
つなぐ、支える、
スポーツの力で

ひとつに次世代へつなぐ次世代へつなぐ
絆のレガシー絆のレガシー

　いよいよ今年は東京2020大会が開催されます。東京で開催されるオリンピック・
パラリンピックは1964年に続き2回目。大会を前に、パラアスリート・鹿沼由理恵さ
ん、町田市一般体操　リズム運動連盟・伊藤啓子さん、まちだサポーターズ・谷川博宣
さんをゲストに迎え、東京2020大会への思いや町田市の未来について、石阪丈一市
長と語っていただきました。
（写真左から、谷川さん、鹿沼さん、石阪市長、伊藤さん）

2020 新春座談会２面２面
人口と世帯（外国人含む） 2019年12月1日現在人口 ： 428,964人（ 男：210,020人・女：218,944人）（前月より88人減） ／ 世帯 ： 197,727世帯（前月より1世帯増）
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石阪　明けましておめでとうございます。いよいよ
東京2020大会の年となりました。今年も大会関連イ
ベントを通じて、さらに機運が高まっていくのでは
と期待しています。
谷川　昨年は、7月に行われた男子自転車競技ロー
ドレースのテストイベントに、ボランティアとして
参加しました。また、インドネシア空手チームのプレ
キャンプの交流イベントでは、子どもたちが自然に
選手とスキンシップをとっていて、大会本番も楽し
くなりそうです。
石阪　谷川さんは、前回の東京1964大会を覚えてい
ますか？
谷川　東京1964大会が開催されたのは、私が中学3
年生の時でした。陸上を観戦したのですが、あっとい
う間に過ぎてしまったという印象です。パラリンピ
ックがあったことも覚えていません。今回の東京
2020大会は、これまでのボランティア人生で培った
経験を生かして、存分に貢献したいと考えています。
石阪　鹿沼さんはさまざまな国の大会に出場してい
ますが、選手にとって一番のおもてなしは何だと感
じていますか？
鹿沼　やはり「応援」と「笑顔」だと感じます。2010年

（冬季）、2016年（夏季）とパラリンピックに出場しま
したが、ベストパフォーマンスを発揮する後押しを
してくれたのが現地の人たちの応援です。また、町田
市の人たちに支えられているという安心感も大きな
力になりましたね。自転車競技ロードレースやラグ
ビーワールドカップでも他国を応援する姿が見られ
ましたが、東京2020大会でも海外から来た選手を笑
顔で応援する気風が続けば良いなと思います。
石阪　まちだ〇

まる

ごと大作戦18-20では、伊藤さんが
「まあるい体操」で世界へ町田のPRをして下さいま
した。
伊藤　世界体操祭では最後にまあるい体操をやりま
したが、体操と音楽を通じて観客とひとつになるこ
とができました。この経験を生かして、東京2020大
会の時には、町田市全体が一体となる活動ができれ
ばと思っています。
石阪　今年はホストタウンとして、子どもたちが海
外の選手と交流する絶好の機会です。東京2020大会
は、子どもたちがグローバルな視点を持つきっかけ
となるのではないかと思います。
鹿沼　世界とつながるということは、子どもたちの
将来にとって大きな意味を持ちます。さまざまな形
で東京2020大会に参加することで、自分の道を見つ
けられるのではないかと期待しています。

石阪　昨年、3回実施したラグビーワールドカップ
のパブリックビューイングでは、市民が一体となっ
て応援していました。観ることもひとつの参加。「観
るスポーツ」も盛り上げていきたいと考えています。
鹿沼　市長は、前回の東京1964大会では、ボランテ
ィアをされたとお伺いしたことがあるのですが、ど
のようなことをされたのですか？
石阪　実は私、当時は高校生で、サッカーのボールボ
ーイをしていたんです。ライン際にいたので、選手の
大きな脚を一番近くで見ることができました。今で
も昨日のことのように覚えています。町田の子ども
たちは、それを今年体験できるかもしれないわけで
す。自分のまちにオリ・パラの選手がいる、オリ・パラ
の選手がやって来るという経験は、一生忘れないの
ではないでしょうか。
谷川　私たちの世代からすると、本当にうらやまし
いことですね。我々ボランティアは、「支える」という
形で参加します。私たちは、選手や観客からいただく

「ありがとう」の声が喜びであり、対価です。東京

2020大会でもボランティアを楽しみたいと思って
います。
伊藤　高齢の方も、東京2020大会を元気に応援でき
るようにと、積極的に体操に参加してくれていま
す。
石阪　鹿沼さんの活動は、パラスポーツへの理解に
もつながっていると感じます。
鹿沼　車いすラグビーのイベントで、子どもが「ど
うして車いすラグビーは屋内なのか」と質問したん
です。その後、パラバドミントンの体験イベントで
同じ子が「グラウンドでは、車いすは漕ぎにくいの
で、体育館で行うんですね」と声を掛けてくれまし
た。体験して学んでくれたことが嬉しかったです。
谷川　体験することはパラスポーツの理解につな
がるんですね。
鹿沼　私は左腕がないという、見た目に分かりやす
い障がい者となったのですが、ジョギングしている
と小学生が「普通に走れるんだね！」と声を掛けてく
れます。子どもは、障がいを自然に受け入れる吸収
力があるのだと感じます。
石阪　子どもたちは、体験したり学んだりしたこと
を親に話すので、親世代にも理解が広がる。パラス
ポーツを観戦したい、応援しようというきっかけに
なりますね。
谷川　理解することは、観る際、応援する際のマナ
ー向上にもつながります。応援も、笑顔でポジティ
ブな声掛けになります。
伊藤　私たちが、世界大会に出場した時も観客の方
が笑顔で声を掛けてくれて、素晴らしい時間を過ご
すことができました。

石阪　今年はさらに新たな交流イベントが予定さ
れています。併せて都市整備を進め、魅力ある町田
を広くPRしていく予定です。皆さんはどんな町田に
していきたいと考えていますか？
鹿沼　東京2020大会を契機に、夢をかなえよ
うとする子どもたちを自然に受け止め
て、　応援してくれるまちになればと
期待しています。特に障がいのある
子どもたちには、どんな小さな夢
でも大切にしてほしいです。私
も、パラスポーツ、ユニバー
サルスポーツを通して、共
生社会がより一層深まる
お手伝いをしていきたい
と考えています。
谷川　大会以降は、「自
立」ということも視野
に入れて活動を継続し
たいと考えています。
東京2020大会のボラン
ティア実績を他のメン
バーにつなげて、レベル
アップしていくことが

目標です。国体レガシーであるまちだサポーターズ
が、東京2020大会レガシーと名前が変わるかもしれ
ませんね。まだまだ引退はしませんよ。
伊藤　高齢者はもちろん、みんなが元気に笑顔にな
れる健康体操を推進していきたいですね。子ども、
高齢者、障がい者の皆さんが、ボーダーレスに活動
を広げていければと思っています。
石阪　町田市の一番の大きな財産は「人」です。市民
一人ひとりの、支える・応援する・伝える・理解する
という「参加」と「経験」は、普遍的でボーダーレスな

「居心地の良いまち」へとつながると確信していま
す。本日はありがとうございました。

新春座談会2020 東京2020大会 次世代に引き継ぐ人と絆
居心地の良いまちへ

つながる笑顔とおもてなし

理解を深める体験と経験

東京2020大会以降の新たなレガシー

オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎☎724・4442問

座談会の全文は、町田市ホームページで掲載しています。

　市内の走行ルートが決まりました。詳細は8面をご覧下さ
い。

７月10日金　東京2020オリンピック聖火リレー

　事前キャンプチームや町田市ゆかりの選手の応援イベントを実施し
ます。

７月25日土ほか　パブリックビューイングなど

　東京都の武蔵野の森公園をスタートし、静岡県の富士スピードウェイを
目指すコースの途中で、市内約3.4㎞を通過します。

７月25日土・26日日　東京2020オリンピック自転車競技ロードレース

　インドネシア共和国（空手・バドミントン・パラバドミントン）、中国
（卓球・バレーボール・バドミントン・水泳）、南アフリカ共和国（競技は調
整中）の代表選手が市内で事前キャンプを行います。

７月中旬～８月中旬　事前キャンプ

で楽しむで楽しむ町町 田田  東京2020大会 東京2020大会

小野路町在住。35年間、健康づくりのリズム
運動を70曲以上創作し、広めている。まちだ
◯
まる

ごと大作戦18-20「まあるい体操大作戦」を
実施するほか、オーストリアで開催された世
界体操祭に参加するなど海外でも活動中。

町田市一般体操・
リズム運動連盟会長伊藤　啓子さん

金森在住。「まちだサポーターズ（市民ボラン
ティア）」の一員として、東京2020大会に向け
たテストイベント、PRイベントに携わる。現
在は、東京2020大会の大会ボランティア、都
市ボランティアへの参加に向け各種研修を受
講しながら、市内のイベントで活動中。

まちだサポーターズ谷川　博宣さん

鹿沼　由理恵さん パラアスリート
高ヶ坂在住。先天性の弱視。2016年9月リオデ
ジャネイロパラリンピックに出場し、ロード
タイムトライアルで銀メダルを獲得。同年10
月、町田市市民栄誉彰を授与された。2019年3
月に骨髄炎のため左上腕部を切断。その後は、
障がい理解・共生社会を目指し、スポーツの体
験イベントに携わる。

市HP 広報まちだ　2020新春座談会  検索

（以下、敬称略）

2 2020．1．1 広報まちだは1日・15日の月2回発行です



32020．1．1市役所代表　辺辺０４２・７２２・３１１１　返０４２・７２４・５６００　番号間違いにご注意下さい

http://www.city.machida.tokyo.jp/　　パソコン版・スマートフォン版・モバイル版がありますURL町田市ホームページ

募　集募　集
町田市民病院

管理栄養士臨時職員（産休代替）
対管理栄養士資格を有する方
任用期間２月１日～３月３１日（更新も
有り）
勤務時間祝休日を除く月～金曜日の
午前８時３０分～午後５時１５分
勤務場所町田市民病院
募集人数１人
報酬時給１４５０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
申事前に電話連絡のうえ、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
利用者を募集します

盲導犬・介助犬・聴導犬
　盲導犬・介助犬・聴導犬の利用を希
望する方は、１月１０日㈮までにお住
まいの地域の障がい者支援センター
へお問い合わせ下さい。
対都内在住の１８歳以上で次の要件
を満たす方　①盲導犬＝視覚障がい
１級である、介助犬＝肢体不自由１・２
級である、聴導犬＝聴覚障がい２級

である②都内におおむね１年以上居
住している③世帯の所得税課税額が
月平均で７万７０００円未満である④
盲導犬・介助犬・聴導犬の飼育を、家
屋の所有者・管理者から認められて
いる⑤決められた訓練を受け、盲導
犬・介助犬・聴導犬を適切に管理でき
ると認められる⑥盲導犬・介助犬・聴
導犬の利用が、社会活動への参加に
効果があると認められる
問各地域の障がい者支援センター

（堺☎☎７９４・８７９０返７９８・２２９０、忠生
☎☎７９４・４８５１返７９４・４８５２、鶴川☎☎
７０８・８８２１返７０８・８９７７、町田☎☎７０９
・１３０１返７０９・１３０２、南☎☎７０６・９６２４
返７０６・９６３２）、町田市障がい福祉課
☎☎７２４・３０８９返０５０・３１０１・１６５３
生涯学習センター運営協議会

市 民 委 員
　生涯学習センターで実施する講座
や講演会等の内容・成果についての
協議を行う運営協議会の市民委員を
募集します。
対市内在住の１８歳以上の方
※２０２０年４月１日時点で町田市の他
の附属機関等の委員である方、過去
に生涯学習センター運営協議会の委
員を経験した方はご遠慮下さい。
任期４月から２年間
募集人数３人
選考書類、作文
申応募用紙に必要事項を記入し、作
文（テーマ＝自らの学習経験を踏ま
え、市民が生涯にわたって学習活動

を続けていくために必要とされる支
援とはどのようなことと考えます
か、６００字以上８００字以内）を１月２０
日午後５時まで（必着）に直接または
郵送で生涯学習センター（〒１９４－
００１３、原町田６－８－１）へ。
※詳細は募集要項（同センターで１月
４日から配布、町田市ホームページで
ダウンロードも可）をご覧下さい。
問同センター☎☎７２８・００７１

お知らせお知らせ
市の環境の状況を報告します

環 境 白 書 ２ ０ １ ９
　市の環境基本計画である第二次町
田市環境マスタープランに示した環
境施策の進

しん

捗
ちょく

状況や目標達成状況を
点検・評価するとともに、環境の現状
や動向を広く市民の皆さんに公表す
るため、「町田市環境白書２０１９」を
作成しました。
　環境白書は、環境の状況及び施策
の実施状況を明らかにした「活動報
告」と、市の環境の現状に関するデー
タをまとめた「データ集」の２分冊に
なっています。
　「活動報告」は市政情報課（市庁舎
１階）、各市民センター等で配布、「デ
ータ集」は、市政情報課で販売してい
ます（１冊３００円）。また、両冊とも町
田市ホームページでダウンロードも
できます。
問環境政策課☎☎７２４・４３８６

ご意見をありがとうございました
第四次町田市子ども読書 
活 動 推 進 計 画（案）

　市では、「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、
皆さんのご意見を募集しました。い
ただいたご意見は、計画策定の参考
にさせていただきます。
　詳細は、町田市立図書館ホームペ
ージで公表するほか、次の窓口でも
資料を配布します。
配布場所各市立図書館、町田市民文
学館、生涯学習総務課（市庁舎１０
階）、生涯学習センター、自由民権資
料館、各市民センター、町田・鶴川・南
町田の各駅前連絡所、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、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
問中央図書館☎☎７２８・８２２０
アンケートを実施します

健 康 と く ら し の 調 査
　市では、今後の介護予防事業や介
護保険事業計画等への反映のため、

「健康とくらしの調査」を実施します。
　次の要件を満たす約７８００人の市
民の方に、１月６日ごろアンケート用
紙を郵送します。ご協力をお願いし
ます。
対市内在住の６５歳以上の方（要介護
１～５の方を除く）
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

会社やお店の広告を載せてみませんか

まちだガイド広告募集
問広報課☎☎７２４・２１０１

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

３月中旬以降配布）　
費１枠４万円
募集枠数４枠（１枠＝縦３．８㎝×横
９㎝）
※最大２枠まで申し込めます。
申募集要項（町田市ホームページ
でダウンロード）を参照し、１月３１日
まで（消印有効）に郵送で広報課へ。
市HP まちだガイド  検索

公開している会議　傍聴のご案内
 

会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み
町田市教育委員会定
例会

１月１０日㈮午前
１０時から

市庁舎１０階会
議室１０－３～５

直接会場へ問教育総務
課☎☎７２４・２１７２

町田市立図書館協議
会

１月１４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

町田市立学校適正規
模・適正配置等審議会

１月１４日㈫午後
６時から

市 庁 舎２階 市
民協働おうえ
んルーム

南入り口から入り、直
接会場へ問教育総務課
　　　　☎☎７２４・２１７２

町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

１月２０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

町田市景観審議会 １月２１日㈫午後
２時～３時３０分

市 庁 舎２階 会
議室２－２

５人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づ
くり課（☎☎７２４・４２６７）へ

町田市高齢者・障が
い者虐待防止連絡協
議会

１月２７日㈪午後
２時３０分～４時

市 庁 舎２階 会
議室２－２

５人
（申し込み順）

事前に電話で障がい福
祉課（☎☎７２４・３０８９）へ

職　種 勤務場所 募集人数 報　酬 申込期限 申し込み・問い合わせ

１ ごみ収集作業員
町田リサイクル文化センター

１０人程度

月額１９万２２００円

１月２４日
３Ｒ推進課庶務係☎☎７９７・７１１１

２ 一般事務（３Ｒ推進課） 若干名 ３Ｒ推進課推進係☎☎７９７・０５３０

３ 一般事務（市民部） 市庁舎を含む市民部各課所管
施設のいずれか １５人程度 １月１４日正午 市民総務課☎☎７２４・４３４６

４ 一般事務（子ども総務課） 子ども総務課（市庁舎２階）
手当・医療費助成係＝５人

１月１５日
子ども総務課☎☎７２４・２１３９

企画総務係＝１人 子ども総務課☎☎７２４・２８７６

５ 一般事務（子ども総務課） 子ども総務課（市庁舎２階） ４人 月額１２万６０００円 １月１５日 子ども総務課☎☎７２４・２１３９

６ 保健師・看護師 健康推進課（市庁舎７階） 保健師または看護師どちらか１人 【保健師】月額２２万８０００円
【看護師】月額２１万６０００円 １月３０日 健康推進課☎☎７２５・５１７８

７ 特別支援教育支援員 市立小・中学校 ①年間１９２日間＝１０人程度
②年間１４４日間＝１０人程度

①月額１１万５２００円
②月額７万２０００円 １月１７日 教育センター☎☎７９３・３０５７

８ 生活指導補助者 市立小学校 １１５人程度 月額１０万８００円 １月２１日 指導課☎☎７２４・２１５４

　募集内容、勤務日数、申込方法等の詳細は、募集要項（町田市ホームページでダウンロード、または問い合わせ
先の各課窓口で配布）をご覧下さい。
任用期間４月１日～２０２１年３月３１日（８は４月１日～５月３１日）
※社会保険・雇用保険等勤務条件により加入有り／通勤手当の支給有り／１～７は勤務条件により期末手当の支
給対象となる場合有り

会計年度任用職員募集
▲町田市ホームページ
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お知らせお知らせ
ご覧（縦覧）いただけます

都 市 計 画 案
【①蓮田緑地整備事業関連②小山田
桜台地区関連③町田都市計画公園の
変更④町田都市計画道路の変更】
　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１月７日㈫～２１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①町田都市計画緑地の変更（第３４
号蓮田緑地）、地区計画の変更（竹桜
地区地区計画）、用途地域の変更②町
田都市計画地区計画の決定（小山田
桜台地区地区計画）、一団地の住宅施
設の変更（小山田桜台一団地の住宅
施設）、用途地域の変更、高度地区の
変更、防火地域及び準防火地域の変
更③町田都市計画公園の変更（第４・
３・７号町田スポーツ公園）④町田都
市計画道路の変更（町田３・４・１４号

三輪麻生線）
意見書の提出１月２１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

不動産公売のお知らせ
公売方法期間入札
入札期間１月３１日㈮～２月７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２月１２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下さい。ま
た、１月１０日に公売財産内容等を町
田市ホームページに掲載します。
問納税課☎☎７２４・２１２２

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、労働問題全般
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１月２６日㈰午前１０時～午後４時
（受付時間＝午前９時３０分～午後３
時３０分）
場鶴川市民センター１階第１会議室
問広聴課☎☎７２４・２１０２

行 政 経 営 監 理 委 員 会
【オープンイノベーションによる新
たな行政経営】
　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。
　今回は、民間との連携により、多様
なアイデア・技術などを活用するこ
とで現状を変革し、新たな価値を生
み出す「オープンイノベーション」に
よる行政経営について議論を行いま
す。
　委員会は公開で行い、傍聴できま
す。
日２月３日㈪午後２時～４時３０分
場市庁舎
定３０人（申し込み順）
申１月２４日までに電話で経営改革室
（☎☎７２４・２５０３）へ。
１月１１日に実施します

冬季献血キャンペーン
　当日、献血にご協力いただいた方
には、記念品を差し上げます（数に限
り有り）。
※骨髄バンクドナー登録会も同時開
催します。
日１月１１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ｃｏ
ｍｆｙ
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７
冬号を発行しました！～町田市　講
座・イベント情報誌

生涯学習ＮＡＶＩ　好き！学び！
　市内や近隣で１月～３月に開催ま
たは募集を開始する講座・イベント
等の情報を掲載しています。
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
大地沢青少年センター～７月分の

利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人

申１月１１日午前８時３０分から電話で
同センター（☎☎７８２・３８００）へ。
※初日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選、午後１時以降は申し
込み順に受け付けます。
※７月７日、１４日は利用できません。
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
７月分の

利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申１月１日午前８時３０分から電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ
（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）。
※７月２８日～８月１９日の夏期期間は
抽選です。詳細は今後の本紙等でお
知らせします。
ご利用下さい！

移動図書館“そよかぜ号”
　巡回日程・場所等の詳細は、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。
※システム更改のため、１月６日㈪ま
で休館します。
問さるびあ図書館☎☎７２２・３７６８、堺
図書館☎☎７７４・２１３１

催し・講座催し・講座
冬のおたのしみイベント

大人も楽しめる紙芝居
　大人も子どもも紙芝居と手遊びで
楽しみましょう。
日１月１０日㈮午前１１時～正午
場忠生図書館多目的室
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」
定３０人（先着順）
問忠生図書館☎☎７９２・３４５０

駅前連絡所の休所及び 
コ ン ビ ニ 証 明 書 自 動 
交 付 サ ー ビ ス の 休 止

　システムメンテナンスのため、
１月１８日㈯、１９日㈰は、町田・鶴川
・南町田の各駅前連絡所を休所し
ます。また、コンビニエンスストア
での証明書自動交付サービスも終
日休止します。
　ご不便をおかけしますが、ご理
解ご協力をお願いします。
※コンビニエンスストアは、１月
２０日㈪午前６時３０分からサービ
スを再開します。
問市民課☎☎７２４・２８６４

地域を守る消防団の雄姿をご覧下さい

町田市消防団出初式
問防災課☎☎７２４・３２５４

1月初旬から

「町田市わたしの便利帳」を全戸配布します
問広報課☎☎７２４・２１０１

　出初式では、消防団員の表彰式
に続き、消防団・町田消防署・町田
消防少年団の連携による消防救助
演習や、一斉放水を行います。
　また、玉川大学吹奏楽団の演奏
や、消防ポンプ車の展示、子ども用
防火服着用記念撮影コーナーもあ
ります。
※当日は、午前７時に市内消防器具
置場のサイレンを鳴らします。火
災とお間違えのないようご注意下
さい。

日１月１２日㈰午前９時～１１時
場町田第一小学校（雨天の場合、演
習は中止し、式典のみ体育館で実
施）

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

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
町田市地域防災計画2019年度修正 
第1章～3章（修正案）

問防災課☎☎７２４・３２１8
　２０１６年度の町田市地域防災計画修正以降の各種法改正や、東京都地
域防災計画（震災編）の修正を受け、市の防災対策を更に向上させること
を目的に、町田市地域防災計画第１章～３章を修正します。

○修正の概要　各種計画修正への対応＝東京都地域防災計画（震災編）
の反映　他／地域特性に応じた避難施設ごとの対策＝避難施設別避難者
数の推計結果の反映／法改正等への対応＝水防法・土砂災害防止法の改
正内容の反映　他／その他＝新たな浸水予想区域図の反映
○募集期間　１月８日㈬～２月５日㈬
○資料の閲覧・配布　計画（修正案）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の配布を行っています（各窓口で開所日・時
間が異なる）。
　防災課（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、各市民センター、各
駅前連絡所、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、または防災課ほか、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　防災課（〒１９４-８５２０、森野２-２-２２、市庁舎３階、☎☎７２４・３２１８
返 ０５０・３０８５・６５１９遍ｍｃitｙ４２８０@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、３月ご
ろに町田市ホームページ及び上記資料配布場所で公表します。

町田市消防団では、各地域で活躍する消防団員を募集しています。
消防演習での一斉放水の様子
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忠生で始める２０２０年のお仕事探し！
町田市介護人材バンク

【出張・相談登録会ｉｎ忠生市民センタ
ー】
　資格や経験は不問です。希望職種
や勤務形態などに応じて多様な働き
方を支援します。
対介護施設に就職を希望する方
日１月２２日㈬午後１時３０分～４時
場忠生市民センター会議室２
※事前予約は町田市介護人材バンク
へ（予約無しでの参加も可）。
問同バンク☎☎８６０・６４８０（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
介護の基本を学びたい方へ

基 礎 介 護 技 術 講 習 会
対市内在住の①家庭で介護をしてい
る方②介護職に就労したい、または
関心のある方③現在介護の仕事をし
ていて基本を学びたい方
日２月９日㈰午後１時～５時
場（社福）賛育会清風園
※車での来場を希望する方は、申し
込み時にお申し出下さい。
内認知症の基礎知識に関する講義、
移動・移乗介助、高齢者の疑似体験等
講（公社）東京都介護福祉士会
定４０人（申し込み順）
費③のみ４０００円（町田市介護サー
ビスネットワーク会員事業所職員は
２０００円）
申住所・氏名・電話番号を明示し、１
月３１日午後５時までに、電話または
ＦＡＸで、町田市介護人材開発センタ
ー（☎☎８５１・９５７８返８５１・９５７９、受
付時間＝祝休日を除く月～金曜日の
午前９時～午後５時）へ。
問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６
介護保険の住宅改修に伴う

施 工 業 者 向 け 研 修 会
　４月から３年間、市で介護保険住宅
改修の「受領委任払い事業者」として
登録を希望する住宅施工業者を対象
に、登録・更新に必要な研修会を開催
します。今年度から新規事業者、更新
事業者の区分を設けずに、１回のみ

の開催となります。また、今年度更新
となる対象事業者には、別途通知を
送付します。
対介護保険の住宅改修を行う施工業
者
日１月３０日㈭午後１時３０分～５時３０
分
場市庁舎
申１月２２日までに電話で介護保険課
（☎☎７２４・４３６６）へ。
こころいきいきつながろう

シ ル バ ー 展
　各団体の活動を紹介します。
日１月６日㈪～１０日㈮、午前８時３０
分～午後５時
※初日は午前１０時から、最終日は午
後３時までです。
※各団体の活動紹介以外は午前１０
時～午後３時です。
場イベントスタジオ及び多目的スペ
ース（市庁舎１階）
内町田市シルバー人材センター＝入
会・受注相談、会員作製の小物販売、
お囃

はや

子
し

等、町田市老人クラブ連合会
＝輪投げ体験、町田市ゲートボール
協会＝ゲートボール体験
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４１

家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日①１月１５日㈬午前１０時～正午②１
月１８日㈯午後１時３０分～３時３０分
場①和光大学ポプリホール鶴川３階
多目的室②特別養護老人ホーム第二
清風園
内①成年後見制度や地域福祉権利擁
護について学ぶ②薬剤師がサプリメ
ントの効果や食事、薬との関係につ
いて説明
定①２０人②３０人／申し込み順
申電話で①鶴川第２高齢者支援セン
ター（☎☎７３７・７２９２）へ②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
おいしく！楽しく！健康に！

男 性 料 理 教 室
対市内在住の６５歳以上の料理初心
者の男性で、全回参加できる方

日２月６日㈭、１４日㈮、２５日㈫、午前
１０時～午後１時、全３回
場町田市民フォーラム
定２０人（抽選、結果は１月２４日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申１月８日正午～１４日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２００１０８Ａ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

地 域 介 護 予 防 教 室
【みんなの食堂を高ヶ坂に作ろう！】
　高齢者の栄養について学びなが
ら、子どもを含めた多世代交流の場
「みんなの高ヶ坂食堂」を立ち上げる
ための方法や知識を学びます。
対市内在住のおおむね６５歳以上の
方
日１月１７日～３月２０日の金曜日、午
後２時～４時、全１０回
場ツクイ・デイサービス高ヶ坂（高ヶ
坂）
講管理栄養士　他
定２０人（申し込み順）
申１月４日～１５日に電話で南第３高
齢者支援センター（☎☎７２０・３８０１）
へ。
※当日及び講座に関することは、同

センタ－へお問い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

「 朝 湯 」で 気 持 ち よ く 
新 年 を 始 め ま せ ん か
　当日ご来場いただいた方には、先
着順でタオル（数量限定）をプレゼン
トします。詳細は、各浴場へお問い合
わせ下さい。
日１月２日㈭午前８時～午後２時
場大蔵湯（木曽町５２２）、金森湯（金森
３－２２－２１）
入浴料大人４７０円、小学生１８０円、未
就学児８０円
問金森湯☎☎７９６・５９２６、大蔵湯☎☎
７２３・５６６４、町田市産業政策課☎☎
７２４・３２９６

町田わんにゃん譲渡会
　町田動物愛護の会に所属するボラ
ンティア団体が保護犬、保護猫の譲
渡会を開催します。
※動物と触れ合うための場ではあり
ません。
※新しく飼い主になる場合は諸経費
がかかります。また、身分証明書を持
参して下さい。
対犬、猫を迎えたい家族
日１月２６日㈰午前１０時～正午
場子どもセンターつるっこ芝生広場
※駐車場に限りがありますので、公
共交通機関をご利用下さい。
問生活衛生課☎☎７２２・６７２７

日1月12日㈰午前7時30分～ 8時30分（売り切れ次第終了） 場教育センター駐車場 問農業振興課☎724・2166町田産新鮮野菜がいっぱい!日曜朝市

町田市立図書館1月、2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

①1月15日、19日、22日、29日、
2月12日、16日、19日、26日
②1月11日、18日、25日、2月1
日、8日、15日、22日、29日
③1月10日、24日、2月14日、
28日
④1月8日、2月5日

①午後2時30分から
（1月19日、2月16日は
午前11時から）
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

三島由紀夫展

「肉体」というｓｅｃｏｎｄ　ｌａｎｇｕａｇｅ
問町田市民文学館☎☎７３９・３４２０

　没後５０年を迎える現在まで、世界
中で読み継がれている作家・三島由
紀夫の展覧会です。「肉体」をキーワ
ードに、自筆原稿や創作ノートなど
から、三島作品をひも解きます。ま
た、三島が１９６４年の東京オリンピ
ックの際に執筆した、開会式や各競
技の観戦記を紹介するコーナーを設
け、作家の言葉から先のオリンピッ
クを回顧します。
会期１月１８日㈯～３月２２日㈰
休館日月曜日、第２木曜日（ただし２
月２４日は開館）
観覧時間午前１０時～午後５時
場同館２階展示室

関連イベント
【①展示解説】
　担当学芸員が解説をしながら、展
示室を巡ります。
日１月２５日㈯、２月１１日㈷、３月２２日
㈰、午後２時～２時４０分
場同館２階展示室

【②三島由紀夫原作「炎上」映画上映
会】
　「金閣寺」を原作とし、１９５８年に
公開された映画「炎上」（監督・市川
崑、主演・市川雷蔵）を上映します。
日２月９日㈰午後２時～３時５０分
場町田市民フォーラム
定１８０人（申し込み順）

【③佐藤秀明氏講演会「肉体のことば
～三島由紀夫の本心」】
　三島にとって「肉体」がどのような
意味を持ち、それが作品にどのよう
に表象されているのか、本展監修の
三島由紀夫文学館館長・佐藤秀明氏

に語っていただきます。
日２月１５日㈯午後２時～３時３０分
場同館２階大会議室
定８０人（申し込み順）

【④朗読会「橋づくし」】
　銀座界

かい

隈
わい

を舞台に、七つの橋を渡
って願掛けをする花柳界の女性たち
を描いた短編小説を朗読します。
日２月２４日（振休）午後２時～３時３０
分
場同館２階大会議室
講エフエムさがみパーソナリティー
・阿南京子氏
定６０人（先着順）

【⑤三島由紀夫原作「剣」映画上映会】
　同名小説を原作とし、１９６４年に
公開された映画「剣」（監督・三隅研
次、主演・市川雷蔵）を上映します。
日３月１日㈰午後２時～３時５０分
場同館２階大会議室
定６０人（申し込み順）

【⑥藤田三男氏講演会「担当編集者と
してみた三島由紀夫の一面」】
　編集者として見た三島作品の魅力
や装丁について、元担当編集者の藤
田三男氏に、三島とのエピソードを
交えながら語っていただきます。
日３月８日㈰午後２時～３時３０分
場同館２階大会議室
定６０人（申し込み順）　　　　　　　　

◇
申①④直接会場へ②③１月９日正午
から⑤⑥２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 ②２００１０９Ａ③
２００１０９Ｂ⑤２００２０６Ａ⑥２００２０６Ｂ
へ。

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）
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５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索市HP1月は「南町田グランベリーパークまちびらき」 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

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１月１８日、２５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①１月２１日㈫午後２時～３時３０分②
１月２１日㈫午後３時４５分～５時１５分③
１月３０日㈭午後２時～３時３０分④１月
３０日㈭午後３時４５分～５時１５分
内①基礎・経営～補助金を上手に活
用した経営をしよう②基礎・財務～
確定申告のポイントについて知ろう
③基礎・人材育成～労務管理の基礎
について学ぼう④基礎・販路開拓～
Ｗｅｂサイトの仕組みと始め方・ＳＮＳ
の特徴を知ろう
講①イグナル・コンサルティング　
林早苗氏②税理士法人春日会計事務

所・春日佑介氏③（株）ウィルパート
ナーズ・藤田知哉氏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
和光大学ポプリホール鶴川

和光大学レクチャーコンサート
【身近な音楽「ＪＡＺＺ」の楽しみ方　
第４弾～１９６４年オリンピックイヤ
ーの日本のジャズ】
　高度経済成長期の日本におけるニ
ッポンＪＡＺＺを「時代」「流行」等とと
もに、ひも解きます。
対小学生以上の方
日１月２７日㈪午後６時３０分～８時３０分

場和光大学ポプリホール鶴川
講ＭＪＱ（Ｍａｃｈｉｄａ Ｊａｚｚｏｏ Ｑｕｉｎｔｅｔ）
定２５０人（申し込み順）
費２０００円（支払いはクレジットカ
ードのみ、ＯＰクレジットカードで
購入の場合は１８００円）
申１月１１日までに、「小田急まなた
び」ホームページで申し込み。
問和光大学企画係大学開放フォーラ
ム☎☎０４４・９８８・１４３３、町田市文化
振興課☎☎７２４・２１８４

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。
　１月の特別プログラムは「羽子板」
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１月１２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１００～５２０円（参加プログラムに
よって異なる）

【初心者のための陶芸教室】
　マグカップを作ります。
対市内在住、在勤、在学の陶芸初心者

（小学生以下は保護者同伴）
日１月２６日㈰、２月２２日㈯、午前９時
３０分～午後０時３０分、全２回（１月２６
日は参加必須）
場同センター
内１日目＝粘土を成形、２日目＝絵付け
定３０人（抽選、結果は１月１４日ごろ
発送）
費１人６００円
申ハガキに「初心者のための陶芸教
室申込」と書き、参加者全員の住所・
氏名（ふりがな）・電話番号・年齢（学
年）・送迎バス利用の有無を明記し、
１月９日まで（必着）に大地沢青少年
センター（〒１９４－０２１１、相原町
５３０７－２）へ。
※ハガキごとに抽選します。グルー
プで申し込みの場合、ハガキ１枚に
全員の情報を明記して下さい。
※ＪＲ横浜線相原駅西口～同センタ
ー間の無料送迎バスを運行します。

◇
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１月１６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＝「箕田源
二郎」／おはなし＝「ゆきんこ」（ロシ
アの昔話）、「座頭の木」（日本の昔
話）、「コショウ菓子の焼けないおき
さきと口琴のひけない王さまの話」

（レアンダー作）
語り手（特）まちだ語り手の会
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は、１月７日午前９時
から電話で同館（☎☎７３９・３４２０）へ。

分譲マンション管理セミナー
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日・内２月９日㈰、午後１時３０分～３時
３０分＝講演会「東京防災学習セミナ
ー『みんなで進めるマンション防
災』」、午後３時３０分～４時４５分＝グ
ループ討議または個別相談会（希望
者のみ）
場市庁舎
講（株）防災ネットワーク研究所　代
表取締役・本瀬正和氏
定５０人（申し込み順）
申電話で住宅課（☎☎７２４・４２６９）へ。

まちだ男女平等フェスティバル
　東京大学名誉教授で社会学者の上
野千鶴子氏の講演や、軽食・喫茶など、
たくさんの企画を予定しています。
※詳細は「男女平等推進センターだ
より」（１月１０日の新聞折り込みのほ
か、各市民センター等で配布）をご覧
下さい。
日程２月１日㈯、２日㈰
場町田市民フォーラム

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

▲同センター
ホームページ

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

開館時間火～金曜日＝午前１０時
～午後５時（入場は午後４時３０分
まで）、土・日曜日、祝休日＝午前
１０時～午後５時３０分（入場は午後
５時まで）
休館日月曜日（祝休日の場合は開
館し、翌日休館）

町田市公立小中学校作品展

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

【中学校美術作品展】
　１月１０日㈮～１９日㈰

【小学校図画工作展】
　１月２４日㈮～２月２日㈰

【小学校書写展】
　２月７日㈮～１６日㈰
場同館企画展示室１

新収蔵作品展　Ｐｒｅｓｅｎｔ ｆｏｒ Ｙｏｕ

　２０１８年度後半～２０１９年度前

半にかけて同館が新たに収蔵した
作品の中から、主要な作品約６０点
を展示します。
会期１月５日㈰～２月１６日㈰
場同館企画展示室２

ルオーとシャガール

　２０世紀のパリで活躍した２人の
巨匠。約５０点の版画作品から、そ
れぞれの思いを読み解きます。
会期１月５日㈰～３月１日㈰
場同館常設展示室

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①～⑩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
（1日～３日、1３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 8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） 10日㈮

市内在住の方

電話予約制（随時）

④国税相談 ７日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）⑤不動産相談 1４日㈫

⑥行政手続相談 9日㈭

⑦少年相談 1４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

⑧国の行政相談 ７日㈫ 午後1時３0分～４時 直接市民相談室（市庁舎1階）へ

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

（1月1日～３日、1３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

⑩消費生活相談 午前9時～正午、
午後1時～４時

電話で消費生活センター相談専用電話（☎☎７22・0001）へ
※来所相談、電話相談ともに随時受付／土曜日は電話相談のみ

⑪空家に関する相談
（弁護士・宅地建物取引士） 1４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

小学校図画工作展出品予定作品



72020．1．1催しや講座など、申込方法の記載がない場合は直接会場へおいで下さい。

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

【粘土から作るＭｙ茶碗　Ｍｙ箸置】
　市立博物館が所蔵している陶磁器
作品の話を聞いた後、お茶

ちゃ

碗
わん

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１月２５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）
申１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２００１０７Ｃへ。
問同館☎☎７２６・１５３１

ヘルスアップクッキング
【冷凍野菜を活用してもう１品！】
日１月２９日㈬午前９時４５分～午後０
時３０分
場健康福祉会館

内栄養士の話、調理実習、会食
定２４人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申１月７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２００１０７Ｄへ。
問保健予防課☎☎７２２・７９９６

本格だしで味わう手打ちうどん
　だしのとり方とうどんの打ち方を
学べる調理実習です。
日１月２２日㈬午前１０時１５分～午後
１時３０分
場町田市民フォーラム
講町田市食育ボランティア　
定２０人（申し込み順）
費５００円

申１月７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２００１０７Ｂへ。
問保健予防課☎☎７２２・７９９６

創 作 童 話 コ ン ク ー ル 
表 彰 式・ 作 品 発 表 会
　受賞作品の表彰及び最優秀賞作品
の朗読、審査員による講評を行いま
す。
日２月２日㈰午後１時３０分開演（開場
は午後１時から）
場子ども創造キャンパスひなた村カ
リヨンホール
講評映画作家・大林宣彦氏、映像作家
・小林はくどう氏
問児童青少年課☎☎７２４・４０９７

●市立総合体育館☎☎７２４・
３４４０
【リラックス＆リフレッシュ
体操教室】
対市内在住の３０歳以上の方日２月
１２日～３月１１日の水曜日、午前９時
１５分～１０時１５分、午前１０時３０分
～１１時３０分、各全５回内有酸素運動
を取り入れた体操教室定各５０人（抽
選）費１７００円申同館ホームページ
で申し込み
●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
【脳トレ体操スクール】
対１６歳以上の方日１月２１日～２月
２５日の火曜日、午前１１時～正午、全
６回定３０人（抽選）費３６００円申往復
ハガキに必要事項を明記し、１月１０
日まで（必着）に同プールへ
【①水中ウォーク教室②初心者水泳
教室③泳法別水泳教室】
対市内在住、在勤で１８歳以上の健康
な方日①１月８日～２月５日の水曜
日、午前１０時～１１時②③１月９日～
２月６日の木曜日、②午前１０時～１１
時③午前１１時～正午、各全５回定各
２０人（抽選）費３０００円申電話で同プ
ールへ
●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　４月～６
月分申し込み】
　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炊事場での野外
炊事、手工芸や工作、広場や森での外
遊び等費施設利用料、材料費申４月
実施分＝１月５日午前１０時～１５日午
後５時、５月実施分＝２月１日午前１０
時～１５日午後５時、６月実施分＝３月
１日午前１０時～１５日午後５時に、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１月１８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１月５日
午前１０時から電話でひなた村へ
【ネイチャークラブ～焚

た

き火でレッ
ツパーリィ！】
対市内在住、在学の小学生日１月２６
日㈰午前１０時～午後１時内食べたい
食材を持ち寄り、みんなで分け合い
ながら、焚き火調理を楽しむ費２００

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。

円申１月５日午前１０時から電話でひ
なた村へ
●町田市フォトサロン☎☎７３６・
８２８１
【町田市美術協会共催事業～写真と
水彩画スケッチ講習会作品展】
日程１月１５日㈬～２０日㈪
【２０１９年　私のこの一枚写真展】
　皆さんから募集した「おすすめの
この一枚」を、いただいたコメントと
合わせて展示します日程１月２２日㈬
～２月２日㈰
【うめ写真展作品募集】
　日本各所で撮
影した早春を彩
る梅の写真を募
集します／写真
展は１月２９日㈬
～２月１１日㈷に
開催します定
３０人（先着順）
費５００円（１人２
点まで）写真サイズＡ４申応募票に記
入し、作品が折り曲がらないよう封
筒などに入れて、１月５日午前１０時
から直接同サロン１階受付へ
●町田市自然休暇村☎☎０２６７・９９・
２９１２
【スキー・スノーボードツアー】
　シャトレーゼスキーリゾート八ヶ
岳でスキー・スノーボードをします。
スキー教室（自費）もありますので、
初心者でも安心です。スキーのレン
タルもできますので、受付時にお申
し込み下さい／添乗員は同行しませ
ん。現地係員が対応します対市内在
住、在勤、在学の方とその同行者日２
月２９日㈯午前７時～３月１日㈰午後５
時ごろ、１泊２日、集合は町田ターミ
ナルプラザ、解散は町田駅周辺（予
定）宿泊先町田市自然休暇村（長野県
南佐久郡川上村）定４０人（抽選）／最
少催行人数は３５人です費大人
１万８８００円、子ども１万６８００円（リ
フト代、交通費、宿泊費、１日目の夕
食～２日目の昼食、保険料含む）／旅
行条件書、振込先は申込者に別紙で
ご連絡します旅行企画・実施ＪＷＴジ
ャパンウインズツアー（株）、長野県
知事登録第２－３９９号、全国旅行協
会会員・長野県旅行業協会会員（長野
県佐久市今井５３３－１、☎☎０２６７・６６
・１２６８〔代〕）、利用バス会社＝信濃
バス（長野県南佐久郡川上村樋沢
２３４）申１月１日午前８時３０分～１５
日午後５時に電話で自然休暇村（錆
０１２０・５５・２８３８）へ／２月１９日以
降の取り消しはキャンセル料が必要
です

※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 携帯電話版

町田市メール配信サービス急病急病ののときはときは

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
４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

５日㈰

午前９時～午後５時
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
ちょう内科医院（本町田２９３８-１） ☎☎７２９・５３４１

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 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
町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０

６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
７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
８日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１
９日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２
１０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
１１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

１２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 増子クリニック（能ヶ谷７-１１-５） ☎☎７３５・１４９９
内科、
小児科 中村クリニック（木曽東３-２０-２８） ☎☎７９２・００３３

耳鼻科 稲垣耳鼻咽喉科医院（原町田６-２２-１５）☎☎７２２・３１１５

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
町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８
あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１

１３日㈷

午前９時～午後５時
内科

栄山医院（金森２-２５-３０） ☎☎７２２・７４３０
しあわせ野医院（成瀬台２-４０-１） ☎☎７３９・０４７７
多摩境内科クリニック（小山ヶ丘３-２４）☎☎７０３・１９２０

耳鼻科 川野医院（森野１-１１-９） ☎☎７２６・７６７３

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
町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

１４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

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
☎ ＃＃ ８８ ００ ００ ００

または☎03・5285・8898

1月1日～3日の各医療機関については、12月15日号11面の保存版をご覧いただくか、
町田市医師会ホームページ、または町田市ホームページをご覧下さい。
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　市では、「木曽西・木曽東・木曽町・森野地区」「小
川・金森・金森東・つくし野・鶴間・成瀬が丘・南つく
し野・南成瀬・南町田地区」「高ヶ坂・中町・成瀬・成
瀬台・西成瀬・原町田・東玉川学園・南大谷地区」の
土砂災害ハザードマップを作成しました。
　このマップは土砂災害防止法に基づき、都が土
砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域を指定し
たことを受けて、その区域を地域の皆さんにお知
らせするものです。
　地図面では、土砂災害の危険がある
場所や、避難施設を確認することがで
きます。情報面には、土砂災害の基礎知
識や、避難についての情報等を掲載し
ています。
配布時期１月６日㈪から
配布方法①対象地区の住宅や事業所の
ポストに投函②防災課（市庁舎３階）、
各市民センター等の窓口で配布

　二十祭まちだ実行委員会の企画・運営で、ゲストによるパフォーマンスや来場
者参加型イベントを予定しています。また、新成人の皆さんが市立中学校在学時
（３年生）に書いたタイムマシン作文の返却コーナーもあります。
対市内在住の１９９９年４月２日～２０００年４月１日生まれの方
※町田市に住民登録のある新成人の方に案内ハガキをお送りしていますが、当
日は案内ハガキをお持ちでなくても入場できます。
日１月１３日㈷午後０時３０分開場、式典＝午後１時～２時（予定）
場市立総合体育館
※ステージでは手話通訳と要約筆記の案内もあります。
※公共交通機関をご利用下さい。
※近隣店舗等への駐車はご遠慮下さい。
車両交通規制（通行止め）を実施
　参加者の安全確保のため、隣接道路の
一部（地図内■部分）で車両の通行ができ
ません。
時間正午～午後３時

二十祭まちだ応援事業
問中央図書館☎☎７２８・８２２０

誕生日の新聞のコピーを
差し上げます
　新成人の皆さんに誕生日の新
聞のコピーをプレゼントします
（３ページまで）。
対市内在住の１９９９年４月２日～
２０００年４月１日生まれの方　
日１月７日㈫～３１日㈮の図書館
開館日
場各市立図書館
申申込書に必要事項を記入し、
直接各市立図書館のカウンター
へ（申し込みは本人に限る）。
※新聞のコピーは後日取りに来
ていただくか郵送となります。

　民法改正に伴い、２０２２年４月から成年年齢が現行の２０歳から１８歳に
引き下げられます。市では民法改正に先立ち、改正後に成人となる１４～
１７歳の市民を対象に、「成人式の実施年齢に関するアンケート」を実施し
ました。その結果、８割を超える方から「成人式は２０歳を対象に行うべき」
との回答をいただきました。
　また、成人式の対象年齢を１８歳に引き下げた場合、３学年が同時に対象
者となる２０２２年度は、会場確保や当日の運営に問題や混乱が生じる恐
れがあるため、町田市成人式（二十祭まちだ）は民法改正後も２０歳を対象
に実施します。
※アンケートの結果は、町田市ホームページでご覧いただけます。

東京2020オリンピック聖火リレー
の市内ルートが決まりました！

問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎☎７２４・４４４２

土砂災害ハザードマップを作成しました

【以下の方法で防災情報をお伝えしています】
○防災行政無線フリーダイヤル（錆０８００・８００・５１８１）　
　防災行政無線で放送した内容が確認できます。
○町田市メール配信サービス　
　防災行政無線で放送した情報や、町田市の気象警報に関す
る情報等をＥメールで配信します。

開催します町田市
成人式

町田市成人式「二十祭まちだ」

問防災課☎☎７２４・３２１８

　東京都初日の７月１０
日㈮、町田市にオリン
ピック聖火がやって来
ます。
　市内ルートは、４月
オープン予定の町田薬
師池公園四季彩の杜西
園ウェルカムゲートを
出発し、鎌倉街道、町田
駅前通り、原町田大通
りを経由して町田シバ
ヒロに到着する約５．８
㎞です。町田シバヒロ
では、聖火の到着を祝
うセレモニー「セレブ
レーション（聖火到着
式）」が行われます。
※走行時間や実施に伴
う交通規制について
は、決定次第、本紙や町
田市ホームページ等で
お知らせします。

鶴川街道

町田薬師池公園
四季彩の杜

今井谷戸交差点

菅原神社交差点

鎌
倉
街
道

町
田
街
道

子ども創造キャンパス
ひなた村

サン町田
旭体育館

町田警察署

小田急線
町田駅

JR横浜線町田駅
原町
田大
通り

町田バスセンター

町田市役所

森野南交差点

原町田五丁目交差点

町田郵便局
町田シバヒロ
ゴール地点

町田薬師池公園
四季彩の杜西園
ウェルカムゲー
ト

スタート地点

※イメージ図

堂之坂
公苑

恩田川

市立総合体育館
交差点

成瀬中央通り

市立総合
体育館

場桜美林大学（町田キャンパス）
内午前中＝福祉ジャーナリスト・
町永俊雄氏による基調講演及び認
知症の方の暮らしを撮影したドキ
ュメントムービーの上映、午後＝
これからのまちづくりの進め方に
ついて９つのテーマ別に、認知症
の方とさまざまな立場の方が議論

定４００人（申し込み順）
※午前の部のみ申し込みが必要です。
申１月８日正午～２月１３日にイベ
ントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）へ
（右記二次元バー
コードから申し込
みも可）。

　認知症の方の視点から、やさしいまちづくり
の進め方を考えます。イベントの詳細は、まちだ
Ｄマップホームページをご覧下さい。
対認知症の方や家族、支援者等
日２月１５日㈯午前１０時～午後５時

１月８日〜２月１２日の水曜日、市庁舎をオレンジ色にライトアップ

二十祭まちだを開催します二十祭まちだを開催します！！
問文化振興課（二十祭まちだ実行委員会事務局）☎☎７２４・２１８４

問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

町永俊雄氏

まちだＤサミット２まちだＤサミット２
“認知症の人にやさしい　　　“認知症の人にやさしい　　　

まちづくり”のすすめかたまちづくり”のすすめかた

問文化振興課☎☎７２４・２１８４

２０２２年度以降も２０歳を対象に実施します

登録は
こちらから


