
あなたの「困った」を解決します。
.....だけじゃありません。

防災行政無線を
聞き逃した !

土曜日だけど、
住民票がほしい！

親子で参加できる
イベントないかな？

ごみの出し方が
分からない！

友達に町田
を案内したい
のだけど…

災害が起こったら
どこに避難

したらいいの？
休日に子どもが
熱を出した！ 受診
できる病院は？

日
常
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な「
困
っ
た
」。

　
解
決
方
法
は「
広
報
ま
ち
だ
」

　
　…
…

だ
け
じ
ゃ
な
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ん
で
す
。
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●非核平和都市宣言
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人口と世帯（外国人含む） ２０１６年10月1日現在人口 ： 428,203人（ 男：210,244人・女：217,959人）（前月より137人増） ／ 世帯 ： 192,005世帯（前月より158世帯増）

まちだ HP 便利帳メール TV SNS



2 2016．11．1 広報まちだは、11月から1日・15日の2回発行に変わります

町田市メール配信サービス
で配信!
「夜間・休日診療情報」を配信して
います。

広報まちだでお知らせ!
「急病のときは」のコーナーで確認で
きます。

子どもが熱を出して、ぐったりしていて心配。
休日だけど、受診できる病院はあるかしら？

わたしの便利帳に掲載!
救急当番病院などを
確認できます。

住民票が急に必要になった。
今日は土曜日だけど、どこかでとれるの？

年末年始の 
ごみの出し方が分からない。

出したごみは、どうなるんだろう？
市のごみ処理の取り組みを知りたい!

町田市ホームページに掲載!
検索窓に「当番医」と入力し、「休日・
夜間診療医療機関及び急病のときの
問い合わせ先」から確認できます。

わたしの便利帳
に掲載!
避難場所が確認でき
ます。

便利帳

町田市ホームページに掲載!
検索窓に「休日窓口」と入力し、「窓口案内・休日窓口」
をクリック。「住民票・戸籍等証明書発行窓口案内」
から確認できます。

Eメールでお知らせが届くから便利

町田市メール配信サービス
防災やまちの安全、子育て、休日診療、イベントな
ど、暮らしに役立つ情報をメールで配信していま
す。必要な情報を選択して登録できます。

 QRコードからも登録できます→

メール配信　　　    検索 市HP
広報まちだ　     検索

すぐに手にとって読める

広報まちだ
市からの情報をお知らせする広報紙です。新聞折り込
みのほか、市内各所で配布しています。また、町田市ホ
ームページ、マチイロ、TAMA ebooks（本紙3面参照）
でも読むことができます。

5分間の映像で町田の魅力をチェック

まちテレ
市の取り組みから観光までさまざまな情報を紹
介するテレビ番組です。ケーブルテレビや町田市
ホームページ、YouTubeで見ることができます。
　過去の放送を見るなら、インターネットで検索
　　町田市  まちテレ 　 検索 

緊急情報を即時にお知らせ

町田市公式 Facebook・Twitter

町田市メール配信サービスで配信している「不審者・犯罪情報」
「防災情報」の一部、「気象・地震情報」、「Jアラート情報」などの
災害・緊急情報をFacebook・Twitterに投稿しています。
Facebook・Twitter内で「東京都町田市」と検索。

町田市メール配信
サービスで配信!
防災行政無線の放送内
容を配信しています。

町田市公式 Facebook
・Twitterに投稿!
防災行政無線の放送内容
の一部（避難勧告等の重要
な内容）が投稿されます。

メール

町田市メール配信
サービスで配信!
防災行政無線の放
送内容を配信して
います。

メール

検索窓から知りたいことを検索

町田市ホームページ
各種手続き方法や、施設
案内、イベント情報が分
かる町田市の公式ホー
ムページです。申請書の
ダウンロードもできま
す。パソコン版・スマート
フォン版・モバイル版が
あります。

市HP
市HP

まちだ

広報まちだ
でお知らせ!
「催し•講座」のコー
ナーで確認できます。

まちだ

便利帳 わたしの便利帳に掲載!
取扱窓口や取扱日時が確認できます。

便利帳
HP

町田市ホームページ 
に掲載!
トップページの「イベントカ
レンダー」から、各種イベン
トを確認できます。

HP

町田市ホームページに掲載!
検索窓に「ごみの出し方」と入力し、
「ごみの分け方・出し方」から確認で
きます。

HP

町田市ホームページに掲載!
トップページの「観光」から、観光情報を確認できます。

HP

HP

町田市ホームページに掲載!
トップページの「緊急情報」から「災害のときは」をクリッ
ク。避難場所等を確認できます（災害発生時はトップペー
ジの「重要なお知らせ」で、防災行政無線の履歴の確認が
できます。さらに、被害状況により、トップページが緊急
災害サイトに切り替わります）。

HP

メール

町田市メール配信サービスで配信!
各種イベントの情報を配信しています。メール

町田市メール配信
サービスで配信!
「ごみ・資源情報」を配
信しています。

メール

まちテレで放送!
vol.122「草戸山ハイキング」、vol.148「文化にふれる」など
市内の観光スポットを紹介しています。

TV

まちテレで放送!
vol.150「循環型社会を目指して」などの番組で、難
しい施策も分かりやすく映像で紹介しています。

TV

報まちだ 町田市ホ ムペ ジ

お出かけの予定が雨でキャンセル。
親子で参加できる
室内のイベントはないかな？

友達が町田に遊びに来るんだけど、
どこに連れて行こうかな？

大雨で避難勧告が出たみたい
だけど、どこへ行けばいいの？

まちだ

HP

メール

TV

日常生活の手引に

わたしの便利帳
日常生活に関わる市の業務を分かりやすくまとめたガイドブッ
クです。転入者に配布しています。また今年度は、NTTタウンペ
ージ（株）と協定を結び「別冊タウンページ・町田市わたしの便
利帳」を作成し、2017年1月からタウンページ町田市版と一緒
に全戸配布します。

便利帳

SNS

耳から手軽に町田の情報をチェック

東京町田インフォメーション
イベントや防災の情報などを、エフエムさがみ
（周波数：83.9MHz）で1日3回（5分間）放送していま
す。インターネットラジオでも聞くことができます。

防災行政無線が流れていたけど、
放送内容を確認したい。

町田市ホームページに掲載!
トップページの「町田市メール配信サービス」から、「不審者
・犯罪情報」・「防災情報」・「気象・地震情報」についてをク
リック。「メール配信履歴」から放送内容が確認できます。

HP

町田市公式 Facebook・Twitterに投稿!
防災行政無線の放送内容の一部（避難勧告等の重要な内
容）が投稿されます。

SNS

SNS

ジ

トカ
ベン

ジ

まちだ 広報まちだでお知らせ!
今年度は12月15日号でお知らせします。
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　「市民の意見は市政にどう反映されているのか知り
たい」、「誰にどの情報を伝えようとしているのか分から
ない」など、2015年度に実施した「『広報活動』に関する
意識調査」では、皆さんからさまざまなご意見をいただ
きました。市では、皆さんの意見をもとに広報活動を見
直し、その第一歩として、今号から「広報まちだ」をリニ
ューアルしました。
　新しい紙面では、市政に関する情報をより詳しく掘
り下げて伝え、読み手のニーズを意識した情報発信を
行っていきます。

　広報まちだは、スマートフォン・タブレット用アプリ
「マチイロ」をダウンロードすると、最新号や過去の記
事の閲覧などが簡単にできます。また、多摩地域の刊行
物をまとめて閲覧できるポータルサイト「TAMA ebo
oks（たまイーブックス）」でもご覧いただけます。

　市政に興味を持っていただくため、写真やイラストを使って、分かりやすくきめ細か
くお伝えします。

■市政を身近に感じる話題をお知らせ

あなたの「困った」を解決します。
.....だけじゃありません。

防災行政無線を
聞き逃した !

土曜日だけど、
住民票がほしい！

親子で参加できる
イベントないかな？

ごみの出し方が
分からない！

友達に町田
を案内したい
のだけど…

災害が起こったら
どこに避難

したらいいの？
休日に子どもが
熱を出した！ 受診
できる病院は？

日
常
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な「
困
っ
た
」。

　解
決
方
法
は「
広
報
ま
ち
だ
」

　
　……

だ
け
じ
ゃ
な
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で
す
。
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町田市
ホームページ
QRコード

人口と世帯（外国人含む） ２０１６年10月1日現在人口 ： 428,203人（ 男：210,244人・女：217,959人）（前月より137人増） ／ 世帯 ： 192,005世帯（前月より158世帯増）

まちだ HP 便利帳メール TV SNS

2 2016．11．1 広報まちだは、11月から1日・15日の2回発行に変わります

町田市メール配信サービス
で配信!
「夜間・休日診療情報」を配信して
います。

広報まちだでお知らせ!
「急病のときは」のコーナーで確認で
きます。

子どもが熱を出して、ぐったりしていて心配。
休日だけど、受診できる病院はあるかしら？

わたしの便利帳に掲載!
救急当番病院などを
確認できます。

住民票が急に必要になった。
今日は土曜日だけど、どこかでとれるの？

年末年始の 
ごみの出し方が分からない。

出したごみは、どうなるんだろう？
市のごみ処理の取り組みを知りたい!

町田市ホームページに掲載!
検索窓に「当番医」と入力し、「休日・
夜間診療医療機関及び急病のときの
問い合わせ先」から確認できます。

わたしの便利帳
に掲載!
避難場所が確認でき
ます。

便利帳

町田市ホームページに掲載!
検索窓に「休日窓口」と入力し、「窓口案内・休日窓口」
をクリック。「住民票・戸籍等証明書発行窓口案内」
から確認できます。

Eメールでお知らせが届くから便利

町田市メール配信サービス
防災やまちの安全、子育て、休日診療、イベントな
ど、暮らしに役立つ情報をメールで配信していま
す。必要な情報を選択して登録できます。

 QRコードからも登録できます→

メール配信　　　    検索 市HP
広報まちだ　     検索

すぐに手にとって読める

広報まちだ
市からの情報をお知らせする広報紙です。新聞折り込
みのほか、市内各所で配布しています。また、町田市ホ
ームページ、マチイロ、TAMA ebooks（本紙3面参照）
でも読むことができます。

5分間の映像で町田の魅力をチェック

まちテレ
市の取り組みから観光までさまざまな情報を紹
介するテレビ番組です。ケーブルテレビや町田市
ホームページ、YouTubeで見ることができます。
　過去の放送を見るなら、インターネットで検索
　　町田市  まちテレ 　 検索 

緊急情報を即時にお知らせ

町田市公式 Facebook・Twitter
町田市メール配信サービスで配信している「不審者・犯罪情報」
「防災情報」の一部、「気象・地震情報」、「Jアラート情報」などの
災害・緊急情報をFacebook・Twitterに投稿しています。
Facebook・Twitter内で「東京都町田市」と検索。

町田市メール配信
サービスで配信!
防災行政無線の放送内
容を配信しています。

町田市公式 Facebook
・Twitterに投稿!
防災行政無線の放送内容
の一部（避難勧告等の重要
な内容）が投稿されます。

メール

町田市メール配信
サービスで配信!
防災行政無線の放
送内容を配信して
います。

メール

検索窓から知りたいことを検索

町田市ホームページ
各種手続き方法や、施設
案内、イベント情報が分
かる町田市の公式ホー
ムページです。申請書の
ダウンロードもできま
す。パソコン版・スマート
フォン版・モバイル版が
あります。

市HP
市HP

まちだ

広報まちだ
でお知らせ!
「催し•講座」のコー
ナーで確認できます。

まちだ

便利帳 わたしの便利帳に掲載!
取扱窓口や取扱日時が確認できます。

便利帳
HP

に掲載!

トを確認できます。

HP

町田市ホームページに掲載!
検索窓に「ごみの出し方」と入力し、
「ごみの分け方・出し方」から確認で
きます。

HP

町田市ホームページに掲載!
トップページの「観光」から、観光情報を確認できます。

HP

HP

に掲載!
トップページの「緊急情報」から「災害のときは」をクリッ
ク。避難場所等を確認できます（災害発生時はトップペー
ジの「重要なお知らせ」で、防災行政無線の履歴の確認が
できます。さらに、被害状況により、トップページが緊急
災害サイトに切り替わります）。

HP

メール

町田市メール配信サービスで配信!
各種イベントの情報を配信しています。メール

町田市メール配信
サービスで配信!
「ごみ・資源情報」を配
信しています。

メール

まちテレで放送!
vol.122「草戸山ハイキング」、vol.148「文化にふれる」など
市内の観光スポットを紹介しています。

TV

まちテレで放送!
vol.150「循環型社会を目指して」などの番組で、難
しい施策も分かりやすく映像で紹介しています。

TV

報まちだ

お出かけの予定が雨でキャンセル。
親子で参加できる
室内のイベントはないかな？

友達が町田に遊びに来るんだけど、
どこに連れて行こうかな？

大雨で避難勧告が出たみたい
だけど、どこへ行けばいいの？

まちだ

HP

メール

TV

日常生活の手引に

わたしの便利帳
日常生活に関わる市の業務を分かりやすくまとめたガイドブッ
クです。転入者に配布しています。また今年度は、NTTタウンペ
ージ（株）と協定を結び「別冊タウンページ・町田市わたしの便
利帳」を作成し、2017年1月からタウンページ町田市版と一緒
に全戸配布します。

便利帳

SNS

耳から手軽に町田の情報をチェック

東京町田インフォメーション
イベントや防災の情報などを、エフエムさがみ
（周波数：83.9MHz）で1日3回（5分間）放送していま
す。インターネットラジオでも聞くことができます。

防災行政無線が流れていたけど、
放送内容を確認したい。

町田市ホームページに掲載!
トップページの「町田市メール配信サービス」から、「不審者
・犯罪情報」・「防災情報」・「気象・地震情報」についてをク
リック。「メール配信履歴」から放送内容が確認できます。

HP

町田市公式 Facebook・Twitterに投稿!
防災行政無線の放送内容の一部（避難勧告等の重要な内
容）が投稿されます。

SNS

SNS

まちだ 広報まちだでお知らせ!
今年度は12月15日号でお知らせします。

　他の広報ツールと連動し、読み手のニーズを意識
した情報発信を行い、月2回の発行でこれまで以上
に充実した情報をお知らせします。例
えば、QRコードの表示のある記事は、
町田市ホームページや、案内チラシな
どで詳細をご覧いただけます。

■1日•15日号の月2回発行に

　今回は、市民栄誉彰からモノレールに関わる施策、街
のイベントまで、タイムリーな情報をお知らせしてい
ます。

■最終面はタイムリーな情報を掲載

12 2016．11．1 市役所代表　辺042・722・3111　返042・724・5600　番号間違いにご注意下さい

広 告 欄
掲
載
の
お
問
い
合
わ
せ
は

広
報
課
☎
７
２
４
・
２
１
０
１
、

掲
載
内
容
に
つ
い
て
は
広
告
主

へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い

今号の広報紙は、13万9101部作成し、1部あたりの単価は18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）。

まちだわくわくスタンプラリー2016を行います
●　●　●　●

　お買い物は市内の商店街で！●　●　●　●　

　10月21日に市庁舎にて、リオ2016パラリンピ
ック競技大会の自転車女子タンデム個人ロードタ
イムトライアルで銀メダルを獲得した、町田市出
身・在住の鹿沼由理恵さんに、市民栄誉彰を贈呈し
ました。
　これは、スポーツや文化等で市民の栄誉となる
功績があった方に対して、市長が表彰するもので、
サッカー元日本代表の北澤豪氏、声楽家の東敦子
氏（故人）、サッカー元日本代表の戸田和幸氏、元F
1ドライバーの佐藤琢磨氏、工学博士の伊賀健一
氏に続いて6人目となります。
　鹿沼さんは、スタート直前に自転車の変速機が
壊れるというトラブルに見舞われるも、不屈の精
神力で、銀メダルを獲得されました。
　贈呈式後のインタビューでは、「何があっても戻
ってこられる町田があるから、国際大会で全力を
出し、世界で羽ばたけるんだなと感じます。町田で
生まれ育って良かったなと思っています」と話さ

　町田市を含む多摩27市町村で構成する「多摩地域
都市モノレール等建設促進協議会」は、10月24日に
国土交通大臣への要望書を国土交通省都市局の栗田
局長に手渡し、多摩都市モノレール延伸整備の実現
に向けて、建設費補助制度の一層の拡充や、財源確保
を含めた検討を進めることについて、要望活動を実
施しました。
　また、11月1日にも多摩都市モノレール株式会社
への要望活動を実施するなど、早期実現に向けた取
り組みを行っていきます。
問交通事業推進課☎724・4260

　市内の商店街を巡るスタンプラリーを、町田市商店会連合会と連携し
て行います。
　スタンプラリー参加店でお買い物をするなど、1回の購入が500円以
上（税込み）で1つスタンプがもらえ、異なる3つのお店でスタンプを集め
ると、抽選でいずれかのすてきな賞品が当たります。
　専用応募ハガキ付きのチラシ（裏面がスタンプシート）は、各参加店の
ほか市庁舎や各市民センター等で配布しています。
　この秋、地元の商店街に出かけませんか。

要望書を国土交通省都市局の栗田局長（右から2人目）に手渡
した町田市の山田副市長（左）と同協議会会長の清水氏（右）

前に健常の選手（田中まい選手）、後ろに視覚障がいの
選手（鹿沼由理恵選手）が乗ります

開催期間11月5日㈯～12月31日㈯
参加店参加する21商店会に加盟す
る約400店舗
※参加店には目印のポスターを掲示
しています。
※参加する商店会や店は、町田市ホ
ームページ及び町田市商店会連合会
ホームページでご覧いただけます。
※参加商店会及び参加店は変更とな
る場合があります。
応募方法スタンプシートに異なる3
つの店舗のスタンプを集め、次のい
ずれかの方法で応募して下さい。①
市庁舎や各市民センター、町田商工
会議所に設置してある専用の受付箱
へ投函（切手不要）②52円切手を貼
って郵送

応募締切2017年1月8日㈰
※郵送の場合は当日消印有効です。
賞品
●特別賞　
まちだシルクメロン（シルバー）＝20人
●1等A賞　
たかたのゆめ塩麹ロースステーキ＝20人
●1等B賞　
すぐに食べられる本ズワイガニセット＝20人
●2等A賞　
大自然が育んだいわて牛しゃぶしゃぶ用もも肉＝75人
●2等B賞　
骨柔らか焼魚・煮魚詰め合わせ＝75人
●2等C賞　
まちだ名産品詰め合わせ＝270人
問町田市商店会連合会☎723・6900、町田市産業観光
課☎724・3296

す

鹿沼　由理恵（かぬま　ゆりえ）
1981年5月20日、町田市生まれの35歳。
町田第六小学校・町田第二中学校・都立山崎高等
学校を卒業。
　元クロスカントリースキーヤーで、2010年
のバンクーバー冬季パラリンピックに出場し、
入賞するが練習中の事故で左肩を負傷し、自転
車競技へ転向。以後、パラサイクリングトラック
及びロードの世界選手権等において、優勝・入賞
など数多くの優秀な成績を収めている。

子どもセンターただ
ONの

子どもたちが作った
、くす

玉でお祝いしました

　「健康案内」、「募集」、「お知らせ」、「催し・講座」、「情報コーナ
ー」といった目的別の分類で掲載します。

■目的別の見出しで、探しやすく

　「急病のときは」、「暮らしに関する相談」、「イベントカレンダー」など
必要な情報を、見つけやすい一覧形式でお知らせします。

■一覧で検索しやすく

アプリ等でもご覧いただけます

問広報課☎724・2101

　1日号は赤の題字、15日号は青の題字です。文章は
これまでの縦書きから横書きになり、文字が読みや
すくなりました。

■デザインを一新、読みやすく
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ここが変わった!
広報まちだ

1日号・15日号の月2回発行

3
日

★内山胃腸科（内）
旭町1-15-23 ☎728・1371

★にしむら内科クリニック（内）
大蔵町2222-5 ☎708・1024

6
日

★しあわせ野医院（内）
成瀬台2-40-1 ☎739・0477

★たまがわ医院（内）
玉川学園4-16-40 ☎720・3888
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●町田市歯科医師会休日応急歯科診療所（日曜
日、祝休日）、町田市歯科医師会障がい者歯科診療
所（水・木曜日〔祝休日を除く〕）、いずれも午前9
時～午後5時、受け付けは4時30分まで（予約制）
＝健康福祉会館内☎725・2225
 
●町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック
（小）（日中帯＝日曜日、祝休日の午前9時～午後5
時〔受け付けは午前8時45分～午後4時30分〕、準
夜帯＝毎日の午後7時～10時〔受け付けは午後6
時～9時30分〕）＝健康福祉会館内☎710・0927
 
●休日耳鼻咽喉科急患診療（いずれも午前9時～
午後5時）、3日＝川野医院（☎726・7673、森野1
-11-9）、13日＝ほづみ耳鼻いんこう科・小児科医
院（☎728・0275、南大谷1426-138）

急病のときは ※いずれの機関も受診する前に必ずお電話を。
※救急措置・応急処置を行います。専門的治療については、他の医療機関につなげる場合があります。

●月～土曜日の救急当番病院（内科系）
月～土曜日の午後7時～翌朝8時（土曜日は午後1時から）

診察日 病院名 電　話 住　所

1日、8日㈫ 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

2日㈬、10日㈭ 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

4日㈮、12日㈯ 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

5日㈯、11日㈮ あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

7日、14日㈪ 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

9日㈬ 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

●日曜日、祝休日の救急病院
日曜日、祝休日の午前9時～翌朝9時
診察日 病院名 電　話 住　所

3日㈷
内科系 ふれあい町田ホスピタル ☎798・1121 小山ヶ丘1-3-8

外科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

6日㈰
内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

外科系 おか脳神経外科 ☎798・7337 根岸町1009-4
町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

13日
㈰

内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

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

お知らせお知らせ
ご協力下さい～2016年度
全国ひとり親世帯等調査
　この調査は、国が、全国のひとり親
世帯等の生活の実態を把握し、福祉
施策の充実を図るための基礎資料を
得る目的で行います。都が任命した
調査員が各世帯を訪問します。
　調査票に記載された内容について
は、厳しく秘密が守られ、統計以外の
目的に使用されることは決してあり
ません。
対母子世帯、父子世帯、父・母のいな
い児童のいる世帯（養育者世帯）
日11月14日㈪まで
問子ども家庭支援センター☎724・
4419

身近な地域で保育の仕事をしてみま

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。
【耐震改修】
対1982年1月1日以前に建築された
住宅を、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
を超えるもの）を行ったもの
内固定資産税額の2分の1を減額（1
戸当たり床面積120㎡相当分を上限）
減額期間2016年1月～12月に工事
が完了した場合＝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）
※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。
【バリアフリー改修】
対新築された日から10年以上を経

内固定資産税額の3分の1を減額（1
戸当たり床面積120㎡相当分を上
限）
減額期間改修工事完了の翌年度1年
度分
※バリアフリー改修及び省エネ改修
に伴う減額は、各々の申告により同
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。
問資産税課☎724・2118

お知らせをお送りしました
ジェネリック医薬品
　次の方に、「ジェネリック医薬品に
関するお知らせ」を10月31日にお
送りしました。
対町田市国民健康保険に加入してい
る方で、今年7月に薬の処方を受け、
生活習慣病に関連する新薬からジェ
ネリック（後発）医薬品に変更した場
合、1か月の自己負担額が200円以



4 2016．11．1 電話（☎042・724・5656）やインターネットのイベント申込システム（ イベシスで検索）
で申し込みができます。コード＝インターネット申し込みができます。イベント申込システム 町田市イベントダイヤル

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

健康案内健康案内
受診はお済みですか
成 人 健 康 診 査
　市では、40歳以上の町田市国民健
康保険加入者、町田市民で後期高齢
者医療被保険者証をお持ちの方に受
診券をお送りしています。この健診
は、メタボリックシンドロームの早
期発見と予防を目的としています。
　11月から来年1月末にかけて、受
診をお勧めする電話をおかけする場
合があります。その際、まだ受診がお
済みでない方には、受診していない
理由やご意見などをお伺いします。
今後の受診率の向上や制度の改善に
役立てていきますので、ご協力をお
願いします。
※電話は、市が業務を委託した（株）
名
めい

豊
ほう

（☎0800・200・0072）から、番
号を通知しておかけします。その際
に金銭の振り込みを依頼することは
ありません。
※健診の詳細は市HP 成人健診  検索
問保険年金課☎724・2130

お知らせお知らせ
年 末 保 育
対市内在住または市内の認可保育園
・認定こども園（2号認定・3号認定）
に在園し、12月1日現在、満6か月以

上の未就学児の保護者で、就労のた
め保育が必要な方
日12月29日㈭、30日㈮、午前7時～
午後7時の間で保護者の方の就労時
間（通勤時間を含む）
場町田保育園
費午前8時30分～午後5時の間は30
分につき250円、午前7時～8時30
分、午後5時～7時は30分につき300
円
申申請書と年末勤務証明書を12月
12日まで（必着）に、直接または郵送
で同保育園（〒194－0013、原町田
6－26－15、受付時間＝午前8時30
分～午後5時）へ。
※申請書は12月12日まで町田市ホ
ームページでダウンロードできま
す。また、子育て推進課（市庁舎2階）
でも配布します。
問子育て推進課☎724・4468

募集します
技 能 功 労 者
永 年 勤 続 従 業 員
　市と町田商工会議所では、技能職
団体から推薦された技能功労者と、
事業主から推薦された永年勤続従業
員を表彰しています。
　推薦基準を確認のうえ、推薦する
場合は、11月25日㈮までに推薦書
を産業観光課（市庁舎9階）、または
町田商工会議所へ提出して下さい
（所定の用紙は、両提出場所に有り）。
※2017年2月6日㈪に市庁舎3階で
表彰式を行う予定です。
【技能功労者】
対主として、市内で技能的職業に従

事し、市内に引き続き5年以上居住
している、経験年数25年以上、年齢が
50歳（2016年10月1日現在）以上で、
優れた技能を持ち、徳行が著しく、後
進の模範となっている方
※過去に同一の表彰を受けた方は対
象外です。
【永年勤続従業員】
対市内の同一の中小企業に勤務し、
勤続年数が①10年以上②20年以上
③満30年（いずれも2016年4月1日
現在）の方
※過去に同一年の表彰を受けた方は
対象外です。
問産業観光課☎724・2129、町田商
工会議所☎722・5957

市庁舎4階屋上花畑
新規ボランティア募集
　草花の植え付けや野菜の種まき、
収穫などの維持管理をしていただく
ボランティアと、屋上花畑の活動の
サポートとPRイベントの企画や実
施をしていただく運営サポーターを
募集します。
対屋上花畑ボランティア＝市内在
住、在勤、在学の方、屋上花畑運営サ
ポーター＝高校生以上の学生
活動期間2017年4月1日～2018年
3月末
申所定の応募用紙（庁舎活用課〔市庁
舎5階〕で配布、町田市ホームページ
でダウンロードも可）に記入し、12
月22日午後5時まで（必着）に直接、
郵送、FAXまたはEメールで庁舎活
用課へ。
【ボランティア・運営サポーター募集

説明会を開催】
日11月27日㈰午前10時～正午
場市民協働おうえんルーム（市庁舎
2階）
定50人（申し込み順）
申参加者全員の氏名・代表者電話番
号・参加人数（5人まで）を明示し、11
月1日正午～23日にイベントダイヤル
（☎724・5656コード161101C）へ。
問庁舎活用課☎724・2165

ひとり親家庭等への
医 療 費 助 成 制 度
　ひとり親家庭またはそれに準ずる
家庭に対して、医療費を助成します。
【該当する方は申請を】
対18歳に達する日の年度末までの
間にある児童（一定の障がいがある
場合は20歳未満）を現に扶養してい
る、次のいずれかに該当する方　①
ひとり親家庭の父または母②父また
は母が配偶者からの暴力（DV）で裁
判所からの保護命令が出された家庭
③父または母に一定の障がいがある
家庭④父または母が1年以上拘禁さ
れている、または児童の養育義務を
放棄している家庭⑤両親がいない児
童を養育している養育者
内医療機関で支払う保険診療の自己
負担分を助成（住民税が課税されて
いる世帯は一部負担金有り）
※申請者及びその扶養義務者（同居
の父・母等）の所得制限があります。
所得限度額や申請に必要な書類等の
詳細はお問い合わせ下さい。
【現況届の提出について】
　「児童扶養手当証書」をお持ちの方
（平成28年度は桃色の証書）は、ひと
り親家庭等医療費助成制度の現況届
を省略できます。
※公的年金受給等の理由で児童扶養
手当を受給していない方には、10月
末に現況届の用紙をお送りします。
11月14日までに提出して下さい
（郵送可）。
【申請事項が変わった際は】
　住所・お使いの健康保険証・同居の
方等、子ども総務課に届け出した内
容に変更があった場合は、必ず変更
届の提出をお願いします。
※各市民センター等では受け付けま
せん。
問子ども総務課☎724・2143

作成しました 問防災安全課☎724・3218

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 11月4日㈮
午前10時から

市庁舎10階会議室
10－3～5

会議当日に教育総務課（市庁舎10
階、☎724・2172）へ

町田市保健所運営協議会 11月7日㈪
午後7時～9時

市庁舎2階会議室
2－1 5人（申し込み順） 事前に電話で保健総務課（☎724・

4241）へ
町田市情報公開・個人情報保護運営
審議会

11月14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

町田市景観審議会専門部会（南町田）11月14日㈪午後2時～4時
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
町田市指定管理者管理運営状況評価
委員会（対象施設＝わくわくプラザ
町田、デイサービス鶴川・森野、玉川
学園高齢者在宅サービスセンター）

11月17日㈭
午後1時30分から

市庁舎2階会議室
2－1 10人（申し込み順）事前に電話で総務課（☎724・2108）へ

町田市地域包括支援センター運営協
議会

11月17日㈭
午後5時～6時30分

市庁舎2階会議室
2－2 5人（申し込み順） 事前に電話で高齢者福祉課（☎724

・2140）へ

町田市都市計画審議会 11月18日㈮
午前10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

　土砂災害から国民の生命身体を守るた
めに、2001年4月に施行された「土砂災
害防止法」に基づく「土砂災害警戒区域
等」の指定に関する説明会を開催します。
対小野路町、三輪町、三輪緑山に在住の方
日・場11月17日㈭、午後3時から、午後7
時から＝鶴川市民センター、11月22日
㈫、午後3時から、午後7時から＝三輪コ
ミュニティセンター、いずれも1時間程
度（各回とも同一内容）
※駐車場に限りがあります。
※詳細は、東京都南多摩東部建設事務所
工事課☎720・8671、または（公財）東京
都公園協会立川事務所☎042・527・
9761へお問い合わせ下さい。

鶴川地区の土砂災害ハザードマップ鶴川地区の土砂災害ハザードマップ
　市では、鶴川、大蔵町、広袴、広袴町、真光
寺、真光寺町、能ヶ谷の「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、土砂災害の危険のある場所
や、避難する場所を確認することができま

す。情報面には、土砂災害についての基礎知
識や、避難についての情報等を掲載してい
ます。
配布期間11月1日㈫から2週間程度
配布方法①対象地区の住宅や事業所のポス
トに投函②防災安全課（市庁舎3階）、各市
民センター等の窓口配布
※他の地域のハザードマップは、
市HP 土砂災害に備えて 検索

土砂災害ハザード
マップ

【市では、次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
　防災行政無線で放送した内容を、
通話利用料金のかからないフリーダ
イヤルで確認できます。
電話番号錆0800・800・5181

○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。

市HP メール配信サービス　　 検索
メール配信
サービス
QRコード

開 催 し ま す
土砂災害警戒区域等の
指定に関する説明会
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お知らせお知らせ
ご協力下さい～2016年度
全国ひとり親世帯等調査
　この調査は、国が、全国のひとり親
世帯等の生活の実態を把握し、福祉
施策の充実を図るための基礎資料を
得る目的で行います。都が任命した
調査員が各世帯を訪問します。
　調査票に記載された内容について
は、厳しく秘密が守られ、統計以外の
目的に使用されることは決してあり
ません。
対母子世帯、父子世帯、父・母のいな
い児童のいる世帯（養育者世帯）
日11月14日㈪まで
問子ども家庭支援センター☎724・
4419

身近な地域で保育の仕事をしてみま
せんか
保育士就職支援研修・
就 職 相 談 会
　就職相談会のみ参加の方は、直接
会場へおいで下さい。
対保育士資格を有する方、または資
格取得見込みの方
日11月23日㈷①午前10時～午後2
時30分②午後2時30分～4時
場町田市文化交流センター
内①就職支援研修＝就職に向けた最
近の保育事情などの講義、保育園園
長や先輩保育士による講話（予定）②
就職相談会＝町田市及び近隣区市の
民間認可保育園等がブースを出展
し、就職に関する質問等の受け付け
や、求人情報を提供
定就職支援研修＝100人（申し込み順）
申申込書（子育て推進課〔市庁舎2
階〕で配布）に記入し、郵送またはFAX
で（株）アイフィス（〒112－0005、
文京区水道2－10－13、☎03・5395
・1201返03・5395・1206）へ（東京
都保育人材・保育所支援センターホ
ームページで申し込みも可）。
問子育て推進課☎724・4468

住宅改修に伴う固定資産税（家屋）の
減 額 制 度
　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。
【耐震改修】
対1982年1月1日以前に建築された
住宅を、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
を超えるもの）を行ったもの
内固定資産税額の2分の1を減額（1
戸当たり床面積120㎡相当分を上限）
減額期間2016年1月～12月に工事
が完了した場合＝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）
※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。
【バリアフリー改修】
対新築された日から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
50万円を超えるもの）を行ったもの
内固定資産税額の3分の1を減額（1
戸当たり床面積100㎡相当分を上
限）
減額期間改修工事完了の翌年度1年
度分
【省エネ改修】
対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50万円を超えるもの）を行
ったもの

内固定資産税額の3分の1を減額（1
戸当たり床面積120㎡相当分を上
限）
減額期間改修工事完了の翌年度1年
度分
※バリアフリー改修及び省エネ改修
に伴う減額は、各々の申告により同
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。
問資産税課☎724・2118

お知らせをお送りしました
ジェネリック医薬品
　次の方に、「ジェネリック医薬品に
関するお知らせ」を10月31日にお
送りしました。
対町田市国民健康保険に加入してい
る方で、今年7月に薬の処方を受け、
生活習慣病に関連する新薬からジェ
ネリック（後発）医薬品に変更した場
合、1か月の自己負担額が200円以

上軽減できる方
※ジェネリック医薬品に変更を希望
する方は、医師、薬剤師にご相談下さ
い。
問保険年金課☎724・2130

町田市民文学館
研 究 発 表 会 の 記 録

【「いま蘇
よみが

える江戸の俳人　五十嵐梅
夫・浜藻の旅と俳諧」がまとまりまし
た！】
　昨年11月に同館で行われた市民
研究員による研究発表会の記録集
（A4判・74ページ）がまとまりまし
た。
　町田ゆかりの江戸時代の俳人、
五十嵐梅

ばい

夫
ふ

・浜
はま

藻
も

の俳諧活動に関す
る論文5本と、梅夫編「いがらし句
合」（寛政10年刊・全8丁）の翻刻が収
録されています。記録集は、同館で頒
布しています。
問同館☎739・3420

　税務署及び市役所では、年末調整の方法並びに法定調書・給与支
払報告書の作成・提出方法等に関する説明会を開催します。なお、
説明会では「年末調整のしかた」などを用いて説明しますので、関
係書類等を必ずお持ちのうえ、直接会場へおいで下さい。

事業所で給与支払事務を担当している方対象
平成28年分 年末調整等説明会開催のお知らせ

※申し込みできる方は市内在住、在勤、在学の方が過半数のグループ
　または個人です。
※5月1日、2日、8日、9日、16日、23日、30日は利用できません。

5月分の利用　11月5日から受付開始
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

電話受付です 782・3800

（長野県南佐久郡川上村）

5月分の利用 11月1日から受付開始

電話受付です  0120・55・2838

※5月9日、10日は利用できません。

　入札参加案内、契約条件等の詳
細は、「市有地売却のご案内」をご
覧下さい。
※案内書は、管財課（市庁舎5階）、
各市民センター等で配布するほ
か、町田市ホームページでダウン
ロードもできます。郵送希望者は
早めにお問い合わせ下さい。

入札参加資格個人及び法人
申11月21日まで（受付時間＝午前
8時30分～午後5時〔土・日曜日、
祝日を除く〕）に直接管財課へ（郵
送も可、11月14日まで〔消印有効〕）。
入札日11月28日㈪
場入札室（市庁舎5階）
問管財課☎724・2151

売却予定物件
物件
番号 所在・地番 地　目 地　積 用途地域 建ぺい

率 容積率 最低売却
価格

1
相原町字境205番3
相原町字境215番1
相原町字境215番2

雑種地

420㎡
309㎡
59㎡

第一種低層
住居専用
地域

40％ 80％ 4701万円

2 相原町字境215番4
相原町字境216番1

18㎡
394㎡

第一種低層
住居専用
地域

40％ 80％ 2808万円

3 木曽西二丁目4番19 630㎡ 準工業地域 60％ 200％ 4633万円
※ 物件番号3　「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内に存在し、土地の現況を変更
する場合には文化財保護法第93条に基づく届出を提出する必要があります。
※事情により売却を中止、または一部変更する場合もあります。

日　時 会　場 対象地域等

11月14日㈪
午後1時30分～3時30分 忠生市民センター

相原町・小山ヶ丘・小山田桜台・
小山町・上小山田町・下小山田町
・図師町・忠生・常盤町・根岸・根
岸町・矢部町・山崎・山崎町

11月18日㈮
午後1時30分～3時30分 南市民センター

小川・金森・金森東・つくし野・鶴
間・成瀬・成瀬が丘・西成瀬・南つ
くし野・南成瀬・南町田

11月22日㈫
午前10時～正午

健康福祉会館

高ヶ坂・中町・成瀬台・原町田・東
玉川学園・南大谷・官公庁

11月22日㈫
午後2時～4時

旭町・木曽西・木曽東・木曽町・玉
川学園・本町田・森野

11月25日㈮
午後1時30分～3時30分 鶴川市民センター

大蔵町・小野路町・金井・金井町
・真光寺・真光寺町・鶴川・能ヶ
谷・野津田町・広袴・広袴町・三輪
町・三輪緑山・薬師台

※対象地域の説明会に出席できない場合には、他の地域の説明会に出席できます。
※説明会場への車での来場はご遠慮下さい。
※説明会の開始30分前から、会場の受付で年末調整関係用紙を配布します。
※ 給与支払報告書の配布は、左記会場及び市民税課（市庁舎2階）、各市民センター等で
11月1日から行います。なお、電算機用連続用紙は左記会場及び市民税課のみの配布
となります。

【問い合わせ】
○説明会、源泉所得税関係について
　町田税務署源泉所得税担当☎728・7211（内線215または290）
○用紙請求（税務署関係）、法定調書関係について
　町田税務署管理運営部門☎728・7211（内線531または533）
※ 自動音声案内で「2」番(税務署)を選択して下さい。なお、年末調整のしかたなど国税に
関する一般的な相談については「1」番を選択し、電話相談センターをご利用下さい。

○用紙請求（市役所関係）、給与支払報告書及び住民税特別徴収について
　町田市市民税課☎724・2114、2117

　11月9日㈬は、館内設備点検及び
一斉清掃のため臨時休館します。
問同館☎860・4835、町田市産業
観光課☎724・2128

小野路宿里山交流館
臨時休館のお知らせ

市が所有している土地を一般競争入札で売却します
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催し・講座催し・講座
第4回ふれあいコンサート
対6歳以上の方
日2017年1月15日㈰午後2時30分
開演
場忠生市民センター
出演山本有紗（バイオリン）、中村安
里（オーボエ）、安岡奈緒（ピアノ）
定300人（申し込み順）
費500円（全席自由）
申11月15日正午からイベントダイ
ヤル（☎724・5656コード161115
A）へ。
問町田市民ホール☎728・4300、町

田市忠生市民センター☎791・2802

国 際 版 画 美 術 館
【①木版画一日教室～手作りの年賀
状】
　水性木版画（単色または2色）で年
賀状を作ります。
日12月6日㈫、7日㈬、いずれも午前
10時30分～午後4時（各日とも同一
内容）
講版画家・木下泰嘉氏
定各16人（抽選、結果は11月16日ご
ろ発送）
【②リトグラフ一日教室】
日12月17日㈯午前11時～午後4時
内単色刷りの小品（約15㎝×20㎝）
を制作しながら、リトグラフの技法
を学ぶ（道具、材料は同館で用意）

講版画家・小森琢己氏
定8人（抽選、結果は11月25日ごろ
発送）

◇
対高校生以上の初心者
場同館
費各3000円
申講座名・（①は参加希望日〔いずれ
か1日のみ〕）・受講者住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号・年齢（任意）を明
示し、①11月1日正午～13日②11
月11日正午～21日にイベントダイ
ヤル（☎724・5656コード①161101
D②161111A）へ（国際版画美術館
ホームページで申し込みも可）。
問同館☎726・2889

まちだ雑学大学・市立博物館共催講
演会

工 芸 美 術 と 学 芸 員
　学芸員とはどういう仕事？古今東
西の工芸美術品を所蔵する市立博物
館の魅力と学芸員の日々を紹介しま
す。
日11月24日㈭午後2時～4時
場町田市民文学館
講市立博物館学芸員
定60人（申し込み順）
申11月8日正午からイベントダイヤ
ル（☎724・5656コード161108A）
へ。
問まちだ雑学大学☎745・7608、市
立博物館☎726・1531

エ コ 講 座
　「eco検定」の内容から分かりやす
く解説します。
※町田商工会議所後援の講座です。
対市内在住、在勤の方
日11月15日㈫午前9時30分～午後
4時30分
場町田商工会議所
定20人（申し込み順）
費500円（教材費）
申講座名・住所・氏名・電話番号・勤務
先（在勤の方）を明示し、11月8日ま
で（必着）に電話、FAX、ハガキまた
はEメールで、（一財）まちだエコラ
イフ推進公社（〒194－0202、下小
山田町3160、☎797・9617返797・
9881遍ecokoza＠m‒ecokosha．
or．jp）へ。
問環境政策課☎724・4379

図 書 館 入 門 講 座
　図書館を、もっと便利に使ってみ
ませんか。
対市内在住、在勤、在学の高校生以上
の方
日11月21日㈪午前10時～正午

場中央図書館
内資料の分類や検索パソコンの使い
方の説明、通常は公開していない書
庫等の館内見学
定10人（申し込み順）
申11月4日午前10時から直接また
は電話で同館4階メインカウンター
（☎728・8220）へ（2人まで申し込
み可）。

薬物乱用防止講演会
【多様化する薬物乱用～最近の問題
から】
日12月19日㈪午後6時～7時30分
場町田市民フォーラム
講（国研）国立精神・神経医療研究セ
ンター精神保健研究所薬物依存研究
部依存性薬物研究室室長　舩田正彦
氏
定130人（申し込み順）
申11月2日正午～12月14日にイベ
ントダイヤル（☎724・5656コード
161102E）へ。
問健康推進課☎724・4236

子どもからの
人権メッセージ発表会
　町田市をはじめとする多摩17市
町村の小学生が、人権についての体
験を発表します。鶴川第二小学校児
童による合唱もあります。
※直接会場へおいで下さい。
日11月19日㈯午後1時～4時（開場
は午後0時30分）
場町田市民ホール
定800人（先着順）
問福祉総務課☎724・2133

キラリ☆まちだ祭の催事について
　本紙10月21日号でご案内した
2016キラリ☆まちだ祭のイベント
について、11月5日㈯の町田シバヒ
ロ会場で実施を予定していた町田夢
舞生ッスイ祭（よさこい踊り）が、諸
事情により中止になりました。
　なお、11月6日㈰は予定通り全会
場で実施します。
問農業振興課☎724・2166

1～3月分申し込み
ひなた村プログラムサービス
　子ども会や子どもサークル等に、
野外炊飯や工作、遊びなどを職員が
指導します。出張指導もあります。
費材料費
申1月分の申込日＝11月6日、2月分
の申込日＝12月4日、3月分の申込
日＝1月8日、いずれも午前10時～
10時30分に電話でひなた村（☎
722・5736）へ。

町田市民文学館 開館10周年記念

問町田市イベントダイヤル☎724・5656（受付時間＝午前7時～午後7時）、
　広聴課☎724・2102

町田市イベントダイヤル
インターネットでイベントの申し込み
ができるようになりました

秋のまちだ名産品フェア秋のまちだ名産品フェア

市庁舎にまちだ名産品が勢ぞろい！

新規認定品が初お披露目新規認定品が初お披露目

　9月に「まちだ名産品」として認定
された60品目が勢ぞろいします。
　当日は、名産品の認定を受けたお
店で組織する「まちだ名産品のれん
会」の皆さんが販売を行います。調理
販売や商品の試食（一部）もありま
す。
※直接会場へおいで下さい。
日11月10日㈭、11日㈮、いずれも午

前10時～午後3時
場販売＝市庁舎前、展示＝イベント
スタジオ（市庁舎1階）
※一部屋外で販売できない名産品に
ついては、市庁舎1階コンビニエン
スストア「生活彩家」で販売します。

市HP 町田市名産品 検索

問産業観光課☎724・3296

問町田市民文学館
　☎739・3420

　町田市のイベントの参加申し込み
を受け付ける「イベントダイヤル」
は、これまでの電話による申し込み
に加えて、11月1日よりイベントダ
イヤルのホームページからもお申し
込みいただけるようになりました。
　それに伴い広報紙では、ホームペ
ージから申し込みができるイベント
には、コードの後に7桁のイベント
コードを表示しています。
　それぞれのイベントは、イベント
コードや開催日、対象者等から検索
し、詳しい情報を見たり申し込みを
することができます。
　イベントダイヤルのホームページ
には、町田市ホームページのトップ

ページや各イベントの紹介ページか
らアクセスできます（下図参照）。パ
ソコンやスマートフォン等から24
時間申し込みができますので、ご利
用下さい。
　なお、これまでご利用いただいた
Eメールによる申し込みの受け付け
は終了しましたので、ご注意下さい。

町田市ホームページ

※町田市ホームページのトップペ
ージから、「イベシス」で検索いた
だくか、右下にある「イベント申込
システム」から申し込めます。

イベシス 検索

　森村氏は俳句を始めるにあたって、影響を受けた1人として角川氏をあげ
ています。森村氏をよく知る人物として、また優れた俳人として、これからの
俳句について語っていただきます。
日12月2日㈮午後2時～3時
場同館
講（株）角川春樹事務所代表取締役社長・角川春樹氏 
定70人（申し込み順）
申11月4日正午からイベントダイヤル（☎724・5656コード161104A）へ。

「森村誠一の写真俳句コンテスト」関連講演会
～角川春樹氏俳句講演会「魂の一行詩」

　町田市民文学館開館のきっかけとなった小説家
・遠藤周作に関連する特別イベントを開催します。
遠藤と、彼と縁の深い作家を父に持つ4人の方に、
家庭でのエピソードや人となりなどを語っていた
だきます。
日12月18日㈰午後2時～3時30分
場同館
出演遠藤龍之介氏（遠藤周作長男）、阿川佐和子氏（エッセイスト・タ
レント、小説家・阿川弘之長女）、矢代朝子氏（女優、劇作家・矢代静一
長女）、斎藤由香氏（エッセイスト、小説家・北杜夫長女）
定80人（抽選）
申往復ハガキ（1枚1人）に、催し名・住所・氏名・電話番号・年代を明記
し、12月2日まで（必着）に、同館開館10周年記念座談会「父を語る」
係（〒194－0013、原町田4－16－17）へ。

遠藤周作没後20年～座談会「父を語る」

阿川佐和子氏
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催し・講座催し・講座
認知症サポーター

養 成 講 座
　認知症の基礎知識や対応方法を学
びます。受講終了後に、認知症サポー
ターの証しとなるオレンジリングを
お渡しします。
対市内在住、在勤、在学の方
日①11月14日㈪午前10時～11時
30分②11月30日㈬午後2時～3時
30分
場①ジェイコムショップ小田急町田
駅前店（町田駅前カリヨン広場内）②
鶴川市民センター
※①は屋外で行います。
定①40人②120人（いずれも申し込
み順）
申11月2日正午から①11月10日
まで②11月25日までに、イベント
ダイヤル（☎724・5656コード①
161102A②161102F）へ。
問高齢者福祉課☎724・2140

家 族 介 護 者 教 室
　介護方法等の知識普及のための講
座です。お住まいの地区を担当する
高齢者支援センター以外の教室にも
参加できます。
※詳細は高齢者支援センターへお問
い合わせ下さい。
【心のストレッチ　あなた自身も大
切に】
　介護ストレスとの上手なつきあい
方を学ぶ講座です。
日12月10日㈯午後2時～4時
場町田市民フォーラム
定20人（申し込み順）
申11月1日午前9時から電話で町田
第1高齢者支援センター（☎728・
9215）へ。
問高齢者福祉課☎724・2140

自由民権資料館開館30周年
記 念 シ ン ポ ジ ウ ム

【民権運動再考Ⅲ〈激化〉から考える
自由民権】
　11月3日に開館30周年を迎える
ことを記念して、自由民権運動の「激
化事件」をテーマにシンポジウムを
開催します。
　明治10年代後半、加波山事件・大
阪事件など、民権家によるさまざま
な激化事件が起きました。これらの
事件や急進化する民権家たちを通し
て自由民権運動を再考します。
※直接会場へおいで下さい。
日11月13日㈰午前11時～午後5時

（受け付けは午前10時30分から）
場生涯学習センター7階ホール
講パネラー＝大阪商業大学経済学部
准教授・田﨑公司氏、新潟県立文書館
嘱託員・横山真一氏、中京大学文学部
准教授・中元崇智氏、コメンテーター
＝早稲田大学文学学術院教授・大日
方純夫氏
定150人（先着順）
費500円
問自由民権資料館☎734・4508

自由民権資料館

生涯学習センター～昭和薬科大学共
催講演会

認 知 症 に つ い て
　基礎研究から臨床まで、認知症の
現状をお話しします。
日12月3日㈯午後2時～4時
場同センター
講昭和薬科大学教授・水谷顕洋氏
定154人（申し込み順）
申11月1日正午からイベントダイヤ
ル（☎724・5656コード161101E）
へ。
問同センター☎728・0071

さがまちカレッジ
講 座 参 加 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愛されわんこを目指すには！親
子でできるワンコミュニケーション】
対犬を飼育している方（家族）とその
飼い犬
日12月3日㈯午前10時～11時30分
場麻布大学（相模原市）
内誰からも愛される犬を育てるトレ
ーニングのコツや、お子さんと一緒
にできる犬の育て方
講麻布大学共同研究員・鹿野都氏
定16組（抽選）
費1200円
【②こども体験講座～クリスマス飾
りを作ろう】
対小学生
日12月4日㈰午前10時～正午
場ユニコムプラザさがみはら（相模
原市）
内革やフェルトを使って、オリジナ

ルのクリスマス飾りを作る
講東京家政学院大学現代生活学部助
教・佐々木麻紀子氏
定30人（申し込み順）
費1500円（材料費含む）

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①11月15日まで②11月
25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

生涯学習センター講座
【生涯学習センターって何するとこ
ろ？】
対生涯学習センター利用者、または
これから利用を考えている方
日①12月7日②12月14日③12月
21日④2017年1月11日⑤1月18
日、いずれも水曜日午前10時～正
午、全5回
場同センター
内①生涯学習の役割と新たな可能性
を探る②生涯学習をとおした人間関
係づくり③市民の活動と学び④生涯
学習センターと地域活動⑤あしたの
生涯学習センターを語り合おう
講①東京大学名誉教授・佐藤一子氏
②東京大学特任助教・荻野亮吾氏③
元福生市公民館館長・伊東静一氏④
鶴川地区協議会事務局長・陶山慎治
氏、和光大学教授・岩本陽児氏⑤桜美
林大学講師・辰巳厚子氏
定30人（申し込み順）
申11月1日午前9時から電話で同セ
ンター（☎728・0071）へ。

消費生活センター～東京都共催
くらしに役立つテスト教室

【①新しい「取り扱い表示」でらくら
くお洗濯②重曹・クエン酸でスッキ
リ大掃除】
対市内在住、在勤、在学の方
日①11月25日㈮②12月2日㈮、い
ずれも午前10時～正午
場町田市民フォーラム
内①12月から変わる衣類の洗濯表
示記号や洗濯を効率的に行う方法を
学ぶ②手軽にできる掃除のコツを学

ぶ
講ナチュラルライフ研究家・佐光紀
子氏
定各16人（申し込み順）
費各100円（検体費）
申11月2日正午～17日にイベント
ダイヤル（☎724・5656コード
161102C）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

鶴見川源流ウォーク
【いるか丘陵とことん巡り2016鶴
見川源流編】
　治水防災・自然再生拠点として整
備中の鶴見川源流保水の森を、ガイ
ドと共に探訪します。
※雨具、昼食、飲み物をお持ちのう
え、歩きやすい服装と靴でおいで下
さい。
対小学生以上の方（小学生は保護者
同伴）
日11月13日㈰、午前9時～午後3時、
集合は上小山田みつやせせらぎ公園
調整池（小山田小学校前バス停から
徒歩1分）
内保水の森散策（アップダウン有り。
約5㎞の健脚向き）
※源流コーヒーのサービス付きです。
※雨天時は、内容を変更します。
定50人（申し込み順）
費500円
申催し名・参加日・参加者全員の住所
・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢・
性別を明記し、11月8日まで（必着）
に、ハガキ、FAXまたはEメールで
（特）鶴見川源流ネットワーク事務局
（〒194－0204、小山田桜台2－4－
14－105、返860・0830遍genryus
ai‒2016@office.email.ne.jp）へ（同
ネットワークホームページで申し込
みも可）。
問同事務局☎798・2693、町田市北
部丘陵整備課☎724・2164

おいで下さい
日 曜 朝 市
　市内の認定農業者が作った町田産
新鮮野菜の販売です。
※直接会場へおいで下さい。
日11月6日㈰午前7時～8時
場教育センター校庭
問農業振興課☎724・2166

　直接会場へおいで下さい。
日11月5日㈯、6日㈰、いずれも
午前10時～午後4時
場同センター
※駐車場はありません。
内各サークルの演技や発表（5日
＝開会式、コーラス、講演、詩吟、歌

　忠生市民センターを利用するサ
ークル等が、日ごろの活動の成果
を発表します。
※直接会場へおいで下さい。
日11月19日㈯午前10時～午後5
時、20日㈰午前10時～午後4時
30分
場同センター
※駐車台数に限りがあります。
内展示（木彫り、シャドーBOX、書

道、パッチワーク、絵画、フラワー、
墨彩画、絵手紙等）、発表（19日は
午前11時から、吹奏楽、合唱、お囃

はや

子
し

、踊り、フラダンス、レクダンス、
バレエ、詩吟、太極拳、民謡、コーラ
ス、アンサンブル演奏、ハワイアン
等）、ダンスパーティー（20日午後
6時～9時）、パンの販売、バザー
問同センター☎791・2802

と軽体操、6日＝居合道、太極拳、
コーラス、リコーダーアンサンブ
ル、和歌朗詠〔筑前琵琶〕、オペラ、
歌曲）
※両日とも、野菜の即売及び喫茶
室があります。
問同センター☎732・9372

　直接会場へおいで下さい。
日11月19日㈯午前10時～午後5
時、20日㈰午前10時～午後4時
場三輪コミュニティセンター
※駐車場は使用できません。

内作品展（絵画、書、写真、彫刻、手
芸等）、音楽・舞踊発表会（楽器演
奏、合唱、ダンス、和太鼓等）、展示
即売会（地場野菜　他）
問同センター☎044・987・1951

玉川学園コミュニティセンターまつり

三輪センター文化祭

忠生市民センターまつり
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催し・講座催し・講座
町田新産業創造センター

創 業 ・ 起 業 を 
支 援 し ま す！
　経験豊富な専門家があなたの創業
をサポートします。
　お気軽にご参加下さい。

【マメ知識講座】
　基礎知識習得を目的としたセミナ
ーです。
日①１１月１７日㈭午前１０時３０分～
正午②１１月１７日㈭午後１時３０分～
３時③１１月２９日㈫午後１時３０分～３
時④１１月２９日㈫午後３時３０分～５
時
内①人材育成～社内に対しても、社
外に対してもリーダーであれ②販路
開拓～お客様をファンにする仕事の
進め方③経営～小なりといえども企
業化せよ④財務～キャッシュフロー
経営の勧め
講①②（有）プレジデントコミッティ
代表取締役・宮本愼氏③④（株）販売
開発研究所代表取締役・名倉康裕氏
定各３０人（申し込み順）

【なんでも相談会】
　創業・起業に関する個別の疑問に
お答えします。
日１１月９日㈬、１２日㈯、２４日㈭、２６
日㈯、いずれも午後１時～５時
※相談時間は１人１時間です（要予約）。

◇
場同センター
申電話で同センターへ（同センター
ホームページで申し込みも可）。
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業観光課☎７２４・３２９６

スポーツにチャレンジ！
　今回は、新しい種目の実施を予定
しています。スポーツを普段しない
方も、ふるってご参加下さい。
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（小学４年生以上は子どものみ

の参加も可）
日１１月１９日㈯午後０時３０分～２時
３０分
場サン町田旭体育館
内障害物ゲーム、トランポリン、ソフ
トバレーボール等
講町田市スポーツ推進委員
定６０人（申し込み順）
費１人２００円（保護者も参加費が必要）
申１１月２日正午～１０日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）へ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
貸し出しています～東京家政学院大
学

テ ニ ス コ ー ト
対東京家政学院大学施設開放利用団
体
日土・日曜日（除外日有り）
場同大学砂入り人工芝テニスコート
２面（相原町）
申団体登録後、往復ハガキに必要事
項を記入し、毎月１０日まで（消印有
効）にスポーツ振興課（〒１９４−
８５２０、森野２−２−２２）へ。

【利用には団体登録が必要です】
対成人を代表とした、相原町・小山町
・小山ヶ丘に在住の方を半数以上含
む５人以上でスポーツ保険に加入で
きる団体
申登録申請書（スポーツ振興課〔市庁
舎１０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、郵
送（返信用８２円切手を同封）でスポ
ーツ振興課へ。
※後日登録証を送付します。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
町田薬師池公園　四季彩の杜薬師池

町 田 市 菊 花 展
日１１月１日㈫～８日㈫、午前８時３０
分～午後４時（８日は午後２時３０分ま
で）
※会場は薬師池公園芝生広場です。
詳細は、本紙１０月２１日号をご覧下
さい。
問公園緑地課☎７２４・４３９９

栄養講習会～血糖値・ＨｂＡ1ｃが気になり始めた方の基礎講座

　３日間で、糖尿病の基礎から
運動・食事・歯周病との関係ま
で、トータルに学べる講習会で
す。
対市内在住の、血糖値やHbA１c
が気になる６４歳以下の方
日①１１月２４日㈭午後１時１５分
～４時②１１月３０日㈬午前もし
くは午後に１時間程度③１２月８
日㈭午前９時４５分～午後３時４５
分
場健康福祉会館
内・講①医師講話　中島医院・
中島慶子氏、グループワーク、血

管年齢測定②個別相談③調理実
習、歯科衛生士講話、運動実技　
東京医科大学八王子医療センタ
ー・天川淑宏氏
定１８人（申し込み順）
費５００円（食材料費）
申１１月２日正午～１３日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コ
ード１６１１０２D）へ。
問保健予防課保健栄養係☎７２２
・７９９６
※同内容の講習会を２０１７年２
月２３日㈭、３月１日㈬、３月９日㈭
にも実施します。

血糖がよくなるヒミツの話　2016

　直接会場へおいで下さい。
日１１月２６日㈯午前１０時～１１時３０
分（受け付けは午前９時３０分から）
場町田市民病院　南棟３階講義室
講同病院　医師・看護師・薬剤師
定１００人（先着順）
問町田市民病院栄養科☎７２２・
２２３０内線７００２
※講演開始までの時間に１階フロア
で血糖値・血圧測定ができます。
※当日１階フロアで、食品・口腔ケア
のサンプルをお配りします（数に限
りがあります）。

動きたくなるココロと動けるカラダ 
～骨格筋を働かせて糖尿病を予防しよう

　ストレッチングを正しく行うポイン
ト、運動を継続するコツなどを実技を通
してわかりやすく解説します。
日１１月１７日㈭午前１０時～正午（受け付
けは午前９時３０分から）
場健康福祉会館
講東京医科大学八王子医療センター・天
川淑宏氏
定１００人程度（申し込み順）
申１１月１４日までにイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）へ。
問健康推進課成人保健係☎７２５・５１７８

　糖尿病は年を取ってからの病気だと思っていませ
んか？ 40代に入ると糖尿病予備軍が急増していま
す。
　糖尿病は進行すると慢性腎臓病など多くの合併症
を引き起こすため、早めに医療機関を受診すること
が大切です。

　市では糖尿病予防に関する事業を行っています。
糖尿病を知り、ご自身の健康を見直してみませんか
？
※糖尿病予備軍は空腹時血糖値110～125㎎/dL、
HbA1c（NGSP）値が6.0～6.4％の、糖尿病の可能性
を否定できない方のことです。
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40代で急増!
30代の生活習慣
がポイントです
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糖尿病予備軍の割合（％）11月14日は、世界糖尿病デー11月14日は、世界糖尿病デー11月14日は、世界糖尿病デー
毎年の健康診断で定期的な血糖値をチェックしましょう！30代から要注意!

　町田駅周辺地域は、大規模地震等、公共交通機関が停止するような災害
が発生した場合に、約１万２０００人の帰宅困難者が発生すると想定されて
います。市では、首都直下地震が発生したことを想定して、鉄道事業者・警
察等の各機関と連携のうえ、帰宅困難者対策訓練を実施します。
　この訓練では、大規模災害発生時に、鉄道等の公共交通機関が停止する
ことで、帰宅を見合わせた方を受け入れる一時滞在施設の開設などを行
います。
　町田駅周辺の道路を帰宅困難者役の方が移動しますので、市民の皆さ
んのご理解ご協力をお願いします。
日１１月１６日㈬午後２時～４時
場ＪＲ町田駅、小田急町田駅、町田市民文学館、子どもセンターまあち、ＪＲ・
小田急町田駅周辺の道路（徒歩の移動）

事業者の方へ～帰宅困難者対策はお済みですか？
　震災時に、むやみに移動することは危険です。事業者の方は、駅や集
客施設での待機や安全な場所への誘導等、利用者保護のため、一斉帰宅
の抑制に努めて下さい。
　また、従業員などが待機するための３日分以上の水・食料などの備蓄
をお願いします。

町田駅帰宅困難者対策訓練
問防災安全課☎７２４・２１０７実 施 し ま す

　町田・八王子・立川・武蔵野・青梅・府中の
商店街で構成する、三多摩商店会連合会で
は、ガイドブック「ぐるり街めぐりＢＯＯＫ」
を配布します。
　これは、三多摩商店会連合会を構成する
三多摩エリアの６市の魅力を発掘・発信す
る「三多摩商連まちめぐりプロジェクト」の
一環として作成したもので、各市で行うイ
ベントや魅力ある施設・名所を紹介してい
ます。
　ガイドブックに掲載されたイベント会場
や観光案内所等では、抽選で素敵な賞品が
当たるスタンプラリーを実施しています。
ガイドブックを片手に、お出かけ下さい。
開催期間１１月１日㈫～１２月３１日㈯
問町田市商店会連合会☎７２３・６９００
　町田市産業観光課☎７２４・３２９６

　１１月５日㈯、６日㈰に
開催する「キラリ☆まち
だ祭」で特設ブースを設
置して配布します。その
ほか、産業観光課、町田ツ
ーリストギャラリーで配
布します。

三多摩商連まちめぐりプロジェクト魅力いっぱ
い！

「ぐるり街めぐりＢＯＯＫ」を配布します
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催し・講座催し・講座
開催します
まちエコ・フリーマーケット
　家庭で不要になった物をリユース
（繰り返し使う）するフリーマーケッ
トを開催します。地元野菜の販売も
あります。
※直接会場へおいで下さい。
日11月6日㈰午前10時～午後2時
30分（荒天中止）
※当日の開催確認は、まちエコ・フリ
マ事務局（☎050・3450・5555）へ
お問い合わせ下さい。
場町田リサイクル文化センター隣接
地
※混雑時は、駐車できない場合もあ
ります。
※詳細は、（一財）まちだエコライフ
推進公社（☎797・9617）へお問い
合わせいただくか、同公社ホームペ
ージをご覧下さい。
問3R推進課☎797・0530

車ごと出店できる！
まちエコ・フリーマーケット
出 店 者 募 集
　「まちエコ・フリーマーケット」の
出店者を募集します。
日12月4日㈰午前10時～午後2時
30分
場町田リサイクル文化センター隣接
地
費1000円
申電話でまちエコ・フリマ事務局（☎
050・3450・5555）へ（〔一財〕まち
だエコライフ推進公社ホームページ
で申し込みも可）。
※出店するほど品物数がない方を対

象に、無料の「共同出品コーナー」（1
人10点まで、衣類・食器は出品不可）
を設けます。詳細は同公社（☎797・
9617）へお問い合わせ下さい。
問3R推進課☎797･0530

市立図書館11月、12月の催し
絵本・紙芝居・語りなどで、楽しい時間を過ごしましょう！

催し名 期　日 時　間 会　場
①ちいさい子むけおはなし会
②おおきい子むけおはなし会
③乳幼児向けおはなし会
④こどもえいが会

①②11月9日、16日、30日、12月14日、21日、28日
③11月11日、25日、12月9日
④11月2日、12月7日

①午後2時から
②午後3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

※その他、各図書館でも催しを行っています。詳細は各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

国際版画美術館市民展示室
催し名 開催期間 問い合わせ先

ぐるーぷsay絵画展 11月1日㈫～
6日㈰ 石坂☎045・982・0412

MOA美術館町田みんなの児童作品展 11月3日㈷～
5日㈯ 白鳥☎709・7236

第38回町田市老人クラブ連合会作品展 11月8日㈫～
13日㈰

町田市老人クラブ連合
会・猪俣☎725・4613

市立室内プールの
お知らせ

　第80回関東支部マスターズスイ
ミングフェスティバルのため、12月
11日㈰はプールの一般利用はでき
ません（トレーニング室は通常どお
り利用可）。
　なお、大会前日は、50mプールが
高水位（1.4m～1.7m）になり、水温
が1～2度ほど低くなりますのでご
注意下さい。
【スタート専用コースとして開放し
ます】

　高水位時に、50mプールの1コー
スをスタート専用の練習コースとし
て開放します。
対20歳以上の方
日12月10日㈯午後6時10分～8時
場50mプール採暖室側1コース分
費施設利用料
申直接スタート専用コース前で受け
付け。
※プールの満水状況により、開放時
間が変更となる場合があります。
※飛び込みには危険が伴いますの
で、誓約書にご署名をお願いします。
問市立室内プール☎792・7761

移動図書館「そよかぜ号」
問①さるびあ図書館☎722・3768②堺図書館☎774・2131 ※土・日曜日、祝休日は休館です。

① ②

1日㈫ 10時10分市立博物館前、10時20分東玉川学園1丁目児童公園→1時50分成瀬台公園→3時10分玉
川学園やすらぎ公園、南つくし野やなぎ公園

10時30分上小山田町はなみずき公園→2時小山市民セン
ター横→3時20分小山ヶ丘小学校前

2日㈬ 10時10分三輪中央公園、10時20分金井中央ふれあい公園→1時50分山王塚公園、2時鶴川台緑の里
公園→3時10分金井森の丘公園、鶴川台丘の里公園

10時30分福音会→2時10分武蔵岡住宅→3時20分ゆく
のき学園前

4日㈮ 10時20分薬師台青空公園、藤の台住宅管理組合前→2時小山田桜台→3時20分図師小学校前、シーア
イハイツ町田

10時30分小山ヶ丘一丁目→2時小山観音谷戸→3時10分
小山小学校前

7日㈪ 3時金井関山公園

8日㈫ 10時20分境川住宅管理事務所前、成瀬熊ケ谷戸公園→1時50分市立総合体育館駐車場入口、2時四ツ
木橋児童公園→3時10分つくし野セントラルパーク、三輪沢谷戸かえで公園

10時30分小山ヶ丘こもれび公園→2時マイライフ尾根道
→3時20分矢部八幡

9日㈬ 10時20分三輪第一住宅バス停前→2時南つくし野なかむら公園→3時20分天神原公園
10時20分鶴川さくら病院前→1時50分金森西田橋公園→3時10分鶴間橋児童公園

10時20分小山白山公園→2時小山田会館→3時10分谷戸
クラブ

10日㈭ 1時50分都営町田中里橋アパート、2時小野路公会堂→3時10分都営山崎町アパート、薬師ヶ丘住宅 2時20分ヴィラ町田→3時30分相原中央公園

11日㈮ 10時20分木曽ほがらか公園横、10時30分セルシオヒルズすずかけ台→2時鶴間風の子公園、2時10
分南町田ハイタウン→3時10分鶴間ガーデンセシア

10時30分町田荘→1時50分馬場児童公園前→3時20分
小山中央小学校前

14日㈪ 3時ゆうき山公園

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
　日ごろの感謝をこめて「シルバー交流まつり」を開催
します。
　今回は、小さなお子さんや若い人にも楽しんでいた
だけるイベントです。家族そろっておいで下さい。

※いずれも、直接会場へおいで下さい。
日11月19日㈯午前10時～午後2時30分（雨天中止）
場町田シバヒロ

体芯力体操講演会・実技  
　100歳まで歩ける「体芯力体操」の講演と実技を行いま
す。
※動きやすい服装でおいで下さい。
講がんばらないトレーニング「体芯力」パーソナルトレー
ナー・鈴木亮司氏
時間午前11時～正午
鹿沼選手の報告会  
　リオ2016パラリンピック競技大会自転車女子タンデ
ム個人ロードタイムトライアル（視覚障がい）で銀メダル
を獲得した、町田市出身・在住の鹿沼由理恵選手が来場し
ます。
時間午後1時～1時30分
パラシュート遊び・風船割り対抗戦等  
　パラシュート遊びは、大きな円形の布をみんなで持ち
あげたり、回転させて遊びます。その他、風船割り対抗戦
や、輪投げ対抗戦等を開催します。和光大学のヒーロー超
装Dセイバーも登場します。子どもからお年寄りまでお
楽しみ下さい。
模擬店等  
　折詰弁当、玉こんにゃく等飲食物の模擬店や、手作り小
物・野菜等の販売、お楽しみ抽選会等も行います。

シルバー人材センター・高齢者福祉課共催

シ ル バ ー 交 流 ま つ り

　高齢者が働くことを通して健康で生きがいを感じ
て暮らせるよう活動を行っています。毎月開催して
いるパソコン教室や植木の剪

せん

定
てい

、家事手伝いなど、各
方面で市民の皆さんに喜んでいただいています。
　活力ある地域社会づくりやボランティア活動を通
して、地域の皆さんに親しまれるセンターを目指し
ています。
　60歳以上の健康で働く意欲のある方、会員になっ
てお仕事をしませんか。詳細は、同センターホームペ
ージをご覧いただくか、お問い合わせ下さい。

ボール体操などの介護予防講座も開催します

町田市シルバー人材センターの紹介
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催し名 対　象 日時／場所 内容／定員／費用 問い合わせ／申し込み

子どもセンターが出張

WaiWaiキッズ～野津田公園
乳幼児とその保護者

11月7日㈪午前10時30分～11時45分
（雨天中止）／野津田公園芝生広場 親子体操、触れ合い遊び、ゲーム、簡単

工作、お話等

子どもセンターつるっこ☎
708・0236／⇨会場へ

WaiWaiキッズ～総合体育館 11月27日㈰午前10時30分～11時30分
／市立総合体育館小体育室

子どもセンターばあん☎788
・4181／⇨会場へ

ひなた村　〒194－0032　本町田2863　☎722・5736

糸のこ教室
①市内在住、在学の小学
2年生～18歳の方（小学
生は保護者同伴）②市内
在住、在学の方

11月12日㈯①午後1時～2時30分②午
後3時～4時30分

電動糸のこ盤を使う、パズル等木のお
もちゃ作り／各10人（申し込み順）／
300円（糸のこ1台につき）

T11月2日午前10時から同
村へ

ひなた村祭
どなたでも

11月20日㈰午前11時～午後3時 模擬店、工作、遊び等（一部有料）
⇨会場へ

ひなた村シアター 11月27日㈰午前10時30分～11時30分
／第1レクルーム

「はれときどきぶた」「ドナルドダック
の朝ごはん」

ロープで作る秋の森のジャングルジム 市内在住、在学の小学3
～6年生 11月23日㈷午前10時～午後3時

森の中でロープを使ったジャングルジ
ム作り・遊び／15人（申し込み順）／
300円 T11月2日午前10時から同

村へ
ひなた村科学クラブ〝ぷち〟講座
こんなにちがうよ！〝さとう〟と〝しお〟

市内在住、在学、在園の5
歳～小学生とその保護者
（小学生のみの参加も可）

12月4日㈰午前9時30分～11時30分
砂糖と塩の実験、観察　他（低学年向け
の内容）／20組（申し込み順）／1組
300円

町田市民文学館　〒194－0013　原町田4－16－17　☎739・3420

ことばであそぼう！3、4歳児あつまれ！ 3・4歳児とその保護者 11月12日㈯午前10時30分～11時40分
／2階大会議室

絵本、紙芝居、ことば・まねっこ遊び、童
謡等 ⇨会場へ

大地沢青少年センター　〒194－0211　相原町5307－2　☎782・3800

青空アトリエ どなたでも 11月13日㈰午前10時～午後3時(雨天実
施)／研修棟

電動糸のこ等を使い、木やまゆ等で椅
子やクラフト作り／100～500円(プロ
グラムによる。特別プログラム「クリス
マスリース」も予定）

⇨事務室へ

森林体験塾Ⅱ 市内在住、在学の小・中学
生の親子

11月20日㈰午前10時～午後3時（相原
駅から無料送迎バスを運行）

山林整備や木工作を通し里山暮らしを
学ぶ／30人（申し込み順）／1人400円

T11月2日午前9時から同セ
ンターへ

子ども向け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をご覧下さい。 申込方法：T＝電話／⇨＝直接／は＝ハガキ／H＝ホームページ／E＝Eメール

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、各施設ホームページをご覧下さい。 申込方法：T＝電話／⇨＝直接／は＝ハガキ／H＝ホームページ／E＝Eメール

催し名 対　象 日時／場所 定員／費用 申し込み

小野路宿里山交流館　〒195－0064　小野路町888－1　☎860・4835

うどん作り教室コード161101A

どなたでも

11月8日㈫、18日㈮、いずれも午前10
時30分～正午

各8人（申し込み順）／1000
円（材料費） TH11月1日正午からイベント

ダイヤルへフットパスガイドウォーク～小野路の里山を
歩くコード161101B

11月15日㈫午前10時～午後3時ごろ
※集合は別所バス停

20人（申し込み順）／1500
円（保険・昼食・ガイド料）

蓄音機コンサート～蓄音機収集家による解説
と鑑賞会

11月19日㈯、午前11時から、午後1時
30分から、午後3時から

⇨会場へ
紅葉まつり～地元野菜の即売、地元食材を使
ったスイーツの販売等 11月26日㈯午前10時～午後3時

和光大学ポプリホール鶴川　〒195－0053　能ヶ谷1－2－1　☎737・0252
日野皓正クインテットValentine’s Day Sp
ecial　LIVE～世界を舞台に活動を続けるス
ーパー・トランぺッターの熱いセッション

6歳以上の方 2017年2月14日㈫午後2時30分開演 5000円（全席指定） T11月10日から町田市民ホー
ルへ（有料保育有り）

町田市民ホール　〒194－0022　森野2－2－36　☎728・4300

昇太・たい平 二人会 6歳以上の方 2017年2月22日㈬午後6時30分開演 3700円（全席指定） T11月16日から町田市民ホー
ルへ（有料保育有り）

市立総合体育館　〒194－0045　南成瀬5－1－2　☎724・3440
お楽しみフィットネスプログラム「リラック
スヨガ」

市内在住、在勤、在学の18歳以上
の方

11月30日㈬午後3時30分～4時30分
／第二武道場 ⇨会場へ

まちだHAPPY☆Xmas「親子でいっしょ♪レ
クリエーション」

①市内在住、在園の2～3歳児とそ
の保護者②市内在住、在学、在園の
4歳～小学3年生とその保護者

12月19日㈪①午後1時30分～2時30
分②午後3時～5時 各30組（抽選） H・往復は11月15日まで（消印

有効）

サン町田旭体育館　〒194－0023　旭町3－20－60　☎720・0611

町田ゼルビアバトントワーリング教室 ①2010年4月2日～2012年4月1
日生まれの幼児②小学生

2017年1月12日～2月9日の木曜日、
①午後3時15分～4時②午後4時15分
～5時35分、各全5回

各20人（抽選）／①4000円
②5000円※体験参加（1人
1回まで）500円

往復は11月15日まで（消印有
効）

市立室内プール　〒194－0203　図師町199－1　☎792・7761

キッズダンス5期 A＝小学1～3年生、B＝小学4～6
年生

12月6日～2017年1月24日の火曜日
（2017年1月3日を除く）、A＝午後4時
30分～5時30分、B＝午後5時40分～
6時40分、各全7回

各20人（抽選）／各5600円 往復は11月22日まで（必着）

各施設のホームページは、こちらのQRコードからもご覧いただけます。

市立陸上競技場 市立室内プール 小野路公園  サン町田旭体育館 市立総合体育館 成瀬クリーンセンター
テニスコート
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情報コーナー
●町田市体育協会からのお知らせ
　実施要項、申込用紙は市立総合体
育館とサン町田旭体育館にあります。
詳細は、イベント主
催者へ問い合わせい
ただくか町田市体育
協会事務局ホームペ
ージをご覧下さい。
【シニアスポーツ振興事業～シニア
弓道大会】
対市内在住の60歳以上の方日11月
12日午後0時30分までに受け付け
場市立総合体育館問町田市弓道連盟
☎080・6555・2535
【水泳教室～①水中ウォーク②初心
者、泳法別】
対市内在住、在勤、在学の18歳以上
の方（泳法別はクロール・背泳ぎで
25m以上泳げる方）日①11月16日
～12月21日の水曜日（11月23日を

除く）午前10時～10時55分②11月
24日～12月22日の木曜日、初心者
＝午前10時～10時55分、泳法別＝
午前11時5分～正午、各全5回場市
立室内プール費各3000円問町田市
水泳協会☎793・1251
【ボクシング教室～①ジュニアボク
シング②ダイエットボクシング】
対①市内在住、在学の小学生②市内
在住、在勤、在学の女性日①11月17
日午後5時30分～6時30分②11月
18日午前11時～正午場協栄ボクシ
ングジム町田問町田市ボクシング連
盟☎793・1251

◇
問同協会事務局☎724・3443
●社会保険料（国民年金保険料）控除
証明書が発行されます
　2016年1月～9月に納付した国民
年金保険料額を証明する「社会保険
料（国民年金保険料）控除証明書」を
11月上旬にお送りします（10月～
12月に初めて納付した方には2017
年2月に送付）。年末調整や確定申告

の際は、控除証明書と10月1日以降
に納付した保険料の領収証を提出し
て下さい問ねんきん加入者ダイヤル
☎0570・003・004、050から始ま
る電話の方は☎03・6630・2525
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
　一般募集住宅（家族向、単身者向）、
定期使用住宅（若年ファミリー向、多
子世帯向）、若年ファミリー向／単身
者は都内に3年以上居住、年齢等の
要件有り／詳細は募集案内（11月
11日まで市庁舎1階総合案内、各市
民センター、町田・南町田・鶴川の各
駅前連絡所、木曽山崎・玉川学園の各
コミュニティセンター、東京都住宅
供給公社町田窓口センターで配布）
を参照（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
11月15日まで（必着）に郵送で渋谷
郵便局へ問同公社都営住宅募集セン
ター☎0570・010・810
●裁判員制度～まもなく名簿記載通
知を発送します

　平成29年の裁判員候補者名簿に
登録された方には、11月中旬に名簿
記載通知と調査票をお送りします
（2017年1月1日時点で20歳以上の
方に限る）。調査票は、裁判員候補者
の事情を早期に把握するためのもの
です。詳細は東京地方裁判所事務局
（☎03・3581・2295）へ
●町田商工会議所からのお知らせ
【①講習会～知って得する　労働・社
会保険実務の基礎】
日11月9日午後3時～5時内各保険
に加入することによる従業員への福
利厚生や労務管理面でのメリット
【②講習会～儲

もう

からない会社の5つ
の悪癖】
日11月21日午後2時～4時
【③講習会～業務を先取りする「手
帳」「スマホ」活用術】
日12月7日午後2時～4時

◇
対①経営者、従業員等②③経営者、従
業員場同会議所申電話で同会議所
（☎722・5957）へ

QRコード

●
当
番
医（
午
前
9
時
〜
午
後
5
時
）

3
日
㈷

★内山胃腸科（内）
旭町1-15-23 ☎728・1371

★にしむら内科クリニック（内）
大蔵町2222-5 ☎708・1024

6
日
㈰

★しあわせ野医院（内）
成瀬台2-40-1 ☎739・0477

★たまがわ医院（内）
玉川学園4-16-40 ☎720・3888

町田一中

町田シバヒロ町田四小

旭町旭町

森野森野
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鶴川駅

鶴川駅

鶴見
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バス乗り場
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至
玉
川
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園
前
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柿
生

至
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生

鶴川駅東口鶴川駅東口

スーパー

成瀬台中

成瀬中央小

奈良三丁目

成瀬
三丁目
成瀬
三丁目

成瀬台
幼稚園

成瀬
熊ヶ谷戸公園

町田市立
博物館

コンビニ 町田五小駐在所
市立博物
館入口
市立博物
館入口

鶴
川
街
道

鶴
川
街
道

★南東京ハートクリニック（内）
木曽西2-18-12 ☎789・8100 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

★中村クリニック（内）（小）
木曽東3-20-28 ☎792・0033 町田市メール配信サービス

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 携帯電話版

QRコード
スマホ版
QRコード

町田総合高校
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道

町
田
街
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境川団地北境川団地北
ラーメン屋

13
日
㈰

★成田クリニック（内）
成瀬が丘2-23-16 ☎795・1281

★伊藤診療所（内）
鶴川4-35-2 ☎735・0166

小川高校

銀行

成瀬駅

なるせ駅前市民センター
スーパー 成瀬駅

ガード北
成瀬駅
ガード北

至長津田至長津田小川高校入口小川高校入口

至町田至町田

ＪＲ横浜線

ＪＲ横浜線

コンビニ 郵便局

真光寺中

国士舘大学
町田キャンパス

鶴川第四小

和光学園和光学園

鶴川街
道

鶴川街
道

★泰生医院（内）（小）
小山町2470-5 ☎797・7423 救急車を呼ぶべきか迷ったら

東京消防庁
救急相談センター
♯7119または
☎042・521・2323

24時間365日

小山中央小

小山保育園

多摩境敬愛
保育園

小山市民センター

小山駐在所小山駐在所

坂本橋坂本橋

←至橋本←至橋本

↑至南大沢↑至南大沢

多摩境駅多摩境駅

町田街道
町田街道

京
王
相
模
原
線

京
王
相
模
原
線
境川境川

多摩ニュー
タウン入口
多摩ニュー
タウン入口

●町田市歯科医師会休日応急歯科診療所（日曜
日、祝休日）、町田市歯科医師会障がい者歯科診療
所（水・木曜日〔祝休日を除く〕）、いずれも午前9
時～午後5時、受け付けは4時30分まで（予約制）
＝健康福祉会館内☎725・2225
 
●町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック
（小）（日中帯＝日曜日、祝休日の午前9時～午後5
時〔受け付けは午前8時45分～午後4時30分〕、準
夜帯＝毎日の午後7時～10時〔受け付けは午後6
時～9時30分〕）＝健康福祉会館内☎710・0927
 
●休日耳鼻咽喉科急患診療（いずれも午前9時～
午後5時）、3日＝川野医院（☎726・7673、森野1
-11-9）、13日＝ほづみ耳鼻いんこう科・小児科医
院（☎728・0275、南大谷1426-138）

急病のときは ※いずれの機関も受診する前に必ずお電話を。
※救急措置・応急処置を行います。専門的治療については、他の医療機関につなげる場合があります。

　予約制の相談は、電話で①～⑦⑨⑩は市民相談室（☎724・2102）⑪は健康福
祉会館（☎725・5419）へ。

名　称 日　程 予約方法／相談時間

①法律相談 1日、2日、4日、7
日～11日、14日 前週の金曜日から電話で予約

②交通事故相談 9日 相談日の1週間前から電話で予約／午後1時30分～4時
③人権身の上相談（人
権侵害などの問題） 4日、11日 電話予約は随時受付／午後1時30分～4時

④国税相談 1日
電話予約制（次回分まで受け付け）／午後1
時30分～4時

⑤不動産相談 8日
⑥行政手続相談 10日
⑦年金・社会保険・労務相談 2日

⑧少年相談 8日 事前に電話で八王子少年センター（☎042
・679・1082）へ／午前9時～午後4時

⑨国の行政相談 1日 直接市民相談室へ／午後1時30分～4時⑩建築・耐震相談 2日

⑪母性保健・母乳育児相談 10日 来所相談と乳房マッサージは要予約、電話相談
は随時受付／午前10時～正午、午後1時～3時

暮らしに関する相談

●月～土曜日の救急当番病院（内科系）
月～土曜日の午後7時～翌朝8時（土曜日は午後1時から）

診察日 病院名 電　話 住　所

1日、8日㈫ 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

2日㈬、10日㈭ 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

4日㈮、12日㈯ 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

5日㈯、11日㈮ あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

7日、14日㈪ 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

9日㈬ 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

●日曜日、祝休日の救急病院
日曜日、祝休日の午前9時～翌朝9時
診察日 病院名 電　話 住　所

3日㈷
内科系 ふれあい町田ホスピタル ☎798・1121 小山ヶ丘1-3-8

外科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

6日㈰
内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

外科系 おか脳神経外科 ☎798・7337 根岸町1009-4
町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

13日
㈰

内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

外科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41
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今号の広報紙は、13万9101部作成し、1部あたりの単価は18 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）。

まちだわくわくスタンプラリー2016を行います
●　●　●　●

　お買い物は市内の商店街で！●　●　●　●　

　10月21日に市庁舎にて、リオ2016パラリンピ
ック競技大会の自転車女子タンデム個人ロードタ
イムトライアルで銀メダルを獲得した、町田市出
身・在住の鹿沼由理恵さんに、市民栄誉彰を贈呈し
ました。
　これは、スポーツや文化等で市民の栄誉となる
功績があった方に対して、市長が表彰するもので、
サッカー元日本代表の北澤豪氏、声楽家の東敦子
氏（故人）、サッカー元日本代表の戸田和幸氏、元F
1ドライバーの佐藤琢磨氏、工学博士の伊賀健一
氏に続いて6人目となります。
　鹿沼さんは、スタート直前に自転車の変速機が
壊れるというトラブルに見舞われるも、不屈の精
神力で、銀メダルを獲得されました。
　贈呈式後のインタビューでは、「何があっても戻
ってこられる町田があるから、国際大会で全力を
出し、世界で羽ばたけるんだなと感じます。町田で
生まれ育って良かったなと思っています」と話さ
れました。

　町田市を含む多摩27市町村で構成する「多摩地域
都市モノレール等建設促進協議会」は、10月24日に
国土交通大臣への要望書を国土交通省都市局の栗田
局長に手渡し、多摩都市モノレール延伸整備の実現
に向けて、建設費補助制度の一層の拡充や、財源確保
を含めた検討を進めることについて、要望活動を実
施しました。
　また、11月1日にも多摩都市モノレール株式会社
への要望活動を実施するなど、早期実現に向けた取
り組みを行っていきます。
問交通事業推進課☎724・4260

　市内の商店街を巡るスタンプラリーを、町田市商店会連合会と連携し
て行います。
　スタンプラリー参加店でお買い物をするなど、1回の購入が500円以
上（税込み）で1つスタンプがもらえ、異なる3つのお店でスタンプを集め
ると、抽選でいずれかのすてきな賞品が当たります。
　専用応募ハガキ付きのチラシ（裏面がスタンプシート）は、各参加店の
ほか市庁舎や各市民センター等で配布しています。
　この秋、地元の商店街に出かけませんか。

要望書を国土交通省都市局の栗田局長（右から2人目）に手渡
した町田市の山田副市長（左）と同協議会会長の清水氏（右）

前に健常の選手（田中まい選手）、後ろに視覚障がいの
選手（鹿沼由理恵選手）が乗ります

開催期間11月5日㈯～12月31日㈯
参加店参加する21商店会に加盟す
る約400店舗
※参加店には目印のポスターを掲示
しています。
※参加する商店会や店は、町田市ホ
ームページ及び町田市商店会連合会
ホームページでご覧いただけます。
※参加商店会及び参加店は変更とな
る場合があります。
応募方法スタンプシートに異なる3
つの店舗のスタンプを集め、次のい
ずれかの方法で応募して下さい。①
市庁舎や各市民センター、町田商工
会議所に設置してある専用の受付箱
へ投函（切手不要）②52円切手を貼
って郵送

応募締切2017年1月8日㈰
※郵送の場合は当日消印有効です。
賞品
●特別賞　
まちだシルクメロン（シルバー）＝20人
●1等A賞　
たかたのゆめ塩麹ロースステーキ＝20人
●1等B賞　
すぐに食べられる本ズワイガニセット＝20人
●2等A賞　
大自然が育んだいわて牛しゃぶしゃぶ用もも肉＝75人
●2等B賞　
骨柔らか焼魚・煮魚詰め合わせ＝75人
●2等C賞　
まちだ名産品詰め合わせ＝270人
問町田市商店会連合会☎723・6900、町田市産業観光
課☎724・3296

す。

鹿沼　由理恵（かぬま　ゆりえ）
1981年5月20日、町田市生まれの35歳。
町田第六小学校・町田第二中学校・都立山崎高等
学校を卒業。
　元クロスカントリースキーヤーで、2010年
のバンクーバー冬季パラリンピックに出場し、
入賞するが練習中の事故で左肩を負傷し、自転
車競技へ転向。以後、パラサイクリングトラック
及びロードの世界選手権等において、優勝・入賞
など数多くの優秀な成績を収めている。

子どもセンターただ
ONの

子どもたちが作った
、くす

玉でお祝いしました
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