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人口と世帯（外国人含む） 2016年12月1日現在人口 ： 428,565人（ 男：210,429人・女：218,136人）（前月より71人増） ／ 世帯 ： 192,266世帯（前月より64世帯増）

　町田市では、「スポーツで人とまちが一つにな
る」を目指し、スポーツ推進を図る施策を進めてい
ます。昨年は、リオデジャネイロ パラリンピック（以
下、リオパラリンピック）の自転車競技で、町田市
出身・在住の鹿沼由理恵さんが銀メダルを獲得す
るという快挙を成し遂げました。２０１７年初の広報
まちだでは、鹿沼さんをお迎えし、前向きな生き方
や、町田市との関わりについて伺いたいと思いま
す。また、鹿沼さんのお母様の美登利さんにもご

登場いただき、子どもの頃の鹿沼さんの様子や教
育方針についてお話しいただきます。

いろいろな方とつながっていく
リオパラリンピックのメダル

石阪丈一市長　明けましておめでとうございます。
昨年のリオパラリンピックでの銀メダル獲得は、町
田市にとっては、オリンピック、パラリンピックを通
じて初のメダルであり、私たちに大きな喜びをもた
らしてくれました。
鹿沼由理恵さん　町田の皆さんが壮行会で応援
して下さったり、大会中も日本から声援を送って下
さったりしたことは、大きな励みになりました。レー
スでは、スタート前に自転車の変速機が壊れてギ
アが変わらなくなるアクシデントがあり、一瞬焦り
ましたが、「踏んでいくしかない」と気持ちを切り替
え、必死にペダルを踏みました。リオから帰って来
たときに、知っている方も知らない方も、皆さん笑
顔でメダルに触れて喜んで下さり、いろいろな方と
つながれたメダルでもあると思っています。
石阪丈一市長　そのときお母様は？
鹿沼美登利さん　私は日本にいて、親戚や知人か
ら「おめでとう」の電話やメールが来て、メダルを
獲ったことを知りました。テレビのニュースで由理
恵が泣いている映像が流れて、私も泣けてきまし

た。成田空港に出迎えに行って、メダルを見せても
らったときには、また涙でした。
石阪丈一市長　鹿沼さんは、パラリンピックが終
わってから、イベントや小・中学校、高校に招かれて
貴重な体験をお話しされ、障がい者スポーツへの
理解をひろめていただいています。まさに、いろい
ろな方とつながるメダルになりましたね。

ピンチをチャンスに変えて
出合ったパラサイクリング

石阪丈一市長　鹿沼さんはもともとスキーの選手
で、2010年のバンクーバー冬季パラリンピックに
クロスカントリーで出場し、5位入賞を果たしてい
ます。しかし怪我をして、パラサイクリングに転向さ
れたと聞いています。
鹿沼由理恵さん　201４年のソチパラリンピック
を目指して練習しているときに、左肩の靭

じん

帯
たい

を痛め
て、ストックが突けなくなりました。そのままクロス
カントリーを続けることはできたかもしれませんが、
メダルを狙える成績は期待できません。バンクー
バーで、ほかの選手が金メダルや銀メダルを獲得
するのを目の当たりにしていたので、ただ出場する
のではなく、成績を残したいという気持ちが強くあ
りました。そこで、ライバルでもあったカナダの選
手に相談してみたところ、「私はパラサイクリングも

謹んで新春のご挨拶を申し上げます

2017年初の広報まちだは、2016年リオデジャネイロ パラリンピックの自転車競技で銀メダルを獲得し、市民栄誉彰を授与された
町田市出身・在住のアスリート鹿沼由理恵さんと母・美登利さん、石阪丈一市長の座談会をお届けします。

スポーツのチカラで、まちだをもっと元気に楽しく
2017年新春座談会

（写真左から、鹿沼美登利さん、由理恵さん、石阪丈一市長）



2017．1．1 広報まちだは1日・15日の月2回発行です

やっているので、やってみたら？」と言われたので
す。試しに自転車に乗ってみたら、なかなか快調で、
「これならいけるかも」と直感で思いました。
石阪丈一市長　変速機が壊れたときもそうですが、
鹿沼さんの気持ちを切り替える力は見事ですね。

特別扱いはしない～負けず嫌いの個性
に合っていた家庭での教育

石阪丈一市長　市では、障がいのある児童・生徒
の可能性を伸ばすために特別支援教育の充実を
図っています。具体的には、特別支援学級に在籍し
ている児童・生徒でも、授業内容によっては通常学
級の授業を受けられるようにしています。鹿沼さん
も特別支援学級には在籍せず、通常学級の授業を
受けられていたそうですね。
鹿沼由理恵さん　授業は常に一番前の席で受け
ていましたが、ほかはみんなと同じでした。小学校
時代は外で遊んでばかりいて、しかも無茶をしてい
た覚えがあります。一輪車で学校に通ったり、秋は
栗拾いをして寄り道をしながら帰ったり。前の人を
追いかければ自転車で走れるので、友だちと一緒
に自転車で遠出をしたりと。
鹿沼美登利さん　帰りが遅くて怒ったこともあり
ました。周りの子も由理恵の障がいのことはさほど
気にしていなくて…普通に遊ぶものですから。
鹿沼由理恵さん　それがよかったのだと思いま
す。今、学校に障がいがある子がいると思います
が、周りが意識しすぎると本人も意識してしまうの
で、普通に接してあげてほしいですね。
石阪丈一市長　みんな町田で暮らす人ですから、

障がいがある人も、そうでない人も、同じ場所にい
て同じ体験をすることが大切なのではないでしょう
か。運動会や遠足、修学旅行での交流もそうです。
それにしても鹿沼さんは相当やんちゃでしたね。
鹿沼美登利さん　やんちゃで、負けず嫌い。ロー
ラースケートやスケートボードも、周りの子と同じよ
うにやっていました。だから、私も一切特別扱いは
しませんでした。教育方針というよりも、この子の
個性に合った育て方を選択したというのが大きい
ですね。ハサミや包丁を使う作業も「危ないからダ
メ」と制限したことはなく、どう使えば危なくないか
を考えるように言いました。
石阪丈一市長　そのようなご家庭での教育が
あったから、タフな鹿沼さんが育ったのでしょう。
鹿沼由理恵さん　確かに両親の影響は大きかった
のですが、同じくらいに大きかったのは地域との関
わりです。当時は団地に住んでいて、同じ年くらい
の子がたくさんいました。みんなと遊ぶ中で、工夫
すれば何でもできることを学んだし、タフさも身に
ついたと思います。

勝っても負けても
帰れる町田がある

石阪丈一市長　お母様によれば、負けず嫌いとい
うことですし、ミス・ストイックというニックネームが
あるように、困難に負けない不屈の人というイメー
ジがありますが、くじけそうになることもあるので
はないですか？
鹿沼由理恵さん　あります。子どもの頃もそうで
したし、今も。そんなときは、食べて、寝て、忘れま
す。でもとにかく、止まりたくはないんです。前でも
後ろでも少しでも動いていれば、いつかは前に進
むのではないかと思うんです。実はリオパラリン
ピックの4か月前に右手の神経を痛めてしまい、腕
が不自由な状態でレースに挑みました。気持ちは
崩れかけました。でも、周りの方が必死にサポート
して下さって、進むしかない、止まっちゃダメだと思
いました。
石阪丈一市長　鹿沼さんには、こちらが応援した
くなる魅力というか、馬力のようなものがあります
ね。こちらがポンと背中を押したら、どんどん前に
突き進んで行っちゃうような。だから私も、一生懸
命応援したくなるんです。帰国後に手術を受け、昨
年末はリハビリに専念されたようですが、そろそろ
練習再開ですか？
鹿沼由理恵さん　ランニングからはじめる
予定です。町田市内では高ヶ坂から本町田
に抜けて、金井方面に出てから薬師池公園
を通って、七国山から山崎高等学校の裏を
走って、戦車道路を通って帰ってくるのがい
つものコースです。
石阪丈一市長　20キロ以上はありますね。
今も町田でトレーニングをしている鹿沼さん
ですが、町田にはたくさん思いが詰まってい
るのですね。
鹿沼由理恵さん　勝ったら喜んで下さる方
がいて、でも負けても帰って来られる場所が
ある。そのことが闘志にも力にもなります。

障がいのある人もない人も
スポーツでまちを一つに

石阪丈一市長　いよいよ、2020年東京オリ
ンピック・パラリンピックが目前に見えてきま
した。
鹿沼由理恵さん　次は金を狙う気持ちやコ
ンディションでなければ、出場する意義はな
いと思っているので、自分自身を見極めた上

で出場を目指すのかどうかを決めたいと思ってい
ます。
石阪丈一市長　市では、2020年の東京大会に向
けた取り組みを既に開始しています。2016年度に
キャンプ地招致に向けて、オリンピック・パラリン
ピックの組織委員会に対し、国際基準に合った市
の施設の登録を行いました。また、昨年6月に、南ア
フリカ共和国をホストタウンに登録しました。11月
にはブラインドサッカーのドリームマッチを市内で
開催しています。今年1月から2月にかけては、パラ
バドミントンのインドネシア代表合宿と日本代表の
候補者合宿を行います。また、9月には市立総合体
育館で「パラバドミントン国際大会2017」を開催す
る予定です。パラリンピックを盛り上げるのも町田
市の大切なテーマですから、いろいろな方法で大い
にPRしていきます。
鹿沼由理恵さん　私も競技活動の他に、2017年
はスポーツの楽しさや厳しさ、そしてパラリンピッ
クの魅力をたくさんの方々に伝える活動を、もっと
していきたいと思っています。
石阪丈一市長　「スポーツのまち まちだ」も鹿沼さ
んと同じで、止まったらダメ。新しい企画にチャレン
ジして、パワーアップしていかなければなりませ
ん。2017年は、パラリンピック種目の体験イベント
も開催する予定です。自分で体験すると、ますます
競技の魅力が実感できます。市民の皆さんには、
ぜひ競技を観戦したり、体験イベントに参加したり
していただきたいですね。
今日はありがとうございました。

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。先天性の弱
視で、視力は0.04ほど。前方がほとんど見えず、左右か
ら光がわずかに入る程度で日常生活と競技活動に励ん
でいる。町田第六小学校、町田第二中学校、都立山崎高
等学校を経て、筑波技術短期大学、東京都立文京盲学
校の専攻科を卒業した。2006年からクロスカントリー
を始め、2010年にバンクーバー冬季パラリンピックに
出場。その後練習中の事故で左肩を負傷し、2012年に
自転車競技に転向。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。2016年9月リオデジャネ
イロパラリンピックロードタイムトライアル 銀メダル獲
得。10月町田市市民栄誉彰を授与された。
<パラサイクリング競技 タンデム>
タンデム自転車(2人乗り用の自転車)で競技を行う。前
に健常の選手(パイロット)、後ろに視覚障がいの選手(ス
トーカー)が乗る。
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１月１日～31日「東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて」 ケーブルテレビ、町田市ホームページで放送中!５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索

募　集募　集
市 立 図 書 館 嘱 託 員
対司書または司書補の資格を有する
方（２０１７年３月３１日までに取得見
込みを含む）＝若干名
採用４月１日以降
勤務時間午前８時３０分～午後５時１５
分、月１６日（土・日曜日、祝日勤務を
含む）
※週に１回程度、時差出勤がありま
す（火・水・金曜日、中央図書館・鶴川
駅前図書館＝午前１１時３０分～午後
８時１５分、その他の市立図書館＝午
前９時３０分～午後６時１５分）。
勤務場所各市立図書館
内資料貸出・返却業務、図書館運営に
関する業務等
報酬１９万２２００円（予定）
※別途交通費支給
※詳細は町田市ホームページをご覧
いただくかお問い合わせ下さい。
選考一次＝適性試験・論文（１月３０
日）、二次＝面接（一次合格者のみ）
申募集要項を参照し、応募書類（いず
れも各市立図書館に有り、町田市ホ
ームページでダウンロードも可）に
記入し、１月５日～１９日午後５時（必
着）に、直接各市立図書館へ、または
郵送で中央図書館へ。
問中央図書館☎７２８・８２２０

お知らせお知らせ
ご覧いただけます

小 山 片 所 土 地 区 画 
整 理 事 業 の 関 係 図 書

　小山片所土地区画整理組合による
小山片所土地区画整理事業の施行区
域を追加するため、施行地区となる
べき区域の関係図書をご覧いただけ
ます。
　区域内の宅地について未登記の借
地権を有する方は、２月６日までに町
田市長に対し書面をもってその借地
権の種類及び内容を申告して下さい。
縦覧期間１月４日㈬～１８日㈬の午前
８時３０分～午後５時（土・日曜日、祝
日を除く）
縦覧場所地区街づくり課（市庁舎８階）
問地区街づくり課☎７２４・４２６６
事業主の皆さんへ～平成２９年度か
ら個人住民税の

特 別 徴 収 徹 底 に 
ご 協 力 お 願 い し ま す

　従業員の方の個人住民税は、事業
主が従業員に代わり、毎月給与から
個人住民税を差し引き、納入してい
ただく「特別徴収」が原則となってい
ます。
　特別徴収にしていただくと、所得
税のように、税額の計算や年末調整
をする手間がかかりません。
※従業員が常時１０人未満の場合は、
従業員がお住まいの区市町村に申請
書を提出し承認を受けることで、年
１２回の納期を年２回にすることがで
きる「納期の特例」の制度がありま
す。
市ＨＰ 特別徴収  検索

問市民税課☎７２４・２１１４、２１１７
町田リサイクル文化センター

リサイクルショップ閉店
　町田リサイクル文化センター建替
工事に伴い、「リサイクルショップ」
は２月末で閉店します。また、「町田
市里帰りトイレットペーパー」の販
売も２月末日をもって休止します。

【リサイクルショップ閉店セール】
　修理した家具・雑貨の閉店セール

（最大５０％オフ）を実施します。
※直接会場へおいで下さい。
日１月４日㈬～２月２８日㈫
場町田リサイクル文化センター内
※閉店セールについては、（一財）町
田エコライフ推進公社（☎７９７・
９６１７）へお問い合わせ下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

ご 意 見 を 募 集 し ま す
【町田市国民保護計画】
　市では、２０１４年５月に「国民の保
護に関する基本指針」が国から発表
されたことや、２０１５年３月に東京都
国民保護計画が修正されたことを受
け、町田市国民保護計画の修正を進
めてきました。
　この内容に関し、皆さんのご意見
をお寄せ下さい。
資料の閲覧・配布窓口防災安全課（市
庁舎３階）、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。
提出方法書面にご意見・住所・氏名・電
話番号を明記し、１月４日～３１日（必
着）に直接、郵送、ＦＡＸまたはＥメール
で防災安全課（〒１９４－８５２０、森野２
－２－２２、返０５０・３０８５・６５１９遍ｍｃｉｔ
ｙ２８００＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
※資料の閲覧・配布をしている各窓
口でも提出できます。
※注意事項は、右記パブリックコメ
ント概要をご覧下さい。
問防災安全課☎７２４・３２１８
今年度最後の申請を受け付けます

自然エネルギー利用機器
等 設 置 の 補 助

　太陽光発電システム及び太陽熱利
用システムの設置に対する補助を行
っています。
※設置工事完了後に申請して下さ
い。ただし、受付期間終了後（３月９日
～３１日）に設置工事を完了した方
は、補助金の申請はできません。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。

【住宅の居住部分で使用するため機
器を設置した方】
対市内の住宅に対象機器を設置、ま
たは機器を設置した住宅を購入した
個人（機器を設置した住宅に居住し
ていることが条件）
※申請有効期間は、太陽光発電シス
テム＝売電開始日から半年、太陽熱
利用システム＝領収日から半年です。
内太陽光発電システム＝１ｋＷあた
り１万円（上限２万５０００円）、太陽熱
利用システム＝定額１万円を補助

【共同住宅の共用部分で使用するた
め機器を設置した方】
対市内の共同住宅の共用部分で使用
するため、住宅用太陽光発電システ
ムを設置した個人、事業者、管理組合

（機器を設置した住宅を所有してい
ることが条件）
内太陽光発電システム＝１ｋＷあた
り１万円（上限４万円）を補助

◇
申申請書に記入し、１月５日～３月８
日に直接、環境・自然共生課（市庁舎
７階）へ。
※申請金額の合計が予算金額（１７５万

円）を超えた場合は抽選です（抽選日
は３月１３日）。
※申請書と申請の手引は、環境・自然
共生課、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で配布
しています（町田市ホームページでダ
ウンロードも可）。
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

パブリック
コメント
概　要

②�町田市都市計画マスタープラン（実施方針編）�
中間見直し（案）

問都市政策課☎７２４・４２４８

皆さんのご意見をお寄せ下さい
①町田市地域防災計画・２０１６年度修正

問防災安全課☎７２４・３２１８
　市内での台風被害や土砂災害防止法、災害対策基本法の改正等を受け、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を修正し
ます。

【町田市地域防災計画・２０１６年度修正の概要】
＜帰宅困難者対策の充実＞
一時滞在施設の拡充　他
＜土砂災害防止法の改正に伴う修正＞
避難勧告等の対応整理、風水害避難施設の充実
＜災害対策基本法の改正に伴う修正＞
放置車両対策、災害廃棄物対策の充実
＜その他＞
道路環境の整備、鶴間公園の防災機能整備　等
○募集期間　１月４日㈬～３１日㈫
○資料の閲覧・配布　資料は、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います（各窓口で開所日・時間が異なります）。
防災安全課（市庁舎３階）、市政情報課・広聴課（市庁舎１階）、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、各市立図書館、町田市民文学館、男女平等推進センター
○担当課　防災安全課（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２、市庁舎３階、☎７２４
・３２１８返０５０・３０８５・６５１９遍ｍｃｉｔｙ２７９０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）

　２０１１年・２０１３年に改定した「町田市都市計画マスタープラン」は、今年
度、計画期間（２０２０年）の中間期を迎えます。
　このため、実行策である「町田市都市計画マスタープラン（実施方針編）」
に示した「重点的に取り組むエリア・施策」及び「地域別の施策一覧」の進捗
確認を行い、９月に公表しました。
　その結果などを踏まえて、実施方針編の中間見直し案を作成しました。

【町田市都市計画マスタープラン（実施方針編）中間見直し（案）の概要】
＜計画期間＞２０１７年度～２０２０年度
＜見直しのポイント＞
　９月公表の「町田市都市計画マスタープラン（実施方針編）中間見直しに
向けた進捗確認」、次期「町田市新５ヵ年計画」の重点事業及び、前回改定以
降に新たに策定された計画等を踏まえて見直しを行いました。
○募集期間　１月３１日㈫まで
○資料の閲覧・配布　中間見直し（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います（各窓口で開所日・時間が異
なります）。
都市政策課（市庁舎８階）、市政情報課・広聴課（市庁舎１階）、各市民センタ
ー、町田・鶴川・南町田の各駅前連絡所、木曽山崎・玉川学園の各コミュニテ
ィセンター、各市立図書館、町田市民文学館、男女平等推進センター、生涯学
習センター
○担当課　都市政策課（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２、市庁舎８階、☎７２４
・４２４８返０５０・３１６１・５５０２遍ｍｃｉｔｙ２７６０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）

○意見等の提出方法　郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、または①防災安全課②都市政
策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。

－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、①３月ごろ
②２月ごろに町田市ホームページ及び上記資料配布場所で、公表予定です。
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受診はお済みですか？ 平成28年度の成人健康診査の受診期間は、1月31日または2月28日までです。 ■問保険年金課☎724・2130

禁止区域を拡大禁止区域を拡大
自転車等放置自転車等放置
相原駅周辺

鶴川地域の賑わいと交流の創出のため
「鶴川駅周辺再整備基本方針」を策定しました

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13日 ㈮ 午
前10時から

市庁舎10
階 会 議 室
10-3～5

会議当日に教育総務課
（市庁舎10階、☎724・
2172）へ

町田市情報公
開・個人情報保
護運営審議会

1月16日 ㈪ 午
前10時～正午

市 庁 舎 2
階 会 議 室
2-1

3人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報
課（☎724・8407）へ

JR 相原駅

スーパー

相原駅西口
自転車駐車場

相原駅東口
自転車駐車場

至八王子

至橋本 至堺市民センター

町田街道

現在の放置禁止区域
拡大する放置禁止区域

相原駅東口
バイク駐車場

　2016年３月のＪＲ横浜線相原駅西
口ターミナルの開設に伴い、バス利
用客の乗降時の安全を確保すること
を目的として、相原駅周辺の自転車
等放置禁止区域を拡大しました。
　区域内に自転車等を放置すると、
即時撤去の対象となりますので、近
隣の自転車等駐車場や公共交通機関
をご利用下さい。放置自転車等の減
少にご協力をお願いします。

問交通安全課☎７2４・11３6

　「町田市都市計画マスタープラ
ン」で、鶴川駅周辺地区を賑わいの
拠点である「副次核」に位置づけて
います。本地区では、北口広場の交
通混雑、南口の未整備、南北歩行環
境など、都市機能の改善強化が求
められています。
　これらの課題を解決し、鶴川地

問地区街づくり課☎７２４・４２６６
域の核となる駅周辺の賑わいと交流
を創出するため、「鶴川駅周辺再整備
基本方針」を策定しました。
　基本方針は、地区街づくり課（市庁
舎８階）、鶴川市民センター、鶴川駅
前連絡所、各市立図書館で閲覧でき
ます。また、町田市ホームページでも
ご覧いただけます。

5年後のめざす姿～北
口広場再編整備の着手
・北口駐輪場の再整
備
・区画整理事業認可
など

10年後のめざす姿～南口
広場、自由通路整備の完成
予定
・北口拠点商業施設の建設
・北口駅舎改良事業の実施
など

15年後のめざす姿～南
口市街地整備の完成予定
・北口の街なか回遊動
線の形成と公園整備

・南口広場への駅アク
セス道路の整備など

鶴川駅周辺の再整備により安全
で便利な交通と快適で賑わいの
ある駅前空間を実現～選ばれる
まち　鶴川を目指して

目標

街づくりステップ

⑴安全で便利な交通機能の強化
⑵快適で賑わいのある駅前空間
の創出
⑶駅周辺の住環境の向上

方針

➡ ➡

街づくり整備の概要

お知らせお知らせ
送迎保育ステーション受
託事業者向け概要説明会
　市では待機児童解消の取り組みと
して、201７年10月1日から「送迎保育
ステーション」事業を利便性の高い町
田駅周辺で開始します。この事業は、
受託事業者が開設した送迎保育ステ
ーションから定員に余裕のある保育
所等に児童を送迎するものです。この
事業を受託する事業者を公募します。
　公募するにあたり、概要説明会を
実施します。受託事業者には、送迎保
育ステーションの開設に必要な経費
の一部を補助します。
対2016年４月1日時点で、次のいず
れかの条件を満たす法人　①東京都
または神奈川県において、認可保育
所、認定こども園、認可幼稚園または
小規模保育事業所を1年以上運営し
ている②東京都認証保育所を1年以
上運営している
※この他にも応募資格等の要件があ
ります。
日1月11日㈬午後2時から
場市庁舎2階2-1会議室
内応募要件、スケジュール及び補助
内容等について
申参加者氏名（ふりがな）・団体名・連絡
先・質問事項を明記し、1月10日午後５
時までにＦＡＸまたはＥメールで保育・

幼稚園課（返0５0・３161・８6３５遍ｋｏｄｏ
ｍｏ0８0＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
問保育・幼稚園課☎７2４・21３８
町田新産業創造センター～インキュ
ベーションフロア
入 居 者 募 集
　入居者は、常駐のインキュベーシ
ョンマネージャーによる販路拡大や
資金調達等の支援や、他の入居者等
との交流を通じた創業期のノウハウ
共有など、さまざまな経営支援を受
けることができます（施設内覧も随
時受け付け、1席単位で利用可能な
ブースの貸し出しも有り）。
対これから創業する方、創業後５年
以内の方、第2創業をする方（個人で
も法人でも可）
内・費20７号室（面積1５㎡）＝月額
５万３９0円（３月から入居可）、20８号
室（面積10㎡）＝月額３万３５５７円（４
月から入居可）
※いずれも消費税、共益費を含みます。
申入居申込書（町田新産業創造セン
ターホームページでダウンロード）
に記入し、直接または郵送で同セン
ターへ。
問同センター☎８５0・８５2５、町田市
産業観光課☎７2４・３2９6
受講生募集～再就職を目指す
女 性 を 支 援！

【Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ基礎科（５日間コー
ス）】
　都が民間教育訓練機関に委託して

実施します。
対結婚・出産・育児等で退職した方等
で次のすべてに該当する方　①ハロ
ーワークで求職登録をした②全回出
席できる③講習終了後、ハローワー
クに職業相談をすることができる
日2月6日㈪～10日㈮、いずれも午
前10時～午後３時、全５回
※託児有り（1歳以上の未就学児）。
場町田市文化交流センター
定10人（要件を確認のうえ、抽選）
※託児は、定員を超える申し込みが
あった場合は、1家族1人まで。
申申込書（産業観光課〔市庁舎10階〕
に有り、ＴＯＫＹＯはたらくネットホー
ムページでダウンロードも可）に記入
し、1月6日～2３日（必着）に直接また
は郵送（封筒に「Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ基礎科」
と明記）で東京都産業労働局雇用就
業部能力開発課就業促進担当（〒16３
－８001、新宿区西新宿2－８－1、第1
本庁舎３1階、☎0３・５３20・４８0７）へ。
問産業観光課☎７2４・212９
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７日午前８時３0分から電話で
大地沢青少年センター（☎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４日、11日、1８日、1９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）
※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。
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）。信濃川上駅までの送迎を希
望する方は併せて申し込みを。
町田市成人式
二十祭まちだを開催します！
　二十祭まちだ実行委員会の企画・
運営により、スペシャルゲストによ
るパフォーマンスや来場者参加型イ
ベント等を予定しています。
　案内状をお持ちでない対象の方も
入場できます。
※直接会場へおいで下さい。
対市内在住の1９９6年４月2日～1９９７

年４月1日生まれの方
日1月９日㈷午後0時３0分開場、式典
＝午後1時～2時３0分（予定）
場市立総合体育館
※ステージには手話通訳と要約筆記
がつきます。
※公共交通機関をご利用下さい。
【新成人の方に誕生日の新聞コピー
を差し上げます】
対市内在住の1９９6年４月2日～1９９７
年４月1日生まれの方
日1月５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
各市立図書館カウンターへ（申し込
みは本人に限る）。
※後日取りに来ていただくか郵送と
なります。
問二十祭まちだについて＝文化振興
課（二十祭まちだ実行委員会事務局）
☎７2４・21８４、新聞コピーについて
＝中央図書館☎７2８・８220

催し・講座催し・講座
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2月12日㈰午後1時３0分～５時
場市民協働おうえんルーム（市庁舎
2階）
内市内のマンション管理組合におけ
る防災活動の経験発表、個別相談会
定５0人（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７2４・４26９）へ。
開催します～
地区別食品衛生実務講習会
　直接会場へおいで下さい。
対食品関係営業施設の営業者、食品
衛生責任者等
日・場1月３1日㈫＝鶴川市民センタ
ーホール、2月1３日㈪＝堺市民セン
ターホール、2月22日㈬＝忠生市民
センターホール、2月2８日㈫＝南市
民センターホール、３月７日㈫、22日
㈬＝町田市民フォーラムホール、い
ずれも午後2時～４時（受け付けは午
後1時４５分から）
内食中毒予防を目的とした食品衛生
講習会
問生活衛生課☎７22・７2５４
おいで下さい
日 曜 朝 市
　町田産の新鮮野菜の販売です。
※直接会場へおいで下さい。
日1月８日㈰午前７時３0分～８時３0分
場教育センター校庭
問農業振興課☎７2４・2166
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町田市こどもマラソン大会が開催！第 　　  回44
　町田市こどもマラソン大会が１２月３日に市立陸上競技場で開催され、総
勢２２２７人の小学３～６年生が元気いっぱいに走りました。
　上位入賞者は下表のとおりです。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
町田市こどもマラソン大会成績表（敬称略）
【距離】３・４年生＝２０００ｍ　５・６年生＝３０００ｍ

順位 氏　名 小学校・チーム名

３
年
生

男
子
１ 中村　倭人 ＦＣレオヴィスタ町田
２ 府川　陽和 図師小
３ 近藤　伶那十 ＦＣレオヴィスタ町田

女
子
１ 大木　心夏 小山田小
２ 五十嵐　舞 南第三小
３ 菊島　実和 鶴川第二小

４
年
生

男
子
１ 岸　龍之介 鶴間小
２ 小林　健 大蔵小
３ 鈴木　翔大 鶴川第一小

女
子
１ 中尾　夕菜 南第四小
２ 林　葉月 小山ヶ丘小
３ 新谷　朱里 鶴川第一小

順位 氏　名 小学校・チーム名

５
年
生

男
子
１ 添田　陽大 ＦＣレオヴィスタ町田
２ 横山　太紀 ＦＣレオヴィスタ町田
３ 塩出　望実 南成瀬小

女
子
１ 大木　志桜 小山田小
２ 宮崎　なつみ 小山ヶ丘小
３ 津上　栞璃 図師小

６
年
生

男
子
１ 前平　敦希 ＦＣレオヴィスタ町田
２ 佐藤　陸 南大谷小
３ 水谷　惠建 南第一小

女
子
１ 表　ひなた 三輪小
２ 真田　茉那 小山中央小
３ 大井　花鈴 町田第二小

　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。
市HP 子育てひろばカレンダー 検索

問子育て推進課☎７２４・４４６8

町
田
市
メ
ー
ル
配
信

サ
ー
ビ
ス（
ほ
っ
と
メ

ー
ル
ま
ち
だ
）で
子
育

て
情
報
を
配
信
中
!

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

市立室内プールのお知らせ
　熱源停止のため、１月２５日㈬～
２月６日㈪は、全館休館します。
　２月７日㈫～１１日㈷はトレーニ
ング室のみ公開、２月１２日㈰から
は全館開館します。　
　また、通常の休館日である２月
２０日㈪は、臨時開館します。
問市立室内プール☎７９２・７７６１

市立図書館１月、２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 日　程 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
⑤ブックトーク（低学年向け・中学年向け）

①②１月１１日、１８日、２５日、２月８
日、１５日、２２日
③１月１３日、２７日、２月１０日、２４日
④２月１日
⑤１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
⑤午後２時から（低学年向け）、午
後３時から（中学年向け）

中央図書館
☎７２８・８２２０

※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

催し・講座催し・講座
多摩都市モノレール
町田方面延伸促進協議会
シ ン ポ ジ ウ ム

　市では、多摩都市モノレールの多
摩センター駅から町田方面への延伸
の早期実現に向けて、さまざまな取
り組みを行っています。
　本延伸線は、２０１６年４月に国土交
通省の交通政策審議会がまとめた答
申において、『「東京圏の都市鉄道が
目指すべき姿」を実現する上で意義
のあるプロジェクト』とされました。
　同協議会では、答申を踏まえた今
後の活動やまちづくりに必要な取り
組みについて、シンポジウムを開催
します。
日１月３１日㈫午後３時３０分～５時３０
分
場町田市民フォーラム
内基調講演、パネルディスカッション
講芝浦工業大学大学院客員准教授・
山下良久氏
定１００人（申し込み順）
申１月６日～２３日にイベントダイヤル

（☎７２４・５６５６コード１７０１０６Ｄ）へ。
問企画政策課☎７２４・２１０３

市 民 公 開 講 座
【それって本当に風邪⁈～風邪の見
分け方、対処のしかた】
　手話通訳があります。
日２月４日㈯午前１０時～１１時３０分
場町田市民病院
講町田市民病院感染対策室長・五十
嵐尚志医師　他
定１００人（申し込み順）
申１月６日正午～２９日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６コード１７０１０６Ｅ）
へ。

問町田市民病院医事課☎７２２・２２３０
（内線７１４４）

市民公開講座（糖尿病）
【栄養学の大逆転～えっ、油って控え
てちゃいけないの⁈】
　おいしく楽しく食べて健康になれ
る食事法「ロカボ」の第一人者である
北里大学北里研究所病院糖尿病セン
ター長・山田悟医師が、無理のない糖
質制限について解説します。
日２月４日㈯午後３時～５時
場町田市文化交流センター
定１５０人（申し込み順）
申１月５日正午～２月１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０１０５
Ｂ）へ。
問健康推進課☎７２５・５１７8
こころいきいきつながろう
シ ル バ ー 展

　直接会場へおいで下さい。
日１月４日㈬～１３日㈮、午前8時３０
分～午後５時（各団体の活動紹介以
外は午前１０時～午後３時、初日は午
前１０時から、最終日は午後３時まで）
場イベントスタジオ（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、
茶道体験等、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、各団体
の活動紹介
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
おいしく！楽しく！健康に！

男 性 料 理 教 室
　栄養バランスが良く、繰り返し作
れるメニューを調理・会食します。
対市内在住の６５歳以上の調理経験
が少ない男性で、全回参加できる方
日２月９日㈭、１６日㈭、２４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１月２３日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申１月４日正午～１０日にイベントダ
イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コ ー ド
１７０１０４Ａ）へ。
問当日の詳細について＝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）、男性
料理教室全般に関すること＝町田市
高齢者福祉課☎７２４・２１４６
小山今昔物語
ガイドウォークツアー
日１月２７日㈮午前９時～午後３時ごろ、
集合はＪＲ横浜線相模原駅改札前、解
散は京王相模原線多摩境駅
コース江戸街道の碑～相模総合補給
廠
しょう

一部返還地～横土手～御嶽神社
～伝承小山城址～小山内裏公園
定３０人（申し込み順）
費１２００円（保険料、ガイド料、資料
代等）
申参加者住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・生年月日・性別を明記し、１月３
日～２５日にＦＡＸで町田ツーリスト
ギャラリー（返8５０・９３１２）へ（町田
市観光コンベンション協会ホームペ
ージで申し込みも可）。
問同ギャラリー☎8５０・９３１１（受付
時間＝午前１０時～午後７時）、町田市
産業観光課☎７２４・２１２8
生涯学習センター
親と子のまなびのひろば

　いずれも直接会場へおいで下さい。
【きしゃポッポ】
　子育ての情報を共有して育児の工
夫を学び合うひろばです。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の月末まで）とその保護者、妊婦
の方
日１月の第２～４火曜日、２・３月の第１
～３火曜日、いずれも午後２時～４時

（月２回まで参加可）
【パパと一緒にきしゃポッポ】
　育児に参加したいお父さんのため
のひろばです。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の月末まで）とその父親
日１月２９日、２月２６日、３月２６日、い
ずれも日曜日午後２時～４時

◇
場同センター６階保育室

問同センター☎７２8・００７１
生涯学習センター
もっと知りたい！大人の
発 達 障 が い の こ と

　東京小児医療病院副院長・赤星惠
子医師や、発達障がいがある４人の
子どもの母親である発達障がいハッ
ピーサポート代表・堀内祐子氏とご
長男の堀内謙人氏がお話しします。
※附室有り。先着３組まで。
日１月２8日㈯午後１時～４時４０分
場同センター
定１５４人（申し込み順）
申１月６日正午～２５日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６コード１７０１０６Ｃ）
へ。
問同センター☎７２8・００７１
生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催～３水スマイルラウンジ
鶴 川 の 歴 史 講 座

【「関東の呼ばわり山」について】
　江戸時代、行方不明になった人を
捜す時に人々が訪れた「呼ばわり山」
今熊山。当時の日記に残る捜索の記
録から、お互いに懸命に助け合う姿
に迫ります。
※直接会場へおいで下さい。
対市内在住、在勤、在学の方
日１月１8日㈬午前１０時～１１時
場和光大学ポプリホール鶴川１階交
流スペース
講町田地方史研究会会員・高場康禎
氏
定１５人（先着順）
問同センター☎７２8・００７１
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、木等で椅子やクラフトを作りま
す（新年特別プログラムも予定）。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日１月8日㈰午前１０時～午後３時（雨
天実施）
※毎月第２日曜日に開催。
※開催時間内であれば、何時からで
も参加できます。
場同センター研修棟
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）
問同センター☎７8２・３8００
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問福祉総務課☎724・25371月14日に、ぽっぽ町田及びまちだ献血ルームで「冬季献血キャンペーン」を実施します

催し・講座催し・講座
なたね油しぼり
実 演 と 販 売
　野津田町の七国山地区で栽培して
いるなたねから、油をしぼります。
　油は、４２５ｇビン１本８００円で販売
します。
日１月２１日㈯、２月１８日㈯、３月１８日
㈯、販売時間＝午前９時３０分から（数
に限り有り、売り切れ次第終了）、実
演＝午前１１時～午後２時
場ふるさと農具館
問同館☎７３６・８３８０
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１９日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分
場町田市民文学館大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「浪江虔」
／おはなし＝「ネコのお客」（ルース
・エインズワース作）、「なめとこ山
の熊」（宮沢賢治作）
語り手まちだ語り手の会
※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５日午前９時
から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。

栄 養 講 習 会
【コレステロール・中性脂肪が気にな
る方】
対市内在住の方
日１月２０日㈮午前９時３０分～１１時
３０分
場健康福祉会館
内コレステロールや中性脂肪が気に

なる方向けのメニューの試食、保健
師・栄養士の講話、グループワーク
定３２人（申し込み順）
申１月５日正午～１２日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）へ。
問保健予防課☎７２２・７９９６
元サッカー日本代表監督
岡 田 武 史 氏 講 演 会

【岡田氏が考える「地域創生」につい
て】
　「地域創生」をテーマに、地元に根
付いているプロサッカーチームを活
用した岡田氏流の考え方について、
パネルディスカッションを行いま
す。パネリストにＦＩＦＡコンサルタン
ト・杉原海太氏、司会に（株）朝日新聞
社編集委員・潮智史氏をお迎えし、お
話しいただきます。
対市内在住、在勤、在学の方
日１月２０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（株）今治．夢スポーツ代表取締役
会長・岡田武史氏
定１３０人（申し込み順）
申１月５日正午からイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６コード１７０１０５Ｃ）へ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

移動図書館「そよかぜ号」
　「そよかぜ号」は、さるびあ・堺図書
館から合計３台の車で、各巡回場所を
２週間に１度巡回しています。時間、
巡回場所等の詳細は各市立図書館へ
お問い合わせいただくか、町田市立
図書館ホームページをご覧下さい。
※天候状況や車両故障の事由により
運休することがあります。
問さるびあ図書館☎７２２・３７６８、堺
図書館☎７７４・２１３１

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。

子どもの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。

●ひなた村
【①げんきっず】
対乳幼児とその保護者日１月１２日か
ら原則木曜日午前１０時３０分～１１時
１５分内親子体操、手遊び、体遊び、お
話等

【②糸のこ教室】
対・日市内在住、在学の小学２年生～
１８歳の方（小学生は保護者同伴）＝１
月１４日㈯午後１時～２時３０分、市内
在住、在学の方＝１月１４日㈯午後３
時～４時３０分内電動糸のこ盤を使い
パズル等組木のおもちゃ作り定各
１０人（申し込み順）費３００円（糸のこ
１台につき）

【③ひなた村シアター】
日１月２１日㈯午前１０時３０分～１１時

３０分場ひなた村第１レクルーム内
「だるまちゃんととらのこちゃん」
「だるまちゃんとうさぎちゃん」「水
仙月の四日」「りすとカメラマン」

【④もちつきを楽しもう会】
対市内在住、在学の１８歳以下の子ど
もとその保護者（小学３年生以下は
保護者同伴）日１月２２日㈰午前１０時
～午後２時（雨天実施）定１００人（申し
込み順）費３００円（３歳以下は無料）

【⑤チャレンジ大道芸～ジャグリン
グに挑戦！！君はいくつ投げられる
かな⁈】
対市内在住、在学の小学３年生～１８
歳の方日１月２９日㈰午前１０時～正
午定１５人（申し込み順）費１００円

◇

申①③直接会場へ②⑤１月５日午前
１０時から電話でひなた村へ④１月６
日正午からイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６コード１７０１０６Ｂ）へ問
ひなた村☎７２２・５７３６
●新春こどもフェスティバル
　直接会場へ日１月７日㈯～２２日㈰
場和光大学ポプリホール鶴川内絵の
展示、紙芝居（７日）、乳幼児向けコン
サート（１９日）等問和光大学ポプリ
ホール鶴川☎７３７・０２５２
●市内の４つの球場（芝生部分）を無
料開放します！～親子でボール遊び
　直接各球場へ（チーム練習、バット

〔プラスチック製は可〕、スパイクの
使用は不可）日１月７日～２月１８日の
土・日曜日、祝日の午後３時～４時３０

分場町田市民球場、鶴川球場、藤の台
球場、三輪みどり山球場問町田市民
球場☎７２０・０６１１、鶴川球場☎７３４
・１９３８、藤の台球場☎７２２・６９８０、
三輪みどり山球場☎０４４・９８７・
１４４４
●野津田公園～自然観察教室・野鳥編
対小学生とその保護者日１月２２日㈰
午前８時～１１時場野津田公園内雑木
林や草地で冬鳥を観察講（公財）日本
野鳥の会会員・島津哲也氏定２０組

（申し込み順）費大人６００円、小学４
～６年生３００円（保険料、材料費込
み）※小学３年生以下は１人まで無料
申１月４日午前９時から電話で同公園

（☎７３６・３１３１、受付時間＝午前９時
～午後５時、土・日曜日、祝日も可）へ

●忠生公園～定例自然観察会
【冬の野鳥観察】
　双眼鏡をお持ちの方はご持参下さ
い（同公園で貸し出しも可）日１月８
日㈰午前８時～１０時（雨天中止）場同
公園自然観察センター（忠生がにや
ら自然館）内双眼鏡やフィールドス
コープを使って観察定１５人（申し込
み順）申１月４日午前９時から電話で
同館（☎７９２・１３２６）へ　
●町田市フォトサロン
　いずれも直接会場へおい
で下さい。

【①けんちゃん～ａｍｐｕｔｅｅ ｂｏｙ 鳥
飼祥恵写真展】
　主に上肢、下肢の切断障がいがあ
る選手がプレーするアンプティサッ

カーを通して、
「けんちゃん」こ
と石井賢さんを
取り巻く人たち
に触れながらと
らえた写真展で
す日１月１４日㈯
～２月１９日㈰、

ギャラリートーク、アンプティサッ
カー体験会＝１月１４日㈯午後１時３０
分から２時間程度

【②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】
　１１月に開催した講習会の参加者

による作品を展示します日１月１１日
㈬～１６日㈪

【③２０１６年　私のこの一枚写真展】
　写真を楽しむ方々から募集した
２０１６年のおすすめの一枚を展示し
ます日１月１８日㈬～２３日㈪

◇
場①同サロン２階展示室（ギャラリ
ートーク、体験会は同サロン）②③同
サロン１階展示室問同サロン☎７３６
・８２８１
●町田国際交流センター～まちだ国
際交流パーティー
対外国籍の方とその家族及び会員、
一般の方日２月１２日㈰午後２時から
場ベストウェスタン レンブラント
ホテル東京町田（旧ホテル ザ・エル
シィ町田）定１８０人（申し込み順）費
外国籍の方とその家族及び会員＝
２０００円、一般＝２５００円、小学生＝
５００円、未就学児は無料（いずれも１
人当たり）
申申込用紙（同センターに有り）に記
入し、参加費を添えて直接同センタ
ーへ問同センター☎７２２・４２６０
●和光大学ポプリホール鶴川

【松元ヒロ　ソロライブ】
　ソロコメディアンによる風刺とユ
ーモアたっぷりの爆笑ステージです
対中学生以上の方日４月１５日㈯午後
２時３０分開演場和光大学ポプリホー

ル鶴川費一般２５００円、高校生以下
２０００円（全席指定）申１月１３日午前
８時３０分から電話で町田市民ホール

（☎７２８・４３００）へ（発売初日は電話
のみ受け付け〔有料保育有り、要問い
合わせ〕）

【新春～文化の祭典ｉｎ鶴川（町田市文
化協会加盟団体による展示、体験・鑑
賞イベント）】
　各イベントの開催日はお問い合わ
せ下さい日１月７日㈯～９日㈷場和光
大学ポプリホール鶴川問（一社）町田
市文化協会☎７９２・２３０３

◇
問和光大学ポプリホール鶴川☎７３７
・０２５２
●町田市民ホール～小曽根真　ピア
ノ・ジャズライブ
対６歳以上の方日４月１４日㈮午後６時
３０分開演場町田市民ホール費４５００
円（全席指定）申１月６日午前８時３０分
から町田市民ホール（☎７２８・４３００）
へ（発売初日は電話のみ受け付け〔有
料保育有り、要問い合わせ〕）
●市立総合体育館～リラッ
クス＆リフレッシュ体操教室
対市内在住、在勤、在学の
３０歳以上の方日２月１５日～３月１５
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回定各５０人（抽選）費各１７００

円申往復ハガキに記入し、１月１５日
まで（消印有効）に同館へ（同館ホー
ムページで申し込みも可）問同館☎
７２４・３４４０
●野津田公園

【月替わりのテーマで体づく
り～アクティブヨガ教室】
対２０歳以上の方日①１月１７日、２４
日、３１日②２月７日、１４日、２１日③３
月７日、１４日、２８日、いずれも午前
１０時１５分～１１時４５分、各全３回定
各２０人（申し込み順）費各１５００円

【女性限定～ゆったりと過ごすリフ
レッシュヨガ教室】
対２０歳以上の女性（お子さん同伴も
可）日１月１６日～３月２７日の月曜日

（３月２０日を除く）、午前１０時１５分
～１１時４５分、全１０回定２０人（申し
込み順）費５０００円

◇
申１月４日から電話で同公園管理事
務所（☎７３６・３１３１）へ。
●市立室内プール～フラダ
ンススクール
対１６歳以上の方日１月１１日
～３月２２日の水曜日（１月２５日、３月１
日を除く）、午前１０時～１１時、全８回
定２０人（抽選）費６４００円申往復ハガ
キに記入し、１月６日まで（必着）に同
プールへ問同プール☎７９２・７７６１
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1月2日は、市内のお風呂屋さんで「朝湯」を楽しもう！ 日1月2日午前8時～午後2時場大蔵湯（☎723・5664）、金森湯（☎796・5926）問産業観光課☎724・3296

急病のときは ※いずれの機関も受診する前に必ず電話をして下さい。
※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。

●当番医（午前９時～午後５時）
1日㈷ 2日（振休） 3日㈫ 8日㈰ ９日㈷

中村内科（内）
金森東4-42-28� ☎799・6656

虫明婦人科内科小児科医院（内）（小）
金森3-19-10� ☎796・4807

玉川クリニック（内）
玉川学園7-5-6� ☎725・8207

小阪内科クリニック（内）（小）
金森東4-44-3� ☎799・3933

すずかけ台診療所（内）（小）
つくし野3-17-9� ☎795・2121
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線
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平野クリニック（内）
西成瀬3-18-1� ☎732・1321

佐藤寿一クリニック（内）（小）
原町田1-7-17� ☎710・2251

田村胃腸科内科クリニック（内）
能ヶ谷2-12-6� ☎735・5667

小泉医院（内）（小）
玉川学園2-5-24� ☎725・8411

小出クリニック（内）（小）
木曽東1-15-40� ☎721・2918

成瀬台中
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JR町田駅JR町田駅

市立中央図書館前市立中央図書館前

原町田中央通り原町田中央通り

JR町田駅前JR町田駅前

小田急
町田駅
小田急
町田駅

小
田
急
線

小
田
急
線

境川境川

スーパー
和光大学ポプリ
ホール鶴川

鶴川駅
東口
鶴川駅
東口鶴川駅

広場前
鶴川駅
広場前鶴川駅鶴川駅

鶴川駅鶴川駅

小田急
線

小田急
線

至柿生→至柿生→

←←至玉川学園前至玉川学園前

鶴見川鶴見川

バス乗り場バス乗り場

信用金庫

スーパー 玉川学園前駅玉川学園前駅

至町田至町田

玉川学園駅西玉川学園駅西

小
田
急
線

小
田
急
線

町田市民病院
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町田サービスステーション

滝の沢西滝の沢西
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金子内科クリニック（内）
根岸2-1-14� ☎792・3010

薬師台おはなぽっぽクリニック（内）
薬師台1-25-12� ☎737・7373

久田医院（内）
忠生3-20-2� ☎793・4114

ふくいんクリニック（内）
山崎町2200� ☎791・1307

もとはしクリニック（内）
中町2-14-10� ☎727・9930
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●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

4日㈬ 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
5日、12日㈭ ふれあい町田ホスピタル ☎798・1121 小山ヶ丘1-3-8
6日㈮、14日㈯ 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41
7日㈯、13日㈮ あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3
10日㈫ 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
11日㈬ 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
●日曜日、祝休日、年始の救急病院　日曜日、祝休日、年始の午前9時～翌朝9時
診察日 病院名 電　話 住　所

1日㈷
内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

外科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

2日
（振休）

内科系 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

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

3日㈫
内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

外科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

8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
町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

9日㈷
内科系 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

外科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

健康福祉会館 原町田5-8-21

小
田
急
線

至
旭
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至町田

コンビニ
町田街道

福祉会館前

至
金
森

健康福祉
会館内

●町田市歯科医師会休日応急歯科診
療所（日曜日、祝休日、1月1日～3
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
けは午後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）（日中帯の受け付
け ： 日曜日、祝休日、1月1日～3日の
午前9時～午後4時30分〔電話受付は
午前8時45分から〕、準夜帯の受け付
け ： 毎日の午後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
�
●休日耳鼻咽喉科急患診療（いずれも午前9時～午後5時）、8日＝ほづみ耳鼻いん
こう科・小児科医院（☎728・0275、南大谷1426-138）、9日＝川野医院（☎726・
7673、森野1-11-9）
�
●休日眼科急患診療（午前10時30分～午後5時）、2日＝氏川眼科医院（☎720・
0530、原町田6-1-11）

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、イベント主催者へお問い
合わせいただくか町田市
体育協会ホームページを
ご覧下さい（右のQRコ
ードからアクセスも可）。
【市民ウォーキング①招福三天神初
参り②初心者講習会③笑門大吉八福
神参り】
対市内在住、在勤、在学の小学生以上
の方日①1月3日午前8時50分②1月
7日午前9時③1月15日午前8時50
分場①JR横浜線町田駅中央改札前

集合②サン町田旭体育館③鶴間一号
公園(小田急江ノ島線鶴間駅東口徒
歩6分)集合費①③各500円②100円
問町田ウォーキング協会☎090・
8747・1958
【①アーチェリー講習会②冬季大会
インドアアーチェリー】
対市内在住、在勤、在学の16歳以上
の方日①1月7日正午から、29日午
前9時から（各3時間）②1月8日正午
から場市立総合体育館費①一般各
600円、学生各200円②一般700円、
学生200円問町田市アーチェリー協
会☎734・0321、☎045・962・
4754（①で貸弓具が必要な方は事
前に連絡）

◇
問町田市体育協会事務局☎724・
3443

暮らしに関する相談
　予約制の相談は、電話で①～⑤市民相談室（☎724・2102）⑦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
月～金曜日
（2日～6日、
9日を除く）

前週の金曜日から電話で予約
※1月6日㈮午前8時30分から
1月10日～13日の予約を受け付けます。

②交通事故相談 11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）6日、13日㈮ 電話予約制（随時）／午後1時30分～4時

④不動産相談 10日㈫ 電話予約制（次回分まで受け付け）／午後1時30
分～4時⑤行政手続相談 12日㈭

⑥少年相談 10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

⑦母性保健・母乳育児
相談 5日、12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

⑧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）

月～土曜日
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎
721・4842）へ/午前9時30分～午後4時（水曜
日のみ午後1時～8時〔第3水曜日は除く〕）
※法律相談有り＝要予約
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今号の広報紙は、１３万９６５１部作成し、１部あたりの単価は１２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）。

国 際 版 画 美 術 館 企 画 展 案 内

東京２０２０オリンピック・パラリンピック フラッグツアーが
町田市にやってきます！

町田市消防団出初式
～地域を守る消防団の雄姿をご覧下さい

　東京２０２０オリンピック・パラリンピック　フラッグツアーを、
町田市で開催します。
フラッグツアー歓迎セレモニー・パレード  
○日程　１月１４日㈯　○場所　町田シバヒロ
※荒天時は、町田ターミナルプラザ
【歓迎セレモニー】
午前１０時４５分から＝市内団体のパフォーマンス、スペシャルア
ンバサダー（親善大使）：ＴＯＫＩＯ城島茂さんとアンバサダー：リ
オパラリンピック競泳銅メダリスト山田拓朗選手が登場
【パレード】
午後０時１５分から、カリヨン広場〜ぽっぽ町田前広場をパレー
ド（本紙１面で紹介した鹿沼由理恵選手と、ロンドンオリンピッ
クカヌー代表の海渕萌選手が旗手）

フラッグ展示 �
○日時　１月１６日㈪〜２０日㈮午前８時３０分〜午後５時
○場所　市庁舎１階　ワンストップロビー

問スポーツ振興課
　☎７２４・４０３６

　ロウ細工を思わせる質感の花か
らは、ほのかな甘い香りが漂い、園
内を包み込んでいます。
問忠生公園自然観察センター（忠
生がにやら自然館）☎７９２・１３２６

　鶴川第二中学校合唱団が、１０月８日〜１０日に開催された「第８３回ＮＨＫ全
国学校音楽コンクール全国コンクール」で、銅賞を受賞しました。また、１０
月３０日にレクザムホール（香川県高松市）で開催された「第６９回全日本合
唱コンクール全国大会」中学校部門混声合唱の部でも、３位となる高松市教

育長賞・金賞を受賞しました。
　その報告のため、１２月１日
に市庁舎を訪れた部長の小
田愛さんは、「本番が近づく
につれてみんなの勢いが変
わっていって、最後は目標が
ひとつになりました」と話さ
れました。
問教育総務課☎７２４・２１７２

○開館時間　�火〜金曜日＝午前１０時〜午後５時、土・日曜日、祝日＝午前１０
時〜午後５時３０分（いずれも入館は閉館の３０分前まで）

○休　館　日　月曜日（祝日の場合は開館し、翌日休館）
問イベントダイヤル☎７２４・５６５６、同館☎７２６・２７７１

問防災安全課
　☎７２４・３２５４

受賞の報告に訪れた、部長の小田愛さん（中央）と
男声パートリーダーの湯田平啓太さん（中央左）

忠生公園のロウバイ
が見ごろです

マンゲツロウバイ

　新春恒例の町田市消防団出初
式が、１月８日㈰に町田第一小学
校校庭で開催されます。
　当日は、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。

○日時　１月８日㈰午前９時３０分〜１１
時３０分
○場所　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）

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

リオオリンピックで大会旗を受け取る小池百合子東京
都知事（Photo by Tokyo 2020 / Shugo TAKEMI）

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶年始の主な施設の業務開始日◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀
開始日 施設名

２日（振休）から 町田シバヒロ、原町田一丁目駐車場（第２駐車場は年中無休）
３日㈫から 町田リス園（４日は休園）

４日㈬から

市庁舎、各市民センター、駅前連絡所（町田・南町田・鶴川）、連絡所（木曽山崎・玉川学園
駅前）、コミュニティセンター（成瀬・つくし野・木曽森野・三輪・上小山田）、生涯学習セ
ンター、市民病院、健康福祉会館、保健所中町庁舎、町田市民フォーラム（男女平等推進
センター、消費生活センター）、ふれあい館（もっこく・くぬぎ・けやき・もみじ・いちょう
・桜）、和光大学ポプリホール鶴川、町田市フォトサロン、小野路宿里山交流館

５日㈭から
市立図書館、町田市民文学館、町田市民ホール、国際版画美術館、市立博物館、自由民権
資料館、子どもセンター（ばあん・つるっこ・ぱお・ただＯＮ・まあち・ぱお分館）、子ども
クラブ（南大谷・玉川学園）、ひなた村、大地沢青少年センター

※施設の貸し出しについては、各施設へお問い合わせ下さい。

▶▶▶▶▶年始の主なスポーツ施設の業務開始日◀◀◀◀◀
開始日 施設名

２日（振休）から テニスコート（相原中央）、グラウンド（相原中央）
３日㈫から テニスコート（野津田公園）
４日㈬から
※市立室内プール
は４日〜６日は午
前９時〜午後５時

市立室内プール、市立陸上競技場、テニスコート（町田中
央公園・鶴川中央公園・鶴川第二・鶴間公園・成瀬クリーン
センター）、グラウンド（小野路・木曽山崎・上の原）、木曽
中夜間校庭開放、球場（野津田）、忠生公園ソフトボール場

５日㈭から 市立総合体育館、サン町田旭体育館、温水プール（南中・鶴
川中）

７日㈯から 温水プール（町田一中）、球場（町田市民・藤の台・鶴川・三
輪みどり山）

※小野路球場は、６月末まで夜間照明設備工事のため、使用できません。

鶴川第二中学校合唱団が活躍 !

　子どもたちが学校で学習した美術・図画
工作・書写の意欲あふれる作品を集め、作品
展を開催します。
【中学校美術作品展】１月１２日㈭〜２２日㈰
【小学校図画工作展】１月２７日㈮〜２月５日㈰
【小学校書写展】２月１０日㈮〜１９日㈰
○会場　同館企画展示室１

第３０回町田市公立小中学校作品展

中
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校
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術
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品
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　２０１５年度後半から２０１６
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
な作品を展示します。
○日程　１月５日㈭〜２月１９日㈰
○会場　同館企画展示室２

Ｐｒｅｓｅｎｔ　ｆｏｒ　Ｙｏｕ
－新収蔵作品展

　木村利三郎は１９６４年に渡米し、ニューヨークを拠点に制作を続けた版
画家でした。２０１４年の逝去を悼み、「都市の構造と崩壊」をテーマにした木
村の作品、約３０点を展覧します。
○日程　１月５日㈭〜４月９日㈰　　○会場　同館常設展示室

シリーズ現代の作家　追悼・木村利三郎
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