑥当日有効の同展観
覧券がそれぞれ必要です。

【同時開催】ミニ企画展
美の饗

きょう

宴
えん

～西洋の美人像
会期１２月２２日㈰まで
場同館常設展示室

中垣ゆたか『ハロウィン　ゴーゴー
！』絵本原画ミニ展示
　市内在住の絵本作家・中垣ゆたか
氏の新刊『ハロウィン　ゴーゴー！』
の原画が同館に新たに寄託されたこ
とを記念して、ミニ展示を行います。
イタズラ好きな双子が送るハロウィ
ーンの１日を描いた本作を、色鮮や
かな原画でお楽しみ下さい。
会期１０月２７日㈰まで
休館日１０月７日㈪、１０日㈭、２１日㈪
観覧時間午前９時～午後１０時
※最終日は午後５時までです。
場同館１階文学サロン

ⓒ
中
垣
ゆ
た
か

文学館まつり実行委員会共催� �
文学館まつり関連イベント
【①前日祭～マンドリンコンサート】
　町田を拠点に活動する岩田マンド
リーノ・シンフォニカによるスペシ
ャルコンサートです。　
日１０月２６日㈯午後３時～４時
定６０人（申し込み順）
【②映画上映会「ジョゼと虎と魚た
ち」】
　６月に９１歳で逝去した作家・田辺
聖子氏原作の小説を映画化したもの
です。足が悪いため乳母車で移動し、
ほとんど外出をしたことがないジョ
ゼと、麻雀屋でバイトする大学生・恒
夫との純愛を描いています。
日１０月２７日㈰午前１０時３０分～午
後０時３０分
定６０人（申し込み順）
【③ミニコンサート～薩摩琵琶で聴
く『平家物語』の世界】
　薩摩琵琶奏者・友吉鶴心氏による
講話と演奏です。
日１０月２７日㈰午後１時３０分～２時
３０分
定６０人（申し込み順）
【④参加体験型イベント～連句ワー
クショップ】
　五・七・五と七・七の句を連ねる「連

句」の実作を体験します。初心者でも
丁寧に指導してもらえます。
日１０月２７日㈰、午前１０時から、午前
１１時から、午後２時から、午後３時か
ら（各回とも同一内容）
講町田連句を楽しむ会
定各１０人（申し込み順）
【⑤子ども向けワークショップ～ハ
ロウィンおばけのお面づくりでゴー
ゴー！】
対３歳～小学生（未就学児は保護者
同伴）
日１０月２７日㈰午後３時～４時
講絵本作家・中垣ゆたか氏
定２０人（申し込み順）

◇
場同館
申①②③１０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①１９１００２Ｄ②１９１００２Ｆ
③１９１００２Ｇへ④１０月１日午前９時
から電話で同館へ⑤１０月１日正午か
ら電話で同館へ。
※当日席も若干用意しています。
「白洲正子のライフスタイル～暮
らしの遊

すさ

び」展　関連イベント
【①対談「正子とお能」】
　白洲正子は、幼少の頃から能に親
しみ、能に関する著作も残していま
す。
　対談では、正子と親交のあった能
楽師・友枝雄人氏と古美術評論家・青
柳恵介氏に、正子の能に対する姿勢
やエピソード、能の魅力などについ
てお話しいただきます。
日１１月２日㈯午後２時～３時３０分
【②講演会「正子好みの骨董」】
　正子と親交の深かった青柳氏に、
正子が骨董に目覚めたいきさつや、
美術評論家・青山二郎氏及び文芸評
論家・小林秀雄氏との交流、正子が収
集した骨董等についてお話しいただ
きます。
日１１月１６日㈯午後２時～３時３０分

◇
場同館
定各８０人（申し込み順）
申１０月４日正午からイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード①１９１００４Ａ②１９１００４Ｂへ。

　甲
かっ

冑
ちゅう

姿の武士が練り歩く時代行列や砲術、
流
や ぶ さ め

鏑馬などの演武をお楽しみ下さい。
日１０月２７日㈰午前１１時～午後３時３０分（小
雨実施）
時代行列��
時間午前１１時から
コースぽっぽ町田～原町田中央通り～一番街
～パークアベニュー～文学館通り～町田街道
～芹ヶ谷公園
【時代行列の参加者を募集】
○集え！現代の鎌倉武士　
　本格的な時代衣装に身を包み、町田の街を
歩きませんか。
参加費甲冑３万円、直

ひた

垂
たれ

１万円、着物５０００円か
ら／昼食付き
○和装をテーマとしたコスプレイヤー　
　時代行列に参加し、芹ヶ谷公園で撮影会を
実施します。
定１００人（先着順）

参加費２０００円
※時代行列に参加するコスプレイヤーの撮影
を主目的として来場する方は、カメラ撮影登
録を行って下さい。また、会場内のカメラ席で
三脚を使用する撮影も登録が必要です（登録
料は２０００円）。カメラ撮影証をお渡しします。
※詳細はお問い合わせ下さい。

◇
申１０月１５日（カメラ撮影登録は２４日）までに
電話で町田時代祭り実行委員会事務局へ。
芹ヶ谷公園での催し  
開会式＝正午から
砲術＝午後０時１５分から
古武術演武＝午後０時４０分から
居合抜刀＝午後１時１０分から
流鏑馬＝午後１時４０分から
※ペットを連れての入場はでき
ません。花火、無人航空機（ドロ
ーン）の持ち込み・使用はご遠慮下さい。

市立博物館　町田時代祭りで吹きガラス体験
問同館☎７２６・１５３１

　移動式のガラス炉を使って、吹きガラスの技法でガラ
スのコップを作ります。できたコップは冷ましてから約１
週間後に郵送でお届けします。
対小学生以上の方（保護者の見学も可）
日１０月２７日㈰①午前１０時～正午②正午～午後２時③午
後２時～３時／小雨中止
※各回とも同一内容です。
場芹ヶ谷公園
講ガラス作家・なかのかずひろ氏　
定①②各４人③２人／市内在住の方を優先のうえ、抽選
※結果は１０月１８日ごろまでに連絡し
ます（当選者のみ）。
費２５００円（送料込み）
申１０月２日正午～９日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード１９１００２Ｅへ。
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絵 本 の 読 み 聞 か せ 
講 座 （ 応 用 編 ）
対市内の小学校、学童保育クラブ等
で読み聞かせをしている保護者・ボ
ランティア
日①１１月１９日②１１月２６日、いずれ
も火曜日午前１０時１０分～正午（各
日とも同一内容）
場①中央図書館②忠生図書館
内高学年を対象にした本の選び方、
プログラムの組み方等
※昨年度と同じ内容です。
※講義形式ですので、お子さん連れ
での参加はご遠慮下さい。
定①７０人②４０人／申し込み順

申１０月３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①１９１００３Ｃ②１９１０
０３Ｄへ（申し込みは３人まで）。
問中央図書館☎７２８・８２２０

忠 生 公 園
【定例自然観察会～秋を彩る草花】
日１０月６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。
【花と緑の交換会】
　草花や盆栽などの鉢植えを持ち寄
り、交換しませんか。
日１０月２４日㈭午前９時３０分～１１時
３０分（受け付けは午前９時～９時３０
分、小雨実施）

場同公園花見の広場
※出品できる植物は鉢植えに限りま
す（ポット苗での出品は不可）。また、
植物名を記載したラベルをつけて出
品して下さい（１人１０点まで）。

◇
問同公園☎７９２・１３２６
町田市農業研修事業

さ つ ま 芋 収 穫 体 験
　市では、２年間の農業研修を修了
した方に、農業経営のノウハウの習
得などを目標にしたフォロー研修を
行っています。この研修で研修生が
育てたさつま芋を収穫してみません
か。
※収穫したさつま芋は持ち帰れま
す。
※新鮮野菜も販売予定です。

対市内在住、在勤、在学の方（小学生
以下は保護者同伴）
日１０月２７日㈰午前１０時～１１時（雨
天時は１１月３日に延期）
場町田市農業研修農場第２圃

ほ

場（小
野路町）
※後日、詳細地図を送付します。
定５０人（申し込み順）
費１口３株５００円（１人１口まで）
※１口５～６本程度です。
※家族やグループで参加の場合は、
参加人数分以下の口数でも可能で
す。
申１０月４日正午～２０日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９１００４Ｋへ。
※収穫口数・現地への交通手段（駐車
台数限り有り）を明示して下さい。
問農業振興課☎７２４・２１６６

催し・講座催し・講座

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【①ファミリーで楽しめる！
「市民体力テスト」】
　家族そろって楽しめるスポーツイ
ベントです／運動できる服装で、タ
オル・室内シューズ・ふた付きの容器
に入れた飲み物をお持ち下さい日
１０月１２日㈯午前９時～午後２時３０
分内市民体力テスト、脳年齢や骨密
度を測る健康測定会、ファミリース
トレッチ体験、ファミリー体操体験、
ニュースポーツ体験等
【②はじめてのピラティス教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日１１月１２日～１２月２４日の火
曜日、午後１時３０分～２時３０分、全７
回定５０人（抽選）費２３００円
【③フラダンス教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日１１月１５日～１２月１３日の金
曜日、午後４時３０分～５時３０分、全５
回定３０人（抽選）費３０００円

◇
申①直接会場へ②③同館ホームペー
ジで申し込み
●野津田公園☎７３６・３１３１
【元五輪選手・新宅雅也氏が
教える「ウォーキング（ジョ
ギング）」教室】
対２０歳以上の方日１０月７日～１２月
２３日の月曜日（１０月１４日、１１月４日

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１月実施分＝１０月２
日午前１０時～１６日午後５時、２月実
施分＝１１月１日午前１０時～１５日午
後５時、３月実施分＝１２月１日午前
１０時～１５日午後５時に、電話でひな
た村へ
【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（小学２
年生は保護者同伴）日１０月１３日㈰
午後１時～３時定１０人（申し込み順）
費３００円申１０月２日午前１０時から
電話でひなた村へ
【ネイチャークラブ～ひなた村のド
ングリで遊ぼう！】
対市内在住、在学の小学生日１０月
２７日㈰午前１０時～午後１時（雨天実
施）内パチンコを作ってドングリを
撃つ定２０人（申し込み順）費２００円
申１０月２日午前１０時から電話でひ
なた村へ
【レッツ！サイエンス　町田市ひなた
村科学クラブ～気圧と湿度を知ろう】
　空気を吹き込まずに風船を膨らま
せたり、空気中の水を取り出したり
します対市内在住、在学の小・中学生
日１０月２７日㈰午前１０時～正午講町
田市少年少女発明クラブ・有賀文章
氏定２０人（申し込み順）費３００円申

を除く）、午前１０時３０分～正午、全
１０回内正しい歩き方・姿勢のつくり
方を学ぶ定５０人（申し込み順）費
５０００円（保険料、指導料込み）申電
話で同公園へ（受付時間＝午前９時
～午後５時、土・日曜日、祝休日も可）
【フリーマーケット】
　市立陸上競技場周辺で開催します
日１０月２０日㈰午前９時～午後４時
○出店者を募集中！
出店料手持ち出店＝１０００円、車出
店＝２５００円（市外在住の方のみ、市
内在住の方は無料）申１０月１日午前
９時から電話で同公園へ（受付時間
＝午前９時～午後５時、土・日曜日、祝
休日も可）
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【骨盤調整教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日毎週水曜日、午後８時～８時
３０分費大人３１０円、６５歳以上・障が
い者１００円／別途自由参加教室料と
して１００円が必要です
●子ども創造キャンパスひ
なた村☎７２２・５７３６
　下記以外のイベントはひ
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　２０２０年
１月～３月分申し込み】
　大人数で楽しめる２時間程度のア

１０月２日午前１０時から電話でひな
た村へ
【ピザ窯講習会】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日１１月２日㈯午前１０時～午後３
時内ピザ作りをしながらドラム缶ピ
ザ窯の使い方を学ぶ（受講後、ピザ窯
の利用ができる修了証を交付）定２０
人（申し込み順）費４００円申１０月２日
午前１０時から電話でひなた村へ
【手づくりのじかん～秋色染めもの
体験】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生日１１月９日㈯午前１０時～正午
定２０人（申し込み順）費４００円申１０
月２日午前１０時から電話でひなた村
へ
【アウトドアクッキング～レッツ！
バンブークーヘン】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生とその保護者日１１月１０日㈰午
前９時３０分～午後０時３０分内特製バ
ウムクーヘンを作る定２０人（申し込
み順）費子ども２００円、大人３００円申
１０月２日午前１０時から電話でひな
た村へ
【ひなた村祭】
　直接会場へおいで下さい日１１月
１７日㈰午前１１時～午後３時内人形
劇や日本舞踊などの発表、工作、模擬
店、遊び等（一部有料）

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。

市HP 暮らしに関する相談 検索暮らしに関する相談 各種相談①～⑫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
(１４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

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

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） ４日、１１日㈮

市内在住の方

電話予約制（随時）
④国税相談 １日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）
⑤不動産相談 ８日㈫
⑥登記相談 ３日㈭
⑦行政手続相談 １０日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 ２日㈬
⑨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
⑩国の行政相談 １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 ２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） １５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
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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。

●農業振興課☎７２４・２１６６
【小山田四季彩の森収穫祭イベント】
　さつま芋掘りをしたあと、芋版を
作りハロウィーンカードを作りま
す。草木でお面を作って仮装をした
ら、近隣へお菓子をもらいに行きま
す／汚れても良い服装でおいで下さ
い対未就学児～小・中学生とその保
護者日１０月２０日㈰午前９時３０分～
午後２時（小雨実施）場小山田四季彩
の森定５０人（申し込み順）費１人３００
円（昼食代）申１０月２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
１９１００２Ｃへ
●大地沢青少年センター☎７８２・
３８００
【森林体験塾Ⅰ】
対市内在住、在学の小・中学生の親子
日１０月２７日㈰午前１０時～午後３時
場同センター／ＪＲ横浜線相原駅西
口～同センター間の無料送迎バスを
運行内山林整備や木工作を通し里山

暮らしを学ぶ講大戸源流森の会定
３０人（申し込み順）費１人４００円申
１０月２日午前９時から電話で同セン
ターへ
●いきいき総務課☎７２４・２９１６
【まちけあキッズ　かいごのお仕事
体験～身近な地域の施設で、本格的
な体験にチャレンジしよう】
対小学生日１１月１０日㈰午後２時～４
時場（社福）月峰会杏林荘内お年寄り
とのレクリエーション、体温や血圧
等の測定、車椅子やリフト車などの
体験を通して、介護施設で働いてい
る介護士や看護師、管理栄養士など
の仕事を知る定１０人（申し込み順）
申保護者とお子さんの氏名・電話番
号・学校名・学年・保護者や同伴者の
付き添いの有無を明示し、１０月３１
日までに電話またはＥメールで町田
市介護人材開発センター（☎８５１・
９５７８遍ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ-ｋｊｋｃ.ｊｐ、受
付時間＝祝休日を除く月～金曜日の
午前９時～午後５時）へ

※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 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎７９５・１６６８
２日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎７８９・０５０２
３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
４日㈮ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎７２２・２２３０
５日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎７２８・１１１１

６日㈰

午前９時～午後５時

内科、
小児科

とくとみ内科消化器科医院
（南成瀬１-１９-４） ☎７２９・１６１６

内科 町田エールクリニック（中町１-９-２２） ☎７３９・５５３３
内科 鶴川胃腸科（鶴川２-１７-１） ☎７３４・１９５８
耳鼻科 あいの耳鼻咽喉科医院（木曽町４９９-１５） ☎７２５・１１０８

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
多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎７９７・１５１１
町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎７９５・１６６８

７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
８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
９日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎７９９・６１６１
１０日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎７８９・０５０２
１１日㈮ 午後７時～翌朝８時 内科系 あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎７２８・１１１１
１２日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎７２２・２２３０

１３日㈰

午前９時～午後５時

内科 なるせクリニック（西成瀬１-５７-１７）☎７２１・６６８６

内科、
小児科

若山クリニック（金井２-３-１８） ☎７３６・７７２０
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 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎７９５・１６６８

外科系
おか脳神経外科（根岸町１００９-４） ☎７９８・７３３７
あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎７２８・１１１１

１４日㈷

午前９時～午後５時 内科
吉野医院（金森２-１２-３１） ☎７２２・５７２９
飯田内科クリニック（森野１-３３-１２）☎７２５・３８０１
さくらメディカルクリニック（常盤町３２００-１）☎７９７・９６７１

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

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）

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

秋号を発行しました！ 町田市　講座・イベント情報誌

生涯学習ＮＡＶＩ　好き！学び！
問生涯学習センター☎７２８・００７１

　市内や近隣で１０月～１２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。
市HP 情報誌 生涯学習ＮＡＶＩ  検索

  出張認知症カフェ（Ｄカフェ）
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

　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、市内のスターバックス
コーヒー各店舗で開催します。
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、市内在住の方
を優先させていただく場合があり
ます。
市HP Ｄカフェ  検索

市内スターバックスコーヒー各店の開催日（10月・11月）
会　場 日　時

ルミネ町田店（原町田６-１-１１） １０月２日㈬、１１月２５日㈪
午前１０時～正午町田東急ツインズ店（原町田６-４-１）１０月４日㈮、１１月１８日㈪

ぽっぽ町田店（原町田４-１０-２０） １０月７日㈪、１１月２０日㈬
多摩境店（小山ヶ丘３-２-８） １０月１６日㈬、１１月８日㈮ 午前９時～１１時
鶴川店（能ヶ谷１-５-１） １０月２３日㈬、１１月９日㈯

午前１０時～正午
町田金森店（金森３-１-１０） １０月２６日㈯、１１月４日（振休）
小田急町田駅店（原町田６-１２-２０） １０月２８日㈪、１１月２６日㈫
町田パリオ店（森野１-１５-１３） １０月３０日㈬、１１月２２日㈮
南町田グランベリーパーク店（鶴間３-４-１）１１月２９日㈮

　個性豊かなお菓子や工芸品等を
集めた「まちだ名産品」、優れた技
術を用いて開発された「町田市ト
ライアル発注認定商品」、新鮮な地
元野菜「まち☆ベジ」といった、町
田生まれ・町田育ちの商品を「まち
だのイチオシ！」として市内外に
発信しています。
　これらの商品を紹介・販売する

「まちだイチオシ市場」を開催しま
す。
町田産新鮮野菜がいっぱい！
日曜朝市
日１０月６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
まちだのイチオシ！

商品を紹介します
　パネルや実際の商品見本を展示
します。
日１０月７日㈪～１１日㈮、午前８時

３０分～午後５時
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
問産業政策課☎７２4・３２９６、観光
まちづくり課☎７２4・２１２８、農業
振興課☎７２4・２１６９
秋のまちだ名産品

まるごとマルシェ
　郷土色あふれる個性豊かな「ま
ちだ名産品」を販売します。３３事
業者・６２商品が勢ぞろいし、認定
を受けたお店で組織する「まちだ
名産品のれん会」の皆さんが直接
販売します。商品の試食や調理販
売も実施しますので、ぜひお立ち
寄り下さい。
※マルシェのチラシを持参すると、
税込み５００円以上のお買い上げで
５０円引きになります。
日１０月７日㈪、８日㈫、午前１０時～
午後２時
場市庁舎前
問観光まちづくり課☎７２4・２１２８、
産業政策課☎７２4・３２９６

「まちだイチオシ市場」を開催します
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　１１月１３日の南町田グランベリーパークのまちびらきに先立
ち、「南町田グランベリーパークのまちのがっこう祭」を１１月２
日に開催します。
　新しく生まれ変わる鶴間公園で、まちびらき前のわくわく感
を一緒に楽しみませんか。
南町田拠点創出まちづくりプロジェクト 検索

※当日は商業施設及び公園の一部には立ち入りができません。

　まちだ○
まる

ごと大作戦
１８－２０「まちだキッズ
ランｃｌｕｂ」が実施する小
学２年生以下の子どもた
ちのためのマラソンイベ
ントです。約１㎞のコー
スを走ります。
費５００円
申１０月１日正午～２０日に
イベシス（インターネッ
ト）コード１９１００１Ａへ。

　２０１７年度の「鶴間公園のがっこう　
苗木づくり大作戦」で採取し、育てた
苗木を、鶴間公園に戻すとともに、新
しい木を植える植樹ワークショップ
を行います。皆さんの手で、これから
公園で育つ木を植えませんか。
時間午前１０時～正午
場鶴間公園
内（株）建築と木のものづくり研究室
・湧口善之氏による公園の木を生か
す取り組みについてのお話、地域で

活動するガールスカウトと一緒にオ
オシマザクラの植樹、苗木の植え戻
し、ティータイム
定５０人程度（抽選）
申住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
年齢・性別を明示し、１０月１５日午後５
時まで（必着）に直接、電話、郵送、ＦＡ
ＸまたはＥメールで都市政策課（市庁
舎８階、〒１９４－８５２０、森野２－２－
２２、返０５０・３１６１・５５０２遍ｍｃｉｔｙ
３０００＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。

　敬老の日を前にした９月１３日に、市長が市内の最高齢者のお二
人に記念品を贈呈し、長寿をお祝いしました。
　市内最高齢に輝かれた戸村壽萬子さんは、明治４４年生まれの
１０８歳です。戸村さんはお肉が好きとのことで、市長の「長生きの
秘
ひ

訣
けつ

ですね」という言葉に、笑顔でうなずかれました。
　２年連続で男性最高齢となられた蓮見勝さんは、大正３年生まれ
の１０５歳です。ご家族と市長の前でお好きな歌を披露されました。
　当日はお二人とも楽しい時間を過ごされました。

　町田交通安全協会・村松稠敏会長が、７月１日に警察
協力章を受章され、９月１０日に市役所を訪れました。
　警察協力章は、交通安全活動等に関して、特に顕著な
功労があると認められた方に警察庁長官から感謝状と
ともに記章を授与されるものです。村松会長は、３０年
以上の長きにわたり同協会をもり立て、市内の交通事
故減少に尽力されました。交通安全に対する優れた識
見により、警察業務に協力し、交通安全活動上多くの功
労があったと認められ、受章に至りました。

　町田市・町田消防署・町田市消防団などの各機関から合計約
８００人が参加します。
　この訓練は、大規模震災に備え、市や地域、防災関係機関の連
携を強化するとともに、防災意識を向上させることを目的に実
施しています。
　今年は町田地区を会場として、町田第一小学校で行う震災演
習や避難施設開設訓練、応急給水訓練、町田シバヒロで行う防災
フェアのほか、各会場で情報収集・伝達訓練や災害時医療救護訓
練、二次避難施設開設訓練、要配慮者搬送訓練を行います。
日１０月２０日㈰午前９時～１１時３０分
場町田第一小学校、町田シバヒロ

　書院造の建物と池泉回遊式庭園を持つ香
かご

山
やま

園
えん

を、期
間限定で無料開園します。期間中は飲食提供のほか、茶
会の開催、庭園の夜間ライトアップ等を行います。同時
にイベントを開催する鶴川地域の近隣古民家への訪問
と合わせて、ぜひおいで下さい。
※建物内部への立ち入りはできません。
交通小田急線鶴川駅から徒歩５分

　災害時等障がい者支援バンダナは、外見からは障がい等がある
事が分かりづらい方などが災害時に身に着けることで、周囲に障
がい等があることを知らせ、避難行動などの際に支援を受けやす
くするものです。災害への備えとしてご活用下さい。
※約１万４０００枚配布します（無くなり次第終了）。
対市内在住で障がいや精神疾患、難病等があ
る方
配布場所障がい福祉課（市庁舎１階）、各障が
い者支援センター
※１０月２０日の町田市総合防災訓練でも配布します。

みんなでつくるプレイベント
！

市内最高齢者を市長が訪問 町田交通安全協会・村松稠敏会長が警察協力章
を受章しました

左から村松会長、石阪市長

香山園を期間限定で無料開園
します！� 問公園緑地課☎７２４・４３９７

時間午前１０時～午後４時
場鶴間公園
問都市政策課☎７２４・４２４８

10月27日㈰　植樹祭に参加しませんか
タイムスケジュール等
スタート時間 内　容 募集枠
午前10時 小学1年生女子の部

各50人（申し込
み順）

午前10時20分 小学1年生男子の部
午前10時40分 小学2年生女子の部
午前11時 小学2年生男子の部

午前11時30分 ファミリーペアの部

50組（申し込み
順）
※満4歳以上の
未就学児と保護
者のペア。

※受け付けはスタートの15分前までです。
※上位入賞者はレース後に表彰式があります。

内①さわやか広場・にぎわい広場を舞台に、市
民が企画した出し物や演奏②同パークに携わ
る方によるトークイベント③新しくなった公
園ツアー④キッチンカー等の出店⑤鶴間公園
の伐採材を活用してパークライフ・サイトの
壁をみんなで仕上げるワークショップ（材料
が無くなり次第終了）⑥まちだキッズラン

参加者募集　まちだキッズラン

市内女性最高齢・戸村壽萬子さん 市内男性最高齢・蓮見勝さん
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町田市総合防災訓練を実施します
問防災課☎７２４・２１０７

開園日時
10月4日㈮ 午後4時～９時
10月5日㈯ 午前11時～午後９時
10月６日㈰ 午前11時～午後4時

災害時等障がい者支援バンダナを配布しています
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支援が
必要です
ひつ よう
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問市民生活安全課☎７２４・４００３

問障がい福祉課☎７２４・２１４７返０５０・３１０１・１６５３

長寿をお祝いしました！
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

１１月２日㈯

南町田グランベリーパークのまちのがっこう祭


