
私が選ぶ 一緒に創る
地域で元気にいきいき宣言

　住み慣れた地域で安心して暮らし続けたい…。年齢を重ねるごと
に、こうした思いは強くなっていくのではないでしょうか。住み慣れ
た地域で、自分らしく暮らし続けるためには、地域で仲間とともに健
康づくりを行ったり、自分に合ったサービスを利用して、楽しみなが
ら健康を維持することが大切です。
　皆さんのこうした思いを実現するため、４月から「町田市介護予防
・日常生活支援総合事業（総合事業）」を開始します。

　12年前に転入し、市内の長男夫婦と同居を始めました。夫婦で老
人会を訪ねて加入したり、市の教室などで出会った仲間とサークル
活動を楽しんできました。
　何をするにも2人で話し合ってきた夫が2015年に他界し、私の塞
いだ状態を心配した高齢者支援センターの方に、「短期集中型サー
ビス（2面参照）」のモデル事業を紹介され、スポーツクラブでのス
トレッチ・軽運動・健康講座を受講しました。通い始めると、体力
をつけることに夢中になり、夫を亡くしたことを忘れられました。
　春には、地元の健康体操クラブへの復帰や、墨絵の会の活動を再
開し、新たな勉強も始めたいと思います。

４月から「町田市介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）」が始まります

総合事業は、「介護予防・生活支援サー
ビス事業（サービス事業）」と「一般介護
予防事業」で構成されます

・ 地域で創るもう１つの家族 ・
ＮＰＯ法人コミュニティフレンド

問高齢者福祉課☎724・2146

　塞いだ気持ちも前向きに。
　積極的に行動すれば、生きがいも
　見つかります！ 下

しも
畝
せ

千枝さん（85歳）

 総合事業のポイント
利用できるサービスの種類が増えます！
身近なところで介護予防活動に取り組めます！
要支援認定の更新時に、手続きの一部を
簡略化することができます！

1
２
３

➡ 詳細は2面へ

　コミュニティフレンドでは、スタッフと利用者という一方通行の
関係ではなく、みんながお互いに助け合い、季節の手仕事や食事作
りを楽しんでいます。4月からは「地域活動団体型サービス（2面参照）」
として、脳トレ等も取り入れ活動の幅を広げます。

代表　新沼春海さん

　私たちがコミュニティフレンドに関わるようになったのは、2014
年度に会が発足した当初に、「お料理をするのを手伝って」と声をか
けていただいたのがきっかけです。高齢者の方のお世話をするとい
うよりも、親の世代の方に料理を教えていただくなど、自分にとっ
ても勉強になります。またママ友とは違う世代のつながりもできま
した。子どもたち
も活動に参加させ
ていただくこと
で、地域に知り合
いが増えるので、
ありがたいです。

スタッフ　長谷美紀さん と 小林いずみさん
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「総合事業」で介護予防が変わります

33 要支援認定の更新時に、手続きの
一部を簡略化することができます

11 利用できるサービスの種類が増えます サービス事業

22 身近なところで
介護予防活動に取り組めます

一般介護予防事業

2 2017．1．15 広報まちだは1日・15日の月2回発行です

対象：健康づくりに取り組みたいすべての方
　一般介護予防事業では、身近な場所で健康づくりや介護予防に取
り組むことで、元気な状態を維持できるよう支援します。その活動
の一つ「町トレ」を紹介します。

　町トレ  ～ 町田を元気にするトレーニング
　体力に自信がある方から、自信がない方まで、どなたでも取り組
めるトレーニングです。３０分で「ストレッチ」と「筋力トレーニ
ング」を行います。毎週続けて行うことで確実に体力が付きます。

グループを作り、近所の人を誘いあってみんなで健康づくりに取り組ん
でいます。

　これまで全国一律で提供していた介護予防給付のう
ち訪問介護サービス・通所介護サービスを、4月からは、
町田市の事業として提供することになりました。
　従来と同様のサービスに加え、市独自の新しいサー
ビスを提供します。

対象：要支援1・2の方、基本チェックリスト（③参照）で事業対象に該当した方

　要支援認定を受けている方は、従来の更新手続き（介護認
定申請）を行うか、手続きを簡略化できる「基本チェックリ
スト」を実施して対象者判定を行うかを選択できます。
　「基本チェックリスト」の実施対象となるのは、ホームヘル
プサービスまたはデイサービスのみを利用する方です。
※�「基本チェックリスト」とは、身体の状態等を確認するための�
25項目の質問表のことです。
※�訪問看護や福祉用具貸与などの介護予防給付を利用する予定の
方は、介護認定申請が必要です。

　パンフレット「町田市介護予防・日常生活
支援総合事業のご案内」を作成しました。総
合事業を利用するための手続きなどを掲載
しています。各高齢者支援センターと高齢者
福祉課（市庁舎1階）の窓口で配布しています。
問高齢者福祉課☎７２4・２14６

パンフレット
町田市介護予防・日常生活支援

総合事業のご案内

市ＨＰ 総合事業のご案内 検索

　支援が必要な方へ介護予防に取り組める場を
提供するサービスの担い手となる団体を募集し
ます。
○対象　地域住民中心のグループ、ＮＰＯ法人等
○活動例　体操、食事会、参加者同士の交流、趣
味の集まり等

○サービスの利用者　要支援認定を受
けている方、サービス事業対象者を中心
に一般の高齢者や子どもの参加も可
○提供回数　月２回以上
※各基準や補助内容等の詳細はお問い
合わせ下さい。

【説明会を開催します】
○対象　地域活動団体型サー
ビスの担い手となる団体
○日時　①２月1０日㈮午後２
時～4時②２月1３日㈪午前1０
時～正午（両日とも同一内容）
○場所　市民協働おうえんル
ーム（市庁舎２階）　
○定員　各５０人（申し込み順）

○申し込み　町田市ホームページ
で事業の内容を確認のうえ、①２月
９日まで②２月1０日までに、直接ま
たは電話で各高齢者支援センター
の「生活支援コーディネーター」へ。
問各基準や補助内容等について＝
各高齢者支援センター、事業全般
について＝町田市高齢者福祉課☎
７２4・２14６

詳細は
こちら

住民主体の  
地域活動団体型サービスの募集及び説明会

ご本人の状態や、地域のサービス提供状況により、ケアマネジャーと最適なケアプランを作成します

下半身の
筋肉を鍛えて、

お出かけできるように
なりましょう。

サービス事業の種類とサービス提供者
　サービス内容等詳細は、2面右下のパンフレットをご
覧いただくか、高齢者支援センターへお問い合わせ下さい。

訪問型（ホームヘルプサービス）
国基準型：訪問介護事業者　〈従来と同様〉
市基準型：訪問介護事業者（まちいきヘルパー※を含む）
短期集中型：各種事業者（リハビリテーション専門職）

通所型（デイサービス）
国基準型：通所介護事業者　〈従来と同様〉
市基準型：通所介護事業者
地域活動団体型：住民主体の団体
　１面で紹介した、コミュニティフレンドの活動です。
　現在、地域で活動する団体を募集中!
　詳細は2面下をご覧下さい。
短期集中型：各種スポーツ事業者
　１面で紹介した、下畝さんが体験したサービスです。
※�まちいきヘルパー…町田市で実施している養成研修を
修了したヘルパー

退職もしたし、
近所の人と
交流したいな。

入院して
体力が落ちたけど、また
駅前の喫茶店に行ける
ようになりたいな。

近所の
皆さんが参加する

町トレ（②参照）のグループ
に入りませんか？

ケアマネジャー New
New

New
New

New



32017．1．15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

納付はお済みですか？　1月は「市・都民税」の納付月です 　問納税課☎724・2121

募　集募　集
要 介 護 認 定 調 査 員
対基本的なパソコン操作ができる介
護支援専門員の資格を有する方、ま
たは３月３１日までに取得見込みの方
＝４人程度
勤務期間４月１日～２０１８年３月３１日
（更新も有り）
勤務時間午前８時２０分～午後５時５
分（時間外勤務有り）、月１６日
勤務場所介護保険課（市庁舎１階）
内介護保険の認定調査、要介護認定
関連業務
報酬１９万２２００円（別途交通費支給）
選考書類、筆記・面接試験（書類合格
者のみ）
申募集要項を参照し、応募書式に記
入のうえ、１月１６日～２月１日午後５
時（必着）に直接または郵送で介護保
険課へ。
※募集要項や応募書式は町田市ホー
ムページでダウンロードできます。
問介護保険課☎７２４・４３６５

認 可 保 育 園 職 員
　詳細は各保育園へお問い合わせ下
さい。
対有資格者
○こっこのもり保育園（☎７９７・０６１１）
＝保育士（常勤）
○開進こども保育園（☎７２５・７８５１）
＝保育士・幼稚園教諭（常勤、非常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８

ひ な た 村 臨 時 職 員
対小学生と行う体験活動が好きな方
＝若干名
勤務期間３月１日～４月２８日
勤務時間午前８時３０分～午後４時３０
分（月１２日以内、勤務日により時間
は異なる）
内小学６年生を対象とした縄文体験
事業の補助業務等
報酬時給９４０円（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。

選考書類審査のうえ、面接
申履歴書を１月２５日まで（必着）に、
直接または郵送でひなた村（〒１９４
－００３２、本町田２８６３）へ。
※履歴書は返却しません。
問ひなた村☎７２２・５７３６
障がい児スポーツ教室

指 導 員 募 集
【①体育館で行うスポーツの指導員
②水泳の指導員】
　参加者が楽しく活動できるための
補助、個々に合わせた指導・教室の企
画運営等を行います（謝礼有り）。
※教室の詳細はお問い合わせ下さい。
対福祉に理解のある２０～６５歳程度
の方（指導経験は不問）
日土曜日の①午後３時～５時②午後２
時～４時３０分、いずれも月平均３回
開催（全回参加できなくても可）
場①サン町田旭体育館②すみれ会館
温水プール
内①種目＝ジョギングやトランポリ
ン等
申電話で障がい福祉課（☎７２４・２１４７）
へ。
生涯学習センター～利用者交流会

企 画・ 運 営 委 員 募 集
　４月１５日（予定）に行われる生涯学
習センター利用者交流会の企画・運
営委員を募集します。
対生涯学習センターを利用している
方等
日２～３月の第１・３水曜日、４月５日㈬、
いずれも午後６時～８時、全５回（予定）
場同センター
申電話で同センター（☎７２８・００７１）
へ。

町田市スポーツ推進委員
対市内在住の１８歳以上の方＝１人
任期４月１日～２０１８年３月３１日
選考書類・論文選考、面接（２月２５日）
申募集要項を参照し、所定の履歴書
と論文（テーマ①「町田市地域スポー
ツクラブを地域に根付かせるための
具体的な方策」②「子どもと高齢者の
体力向上のために取り組むべき具体
的な施策」のうち１テーマ、４００字詰

め原稿用紙２枚まで）を２月８日まで
（消印有効）に直接または郵送でスポ
ーツ振興課（市庁舎１０階）へ。
※募集要項、履歴書はスポーツ振興
課で配布します（町田市ホームペー
ジでダウンロードも可）。郵送希望の
方はお問い合わせ下さい。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

お知らせお知らせ
常 設 型 冒 険 遊 び 場 
活動団体を募集します
　４月１日～２０１８年３月３１日に、芹
ヶ谷公園及び鶴川中央公園内の常設
型冒険遊び場活動エリアで、冒険遊
び場を開催する団体を募集します。
申募集要項を参照し、必要書類を２
月１日午前９時～１５日午後５時に直
接児童青少年課（市庁舎２階）へ。
※募集要項等の書類は、児童青少年
課で配布します（町田市ホームペー
ジでダウンロードも可）。
問児童青少年課☎７２４・４０９７
燃やさないで！

野 焼 き は 禁 止 で す！
　住宅地周辺における野焼きによ
り、「煙や悪臭で困っている」などの
相談が多数寄せられています。
　軽微な落ち葉焚

た

きや畑での肥料作
り等は禁止の例外ですが、周辺の生
活環境に配慮が求められます。
　資源やごみは焼却せずに、ルール
に従って適正な処理を行って下さい。
問環境保全課☎７２４・２７１１

ご意見を募集します
新・ 町 田 市 交 通 安 全 
行 動 計 画（ 素 案 ）
　市では、悲惨な交通事故を減らす
ため、新・町田市交通安全行動計画
（素案）を策定しました。皆さんのご
意見をお寄せ下さい。
資料の閲覧・配布窓口交通安全課（市
庁舎９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、生涯学
習センター、男女平等推進センター
※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「新・町田市交通安全
行動計画（素案）に関する意見募集」
と書き、氏名・連絡先を明記し、１月
１６日～３１日（必着）に直接、郵送、ＦＡ
ＸまたはＥメールで交通安全課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２、返
０５０・３１６０・８０３９遍ｍｃｉｔｙ２７８０＠
ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。

【注意事項】
◯書式は自由です。
◯電話、窓口での口頭によるご意見
はお受けできません。
◯ご意見に対する個別回答は行いま
せん。
◯公序良俗に反するもの、特定の団
体や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。
○ご意見の概要及び市の考え方は、
個人情報を除き、３月中に町田市ホ
ームページに掲載します。
問交通安全課☎７２４・１１３６

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

町田市福祉有償
運送運営協議会

1月23日㈪午
前10時30分
～正午

市庁舎10階
会議室10−
2・3

5人
（申し込み順）

事前に電話またはFAXで福祉総務
課（☎724・2133返050・3101・
0928）へ

町田市食育推進
計画推進委員会

1月24日㈫午
後1時30分～
3時30分

町田市保健
所（ 中 町 庁
舎）1階講堂

5人
（先着順）

直接会場へ問保健予防課☎722・
7996

町田市国民健康
保険運営協議会

1月26日㈭午
後2時～4時

市 庁 舎2階
会議室2−1

3人
（申し込み順）

1月23日午後5時までに電話で保
険年金課（☎724・4027）へ

町田市環境審議
会

1月27日㈮午
後6時30分～
8時30分

市 庁 舎2階
会議室2−1

10人
（申し込み順）

1月26日午後5時までに電話で環
境政策課（☎724・4386）へ

町田市福祉のま
ちづくり推進協
議会

1月30日㈪午
後2時～4時

市 庁 舎3階
会議室3−1

5人
（申し込み順）

事前に電話またはFAXで福祉総務
課（☎724・2133返050・3101・
0928）へ

　詳細は、町田市ホームページで公表（②は町田市民病院ホームページで
も公表）するほか、次の窓口でも資料を配布します。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、生涯学習センター、①のみ＝農業振興課（市庁
舎９階）、七国山ファーマーズセンター、ふるさと農具館、ＪＡ町田市各支店
（町田・鶴川・忠生・堺・南）、②のみ＝町田市民病院（１階インフォメーショ
ン）、保健予防課（町田市保健所〔中町庁舎２階〕、健康福祉会館１階）

ご意見の概要 市の考え方

①
町
田
市
農
業
振
興
計
画

　実行計画では「担い手」「農地」「販
売」「市民と農とのふれあい」が並列
で記されているが、進め方として、

「担い手」と「農地」の農業基盤整備
が最優先課題ではないか。

　「担い手」「農地」「販売」「市民と農とのふれ
あい」を4つの基本目標として取り組むこと
で、本計画の推進を図ります。

　新規就農者への営農技術や経営
診断などフォロー事項は多く、相談
専用窓口が必要ではないか。

　市では新規就農者からの相談を受け付け
ており、内容により東京都や農業委員会、町
田市農業協同組合等の関係機関と連携を図
り対応を行っております。

②
町
田
市
民
病
院
　
中
期
経
営
計
画

　地域医療支援病院の承認に向け
た取り組みに賛成。市民や診療所等
が町田の中核病院として存在する
市民病院を守り抜こうという強い
意識を醸成しなければならない。

　地域医療支援病院として機能するために
は、かかりつけ医と市民病院の役割を明確化
し、入院治療、手術、専門的な医療・検査など
を行う市民病院と、病状の安定後に日常の診
療を行うかかりつけ医の役割を周知するこ
とで、中核病院としての役割を果たしていき
たいと考えています。

　外来患者数の目標を1000人以下
／日とするのは良いことである。収
益性が減少しないよう、手術、緊急
医療で補填してほしい。

　逆紹介の推進などによる外来患者数の適
正化を進め、入院、手術、がん治療など、より
医療の必要性の高いものへと医療資源を集
中させていく必要があると考えています。

パブリック
コメント
公　表

　市では、①「第４次町田市農業振興計画」②町田市民病院「中期経営計画
（２０１７年度～２０２１年度）」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。ご意見の
概要と市の考え方をいくつかご紹介します。
○募集期間　２０１６年１０月１日～３１日　○応募者数　①５人②２人
○意見件数　①２５件②７件

①第４次町田市農業振興計画（素案）
②町田市民病院「中期経営計画（２０１７
年度～２０２１年度）」（案）
ご意見ありがとうございました

問①農業振興課☎７２４・２１６６②市民病院経営企画室☎７２２・２２３０

町田市民病院職員募集
問町田市民病院総務課☎722・2230（内線7415）

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

病院事務 
A・Ｂ

（任期3年）若干名

1959（昭和34）年4月2日以降に生まれた、民
間企業等において病院医事業務に関する職務
経験を3年以上有する方、または社会福祉士の
資格を所有し、民間企業等において医療連携業
務に関する職務経験を3年以上有する方

〇申込締切日
2月8日㈬まで

（必着）
〇試験日
2月19日㈰

4月1日

臨床工学
技士

1986（昭和61）年4月2日以降に生まれた、臨
床工学技士の資格を有する方または2017年春
までに取得見込みの方

※採用条件等は、募集要項を十分に確認して下さい／試験実施要項と受験申込書は、町田
市民病院ホームページからダウンロードできます。市民病院・各市民センターでも配布し
ています。
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お知らせお知らせ
健康講座

高齢者のための口腔ケア
【お口の健康は全身を守ること】
対市内在住の６０歳以上の方
日２月１４日㈫午後１時３０分～３時
場鶴川市民センター
講歯科衛生士・大堀嘉子氏
定３０人（申し込み順）
申往復ハガキに講座名・住所・氏名
（ふりがな）・電話番号・年齢を明記し、
２月７日まで（必着）に町田市老人クラ
ブ連合会（〒１９４－００２２、森野１－１
－１５、わくわくプラザ町田３階）へ。
問同連合会☎７２５・４６１３、町田市高
齢者福祉課☎７２４・２１４１

高齢者のための所得税、
市・ 都 民 税 の 控 除

【高齢者の障害者控除】
　市では、介護保険の要介護１以上
の認定を受けている６５歳以上の方
が、一定の要件を満たす場合に障害
者控除対象者の認定（要申請）を行っ
ています。その場合、身体障害者手帳
等の交付を受けていない方でも税控
除の対象となります。
※認定終期が記載されていない障害
者控除対象者認定書をお持ちの方
は、体の状態に変化がなければ翌年
以降も有効のため、申請は不要です。

【身体障害者手帳等をお持ちの方へ】
　手帳等では普通障害者控除の対象
であっても、特別障害者に該当する
場合があります。詳細はお問い合わ
せ下さい。

【おむつに係る費用の医療費控除】
　傷病等のため６か月以上寝たきり
の方のおむつ費用は、医師が治療に
必要と認めた場合に発行する「おむ
つ使用証明書」の添付により、医療費
控除の対象となります。
　２年目以降の申告では、要介護認
定時の「主治医意見書」または「町田
市おむつに係る費用の医療費控除主
治医意見書確認書」（要申請）で要件
の確認ができる場合は、「おむつ使用
証明書」の代わりにできます。

◇
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

町田市安全安心まちづくり
推進計画を改定しました
　町田市安全安心まちづくり推進計
画は、「安全で安心してくらせるま
ち」を構築するために、２０１３年１２月
に策定し、このたびこれまでの振り
返りと新たな目標の設定を行うた
め、計画を改定しました。
　改定にあたっては、パブリックコ
メントを実施し、町田市生活安全条
例に基づき設置された町田市生活安
全協議会で協議し、作成しました。
　冊子は、市政情報課（市庁舎１階）
で１月中旬から１００円で販売します。
※計画及びパブリックコメントの結
果は、町田市ホームページでダウン
ロードもできます。
問防災安全課☎７２４・２１０７

催し・講座催し・講座
使 い 切 り 料 理 教 室
　余りがちになってしまう食材や調

味料を使ったメニューを作ります。
対市内在住の１８歳以上の方
日２月１７日㈮午前１０時～午後１時
場町田市民フォーラム
内大根とチキンのダイキチカレー、
野菜の皮を使ったきんぴら
講（一財）まちだエコライフ推進公社　
他
定２４人（申し込み順）
費３００円
申１月１７日正午～３１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０１１７
Ｅ）へ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
町田ファミリー・サポート・センター

子 育 て の お 手 伝 い を 
し て み ま せ ん か
　援助会員（有償ボランティア）を募
集しています。

【保育サポート講習会】
　講習会修了後、同センターの「援助
会員」として登録し、活動していただ
きます。
対市内在住で、保育サポートができ
る満２０歳以上の方
※妊婦の方は、安全のため受講をご
遠慮下さい。
日２月７日㈫①午前１０時～正午②午
後１時～３時、２月８日㈬③午前１０時
～正午④午後１時～３時、２月９日㈭
⑤午前１０時～正午⑥午後１時～４時
場町田市民フォーラム
内①入会説明会②子どもの食事③保
育の心④心・体の発育と病気⑤子ど
もの世話と遊び⑥普通救命講習
※「普通救命講習」は運動しやすい服
装でおいで下さい（スカート不可）。
定各２０人（申し込み順）
費⑥１４００円（教材費）
申１月３０日までに電話またはＦＡＸ
で同センター（☎返７２４・０９０１）へ。

保育希望者（３歳以上の未就学児、各
回４人〔入会説明会は除く〕、全回出
席者優先）は併せて申し込みを。
問子育て推進課☎７２４・４４６８
小野路宿里山交流館

冬 の 里 山 野 鳥 観 察 会
　森林インストラクター・池田倫子
氏のガイドで、冬の里山で野鳥を観
察します（双眼鏡の貸し出し有り）。
日２月１０日㈮午前９時３０分～午後１
時（小雨実施、荒天時は、小野路宿里
山交流館での講座）
場小野路宿里山交流館周辺
定１５人（申し込み順）
費１５００円（保険料、昼食代、資料代）
申１月１７日正午～２月１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０１１８
Ｃ）へ。
問同館☎８６０・４８３５

多様な働き方セミナー
【契約社員、パート及び労働者派遣の
法的留意点～制度改正、判例動向の
理解と適切な労務管理のために】
対事業主、企業の人事労務担当者等
日①２月１４日②２月２８日、いずれも
火曜日午後２時～４時
場八王子労政会館（八王子市）
内①有期契約と雇い止め、無期転換
申込権の制度と留意点、パートの社
会保険適用拡大②労働者派遣と請負
～それぞれの制度の仕組みと違い、
労働者派遣法の改正内容
講法政大学法学部講師・山本圭子氏
定各６０人（申し込み順）
申電話またはＦＡＸで東京都労働相
談情報センター八王子事務所（☎
０４２・６４３・０２７８返０４２・６４５・
７１８５）へ（ＴＯＫＹＯはたらくネット
ホームページで申し込みも可）。
問産業観光課☎７２４・２１２９

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１２１ 平成28年度臨時福祉給付金及び障害・遺族年金受給者向け給付金

申請期限は１月31日までです

放置自転車を海外へ贈り、

　寒に入り、一年で一番寒い季節に
なりました。風邪など召されぬようご
自愛下さい。冷たい空気になり透明
度が増し、大山・丹沢、甲州の山々がく
っきりと望める日が増えてきました。
　広袴、能ヶ谷や三輪地域の林地で
冬鳥を見かける機会が多くなりまし
た。そろそろ繁殖期に入るタカ類の
鳴き声が響く日もあり、林床などで
はシロハラやルリビタキが、林の縁
ではこれも高原、山地から低地に降
りてきたアオジの姿も見かけるよう
になりました。
　ちょっとびっくりしたのは、畑が
少しありますが、住宅街にある我が
家の隣、広袴不動尊の境内でハヤブ
サの仲間のチョウゲンボウがムクド
リを捕食しているのに遭遇したこと
です。
　さて、昨年の「広報まちだ」１０月
１１日号で掲載したカワセミ通信
１１８でもお知らせしましたが、図師、
下小山田地区にありました、障害者
通所施設「花の家」が、今月はじめに
道路を挟んで向かい側に移転しまし
た。これまでの約３０年間、活動の拠
点であった建物が、今回の清掃工場
が、「花の家」建物にかかる形で建設
されることになり、移転新築を進め

てきました。
　「花の家」はこの移転を契機に、特
別支援学校「町田の丘学園」の卒業生
の受け入れのニーズにも対応するな
ど、これまでの４５人定員の生活介護
施設は、２５人の定員増により７０人
定員となりました。加えて、就労継続
支援Ｂ型で３０人、放課後等デイサー
ビスで１０人の定員の施設機能を追
加しています。新施設は医療的ケア
を必要とする障がい者にも対応でき
る機能を持ち、相談支援機能を併せ
包括的支援のできる多機能型施設に
なりました。
　今年度（２０１６年度）は障害者差別
解消法や改正障害者雇用促進法など
が施行された年でもあり、また、町田
市障がい者計画（５ヵ年計画）も今年
度スタートしています。障がい者施
策も新しいステージに立つことがで
きたと思います。

移転新築した障害者通所施設「花の家」

　対象と思われる方には申請書を送
付しています。申請期限は１月３１日
（消印有効）です。期限までに申請が
ない場合、申請を辞退したとみなさ
れ、支給されません。
対平成２８年度臨時福祉給付金＝平
成２８年度の市民税が課税されてい
ない方（ただし、市民税が課税されて
いる方の扶養親族等や生活保護等の
受給者は対象外）、障害・遺族年金受

給者向け給付金＝平成２８年度臨時
福祉給付金の支給対象者のうち、平
成２８年５月分の障害基礎年金、遺族
基礎年金等を受給している方（ただ
し、高齢者向け給付金〔１人につき
３万円〕を受給した方は対象外）
問町田市役所臨時福祉給付金専用コ
ールセンター☎０５７０・０２０・０９２（携
帯電話から＝☎０４２・７１０・８５１０）、福
祉総務課臨時給付金係☎７２４・４４３１

　市は、２００１年から（公財）自転
車駐車場整備センターを通じ、引
き取り手のない放置自転車のう
ち、売却できないものについて海
外供与を行っています。
　昨年１１月１７日にカンボジア王
国で開催された自転車贈呈式にお
いて、カンボジア政府から勲章と
感謝状を授与されました。カンボ
ジア王国には、これまで約１７００台
の自転車を供与しています。
○海外供与の実績
　市は、２０１５年までに約８２００台
の供与を行っています。供与台数
は、放置自転車の減少に伴って

２００７年の約１０００台をピークに
減少し、２０１５年は２６０台を供与
しました。
○主な供与先
　カンボジア王国、タイ王国、フィ
リピン共和国、ミャンマー連邦共和
国等
問交通安全課☎７２４・１１３６
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催し・講座催し・講座
認知症ステップアップ講座
対認知症サポーター養成講座を受講
した方
日２月１８日㈯午後１時３０分～４時３０
分
場健康福祉会館
内認知症の基礎知識の復習と、認知
症の人とのコミュニケーションの取
り方について実践的な事例を学ぶ
定４０人（申し込み順）
申１月１７日正午～２月１６日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード

１７０１１７Ｃ）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
国際版画美術館
銅 版 画 一 日 教 室
対高校生以上の初心者
日２月２５日㈯午前１０時３０分～午後
４時
場同館
内銅版画のドライポイント技法で単
色刷りの小品（約１５㎝×１２㎝）を制
作（道具、材料は同館で用意）
講版画家・馬場知子氏
定１４人（抽選、結果は２月８日ごろ発送）
費３０００円
申１月２４日正午～２月５日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード

１７０１２４Ａ）へ（同館ホームページで
申し込みも可）。
問同館☎７２６・２８８９

地 域 就 職 面 接 会
　東京しごとセンター多摩と共催で
す。多摩地域を中心としたエリアに
本社・事業所がある企業１０社程度の
参加を予定しています。
対求職者
日・内１月３１日㈫、面接対策セミナー
＝午前１０時～正午、合同就職面接会
＝午後１時～４時（受付時間＝午後０
時３０分～３時）
※面接会は直接会場へおいで下さい。
場多摩市立関戸公民館（多摩市）
定セミナー＝３０人（申し込み順）

申電話で東京しごとセンター多摩
（☎０４２・３２９・４５２４）へ（同センター
多摩ホームページで申し込みも可）。
問産業観光課☎７２４・２１２９
４～６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４月分の申込日＝２月５日、５月分
の申込日＝３月５日、６月分の申込日
＝４月２日、いずれも午前１０時～１０
時３０分に電話でひなた村（☎７２２・
５７３６）へ。

【市民税・都民税の申告】
○平成２９年１月１日現在、町田市に
住所がある方は原則市・都民税の申
告が必要です
　次に該当する方は申告不要です。
①所得税の確定申告をする方②「給
与所得のみ」「公的年金等に係る雑所
得のみ」またはその両方のみで、「給与
支払者」「公的年金支払者」またはその
両方から市役所へ支払報告のある方
※源泉徴収票に記載のない控除は申
告が必要です。
○申告に必要なもの
①申告書（会場に有り、町田市ホーム
ページでダウンロードも可）②マイナ
ンバー（個人番号）記載にあたっての
本人確認書類等（必要書類については
後述ⒶⒷ©参照）③印鑑④源泉徴収票
等前年中の収入を証明できる書類⑤
各種控除の証明書等（医療費の領収書
等）⑥税務署や税理士無料相談会で
確定申告書に「地方税連絡用」の印を
押印され、その内容を町田市に申告す
る場合は、その確定申告書と添付書類
※④⑤⑥は該当する方のみ。
※郵送も可。
　詳細は「平成２９年度市民税・都民
税申告のご案内」（市民税課〔市庁舎
２階〕で配布、町田市ホームページで
ダウンロードも可）をご覧いただく
か、お問い合わせ下さい。
【ご注意下さい】
○市民税・都民税申告書にマイナン
バー（個人番号）の記載が必要です
　個人番号を適切に扱うため、市民
税・都民税申告書に個人番号の記載
が必要になるとともに、申告書を提
出する際に、本人確認（番号確認と身
元確認）を行います。

　本人が申告する場合は以下の「番
号確認書類（以下Ⓐ）」及び「身元確認
書類（以下Ⓑ）」の両方の書類、代理人
による申告の場合は本人のⒶ、代理人
のⒷ及び「代理権の確認書類（以下
Ⓒ）」のすべての書類が必要になりま
す。郵送または代理人が申請する場合
のⒶを除き原本の提示が必要です。
Ⓐ番号確認書類
マイナンバーカード、通知カード、個
人番号が記載された住民票の写し
Ⓑ身元確認書類
①顔写真付きの次の書類のうち１点
マイナンバーカード、運転免許証、障
害者手帳（身体・精神）等
②顔写真のない次の書類のうち１点
健康保険証、年金手帳　等
③顔写真のない次の書類のうち２点
住民票の写し、国税・地方税・公共料
金の領収書　等
Ⓒ代理権の確認書類
委任状（本人の署名・押印のあるも
の）、町田市の発行した本人の氏名が
印字済みの市民税・都民税申告書　
等
○公的年金等の収入金額が４００万円
以下かつ公的年金等にかかる雑所得
以外の所得金額が２０万円以下の方
　確定申告は原則不要ですが、国外
の年金を受給している方は確定申告
が必要な場合があります。また、確定
申告が不要な方で扶養控除や医療費
控除等を追加する方は、市・都民税の
申告が必要となることがあります。
○期限内の申告を
　申告が遅れると、１回あたりの納
付額が多くなったり、市・都民税の課
税・非課税証明書等の交付や、国民健
康保険税等の軽減等が受けられない

場合があります。
○日本国外に居住する親族に係る扶
養控除等を受ける場合
　平成２９年度から日本国外に居住
する親族に係る扶養控除、配偶者控
除、配偶者特別控除及び障害者控除
の申告をする場合、「親族関係書類」
及び「送金関係書類」（これらの書類
が外国語で作成されている場合に
は、その翻訳文を含む）の両方を提出
または提示する必要があります。
※国外に居住する親族が１６歳未満で
あっても、上記関係書類の提出または
提示が必要となる場合があります。
詳細は、町田市ホームページをご覧
下さい。
※被扶養者が複数人の場合、各人に
ついて当該書類が必要です。
※「給与支払者」「公的年金支払者」に
対し、当該書類を提出または提示し
ている場合を除きます。
○ふるさと納税等の寄附金に係る控
除を受ける方
　確定申告書を提出する場合は、確

定申告書第２表「住民税に関する事
項」の寄附金税額控除欄の該当箇所
（ふるさと納税であれば「都道府県、
市区町村分」）に寄附金額を必ず記入
して下さい。
　ふるさと納税ワンストップ特例に
関する申請を行った方は次のことに
注意して下さい　①確定申告書また
は市民税・都民税申告書を提出する
と、この特例は無効になります②こ
の特例で５団体を超える自治体にふ
るさと納税をした方が、ふるさと納
税に係る寄附金税額控除を受けるた
めには、寄附金の内容を含めた確定
申告または市・都民税申告を行う必
要があります。
【個人住民税（市・都民税）額の試算】
　町田市ホームページで、源泉徴収
票の内容や所得の状況等を入力する
と、個人住民税（市・都民税）額が試算
でき、そこから市民税・都民税申告書
を作成・印刷し、市に提出することも
できます。平成２９年度分の試算は２
月上旬から利用できる予定です。

市・都民税申告　受付日程
会　場 期間・期日 受付時間

イベントスタジオ（市庁舎１階） 2月１日㈬～3月１5日㈬
※土・日曜日、祝休日を除く 午前9時～午後4時

ワンストップロビー（市庁舎１階）2月１9日㈰、26日㈰
堺市民センターホール 2月9日㈭

午前9時30分～午後4時
（午前１１時30分～午後１
時は除く）

南市民センターホール 2月１6日㈭
忠生市民センターホール 2月2１日㈫
小山市民センターホール 2月23日㈭
鶴川市民センターホール 3月2日㈭、3日㈮
なるせ駅前市民センターホール 3月9日㈭
市庁舎以外の会場では午前中の受け付けが混雑した場合、午後の受け付けになることがあ
ります／添付書類は申告書類に貼らないでお持ち下さい／各会場には税務署職員がいな
いため、確定申告の相談はできません／市庁舎以外の会場への車での来場はご遠慮下さい

○申告書の提出
　ｅ－Ｔａｘでの送信、郵送、税務署の
時間外収受箱への投函でも提出でき
ます。
　なお、作成済みの所得税及び復興
特別所得税の確定申告書に限り、２
月１日～３月１５日にイベントスタジ
オ・ワンストップロビー（市庁舎１
階）でも受け付けます。
○贈与税の申告も忘れずに
　平成２８年中に個人から財産の贈
与を受け、その合計額が１１０万円を超

える方や、「相続時精算課税」を選択
した方は、贈与税の申告が必要です。
　次のような場合も贈与税の課税対
象となる場合があります　①無償で
不動産や株式等の財産の名義を変更
した②共同で不動産を購入し、購入
資金の負担割合を超えた割合で持分
の登記を行った③不動産や株式など
を取得するために、父母などから資
金を借り入れ、返済が出世払い等、実
質的に贈与と認められる
※贈与税の申告書は、国税庁ホームペ
ージ「確定申告書等作成コーナー」で作
成し、郵送やｅ－Ｔａｘで送信できます。
○住宅取得等のための資金の贈与
　平成２８年中、父母や祖父母などか
ら、自己の居住用家屋の取得等のた
めの金銭贈与を受け、一定の要件を
満たす場合は、７００万円（省エネ等住
宅取得の場合は１２００万円）までの
贈与税の非課税制度を適用すること
ができるので、３月１５日までに贈与税
申告書と添付書類を提出して下さい。

税の申告受付が
はじまります

問市・都民税＝市民税課☎７２４・
２１１７、２１１４、所得税、贈与税、消
費税＝町田税務署☎７２８・７２１１、
事業税＝八王子都税事務所個人
事業税係☎０４２・６４４・１１１１

町田税務署から町田税務署から
　確定申告の会場は、ぽっぽ町田
地下１階です。
期間２月９日㈭～３月１５日㈬（土・
日曜日、祝休日を除く）、２月１９日
㈰、２６日㈰
受付時間午前８時４５分～午後４時
（提出は午後５時まで）
問町田税務署☎７２８・７２１１

税理士による無料申告相談
受付時間午前9時30分～１１時30分、午
後１時～3時30分

会　場 開催日
忠生市民センター １月30日㈪、3１日㈫
小山市民センター 2月１日㈬、2日㈭
南市民センター 2月2日㈭、3日㈮
堺市民センター 2月6日㈪、7日㈫
鶴川市民センター 2月8日㈬～１0日㈮

小規模納税者の所得税及び消費税、年金受
給者及び給与所得者の所得税の申告が対象
です（土地・建物・株式等の譲渡所得がある
場合を除く）／確定申告に必要な書類・計算
器具・筆記具・印鑑・マイナンバーに係る本
人確認書類（マイナンバーカードまたは番
号確認書類及び身元確認書類）の写しを持
参して下さい／混雑した場合、受け付けを
早めに締め切る場合があります／車での来
場はご遠慮下さい／自身で作成した申告書
等は、直接町田税務署にお持ちいただくか、
郵送等で提出して下さい。
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民生委員・児童委員の
一斉改選がありました

　民生委員制度は、１９１７年に設置された「済世顧問制度」が始まりとされ、今年
で１００周年を迎えました。昨年12月1日には、３年に一度行われる全国規模の一
斉改選があり、2１8人の民生委員・児童委員が新たに委嘱されました。そのうち
１７人が主任児童委員として活動しています。
　お住まいの地域の民生委員・児童委員は、下表をご覧下さい。

問福祉総務課☎７24・25３７

民生委員・児童委員は、それぞれ担当区域が決められています。委員が欠員の地域については、福祉総務課へお問い合わせ下さい。
民生委員・児童委員 （2016年12月現在）

地　域 担当委員 地　域 担当委員
氏名・電話 氏名・電話

原町田

1丁目

1～12、14～16 横田　京子
724･3987

森野

4丁目 8、14～21 内　とし子
725･7666

13、17～31 加藤　俊夫
722･1380 5丁目

1～15 満留　末雄
710･5560

都営金森1丁目アパ
ート　10号棟 16～30 石川　由香

785･4455

2丁目
1～22 吉川　直樹

723・1251 6丁目 全 茂木　冴子
725･6648

23～34 中川　明子
726･7407

中町

1丁目 全 柿澤　美代子
723･3788

3丁目 全 成富　眞砂子
723･3829 2丁目 全 稲垣　雪枝

725･6572

4丁目
1～11 池座　小百合

722･3681 3丁目
1～13 大久保　和江

723･0030
12～28 岩﨑　雪江

728・5239 14～24 森貞　澄江
720･5842

5丁目 全 池田　政子
725･6228 4丁目

1～6、10～14 丸山　朋子
722･6392

6丁目 全 石王　好己
723・2265 7～9、15～25 久保　美佐子

729･2274

森野

1丁目
全（森野団地を除く） 吉林　聡子

729･2841
旭町

1丁目 全 澁谷　多可子
725･2623

森 野 団 地1～11号
棟

野村　和子
070・6455・1397 2丁目 全 飯島　享子

723・2764

2丁目
1～12 原田　博

724･6610 3丁目 全 米谷　協子
725・3513

13～31 長谷川　二三子
723・6228 町田第一地区担当

主任児童委員

熊坂　有美
728･7772

3丁目 全 福田　操子
721・4668

笠原　良子
722･3498

4丁目 1～7、10、11、22、
23

小原　法子
729・2634

町田第一地区 南第一地区

南第二地区

南第一地区

地　域 担当委員
氏名・電話

木曽東 4丁目 8～10 大津　興子
725・9433

本町田

1～637、639～800、829～892、
917～952、958～994、 1136～
1154 、 3621～3638、3665～
4394（本町田住宅を除く）

木本　弘子
727・0533

901～904、995～1110、1274、2754、
2808、2812、3404、3420～3454、
3456、3458、3460～3620 (藤の台団
地を除く）、3639～3664

安西　百合
729・1981

638、801～828、953～957、1155～
1190、1192～1201、1207～1219、1221
～1226、1228～1273、1275～1306、
1308～1314、1316～1318、1320～
1475、1477、1480～1485、1487～
1699、2111～2123、2127、2128、2130
～2135、2137、3410～3418

児玉　豊
725・4202

1700～2008、2035～
2110

大津　興子
725・9433

1191、1202～1206、1220、1227、
1307、1315、1319、1476、1478、1479、
1486、2009～2034、2124～2126、
2129、2136、2138～2207、2232～
2236、2284～2342、2360～2364、
2700～2753、2755～2807、2809～
2811、2813～2899、3325～3358、
3396～3400、3455、3457、3459

河原　陽子
723･4274

2600～2699、2900～
3324

赤池　ルミ
732・7577

本町田
住宅 全 岩崎　けい子

728・9186

藤の台
団地

1街区
1～24号棟 坂本　節子

726・8345
25～52号棟 清野　君子

727･6424

2街区

1～13号棟 宇川　薫
728・0557

14～39号棟 宇津江　久
728・6099

40～52号棟 宇川　薫
728・0557

3街区

1～15号棟 片岡　賢
728･5626

16～28号棟 中戸　要子
725・6063

南大谷

8～112、118～214、300
～319、518、521～538、
1382-5、1382-13

中田　英子
729・2565

都営南大谷 全
215～285（264を除く）、368～
520（518を除く）、703～1099

五十嵐　知江
728･9430

地　域 担当委員
氏名・電話

南大谷

113～117、1327-（60～87、180、181、
189、190、196）、1365～1367、1370、
1371、1381～1426（1382-5、1382-13
を除く）、1587～1653

菊池　万里子
729・1973

286～288、320～367、1100～1364
（1327-（60～87、180、181、189、
190、196）を除く）、1372～1380、
1428～1469

三浦　久美子
728･1630

玉川
学園

1丁目 1、5～21 神谷　友子
725･9101

2～4、22～25 欠員

2丁目
1～9 欠員
10～21 浅井　和子

732･8243

3丁目
1～27 中川　忠彦

727･6588
28～39 浅井　和子

732･8243
4丁目 全 福田　修一

090・9954・3351

5丁目 1～18 横山　郁子
732･7281

19～28
中野　尚子
720･41926丁目 全

7丁目

1～4 立石　聖子
721･5202

5～26 福島　祐子
725･7081

27～32 立石　聖子
721･5202

8丁目

1～10 桑垣　一枝
726・5458

11～17 立石　聖子
721･5202

18～24 桑垣　一枝
726・5458

東玉川
学園

1丁目 全 渡辺　綱市
724・2586

2丁目 全

3丁目
全（3158を除く）
3158 五十嵐　知江

728･9430
4丁目 全 立石　聖子

721･5202

町田第二地区担当
主任児童委員

箕輪　由紀子
727・0585
田村　望世
722･6950

町田第二地区

地　域 担当委員
氏名・電話

原町田 1丁目 都営金森1丁目アパ
ート　10号棟

町田第一地区を参
照して下さい。

第2都
営金森 全 鈴木　トシ子

722･7232
第3都
営金森 全 園曽　理加

795・8488

地　域 担当委員
氏名・電話

第6都
営金森 8～14号棟 入江　成子

725・3342
第7都
営金森 全 我妻　和夫

796・1966
第8都
営金森 全 加藤　貴美子

795･2104
第9都
営金森 全 星﨑　スズ子

739・4807
第10都
営金森 全 山本　ヨシ子

796・8221
第11都
営金森 全 内田　晶子

796・7619金森市
営住宅 全

金森

1丁目

1～13 小松原　英雄
722・6933

14～27 込谷　れい子
723・2659

28～52 渋谷　伸子
739･0579

都営金森1丁目アパート
1～8号棟

込谷　れい子
723・2659

2丁目

1～6 渋谷　伸子
739･0579

7～28、32、33、35
～39

岡﨑　賢
723・3134

29～31、34 鈴木　トシ子
722･7232

3丁目 1～23 園曽　理加
795・8488

24～45 山本　ヨシ子
796・8221

4丁目
1、39
2～7、9～38、40～
49

我妻　和夫
796・1966

5丁目 全 佐藤　和子
796・27676丁目 全

7丁目

1、2、7～13 岡﨑　賢
723・3134

3～5 渋谷　伸子
739･0579

6、14～17 入江　成子
725・3342

19～21 園曽　理加
795・8488

金森東

1丁目

1～5 渋谷　伸子
739･0579

6～8、14～21、27
～30 欠員

9～13、22～26 星﨑　スズ子
739・4807

都営高ヶ坂アパート全 欠員

2丁目
1～24 星﨑　スズ子

739・4807
25 内田　晶子

796・7619

3丁目 1～4、6、8～12 星﨑　スズ子
739･4807

13～38 廉澤　りゑ子
796･40954丁目 1～33

地　域 担当委員
氏名・電話

第4都
営金森 全 岡﨑　賢

723・3134
第5都
営金森 全 鈴木　トシ子

722･7232第6都
営金森 1～7号棟

地　域 担当委員
氏名・電話

金森東 4丁目 34～57 町野　眞里子
795･0824

南町田

1丁目 全 加藤　貴美子
795･2104

2丁目 全 西田　潮
795・1198

3丁目 全 林　敬子
795・36014丁目 全

5丁目 全 等々力　智子
796・3014

鶴間

1丁目 全
山岸　愛

796・26372丁目 全
3丁目 全
4丁目 全 林　文子

795・2792

5丁目 1～11 井上　由美
796・5189

12～20 林　文子
795・27926丁目 全

7丁目 全 井上　由美
796・51898丁目 全

小川

1丁目 全（コープタウンを
除く）

栗本　千代子
719・3774

コープタウン全 津田　悦子
795･63192丁目 全

3丁目 1、4、8、9 町野　眞里子
795･0824

2、3、5～7、10～18 高倉　清志
796･8190

4丁目
1～12、72
13～22 栗本　千代子

719・3774
5丁目 全 高倉　清志

796･8190
6丁目 全 西田　潮

795・1198
7丁目 全 新谷　珠穂

799・4418

つくし
野

1丁目 全 渋川　典昭
795･7920

2丁目 全 加山　敏江
795･4078

3丁目 全 代谷　正雄
706・9535

4丁目 全 宇喜多　和子
796･0301

南つく
し野

1丁目 全 山口　恵美
796･2415

2丁目 全 新谷　珠穂
799・4418

3丁目 全 代谷　正雄
706・9535

4丁目 全 山口　恵美
796･2415

南第一地区担当
主任児童委員

安東　栄
796･9167
赤木　律子
722･4176

地　域 担当委員
氏名・電話

南成瀬

1丁目 全 羽田　明美
706・40522丁目 1～17、31～33

18～30 股木　美智子
732・95113丁目 全

4丁目 全 宮﨑　倫子
729･29025丁目 全

6丁目 全 小倉　豊司
723･13747丁目 全

8丁目 全

成瀬
が丘

1丁目 全 宮原　久枝
796･44122丁目 1～24

25～37 山﨑　みのり
796･29693丁目 全

成瀬

1丁目 全 山垣　淑子
728・1158

2丁目 全
川　安子

080･3024・8285
3丁目 全
4丁目 全

5丁目
1
2～23 村田　親吾

723･6715

6丁目
1 川　安子

080・3024・8285
2～18 村田　親吾

723･6715

7丁目

1、2 山岡　淑子
720・2450

3～9 川　安子
080・3024・8285

10-22、11 村田　親吾
723･6715

8丁目 1～9、12～17 欠員
10、18～29 山岡　淑子

720・2450都営成瀬1～6号棟
都営成瀬7～9号棟 欠員

地　域 担当委員
氏名・電話

成瀬
都営成瀬10～12号棟 股木　美智子

732・9511
都営成瀬13～18号棟 村田　親吾

723･6715

西成瀬

1丁目
1～16、19～30 遠山　育子

720・4158
17、18、31～47、
50～57

小室　政治
722・5803

48、49 欠員

2丁目
1～21、25 遠山　育子

720・4158
22～24、27～49 小室　政治

722・5803

3丁目
1、3、4、7～21 山垣　淑子

728・1158
2、5、6 遠山　育子

720・4158
都営成瀬第二アパート　全 小室　政治

722・5803

成瀬台

1丁目 全 山垣　淑子
728・1158

2丁目 全 中山　勝子
726･9829

3丁目 全 須﨑　千代子
725･2878

4丁目 全 欠員

高ヶ坂

1丁目 全 小林　翠
722･6111

2丁目 全 酒井　かづ江
725･9413

3丁目

1～14 小林　翠
722･6111

15～17、34～37 榊　賀弓
729・3235

18～20 欠員
21～33 欠員

今年は民生委員制度創設100周年！

日1月16日㈪午前11時～午後1時（売り切れ次第終了）場市庁舎前問農業振興課☎724・2166市役所まち☆ベジ市
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忠生第一地区
地　域 担当委員

氏名・電話

図師町

1～459、730、1417～1431、
1913～1928、2203～2291 欠員

465～729、731～1235、
1307～1340

岡村　珠穂
793・7029

1266、1277～1301、1344
～1393、1441～1912

金子　美惠子
791･1947

1961～2202、2292～3484 欠員

山崎町

1～324、1314-9、1314-11、
1491～2185、2187～2528（山
崎団地を除く)、3500～3509

長澤　ひとみ
791･3489

都営山崎第二1～4号棟 坂倉　久美子
791･3970

都営山崎第二5～12号棟 長澤　ひとみ
791・3489

325～394、481～994、997
～1049、1414、1423、1427 坂倉　久美子

791･3970都営山崎町アパート 全
シーアイコート 全
995、996、1050～1299、
1343　

稲津　礼子
791･0619

シ ー アイハイツ（1223、
1356、1380）

鴨川　洋一
792･7171

鶴川第一地区
地　域 担当委員

氏名・電話

小野
路町

1～887、1010～1412、
1600～1643、1646～1709

細野　利平
735･1402

888～981、3901～5391 青木　憲一
735･0857

1492～1599、2378～2570、
2574～2641、2643～2699、
2701～2760、2762～3494

島野　春代
735･0053

1644、1645、1716～2340、
2571～2573、2642、2700、
2761

欠員

野津
田町

1～603、606～611、620～684、
688～710、712～716、718～
729、732～737、742、743、751
～763、810～826、1713～2074、
2094、2095、2107～2115、3517

佐藤　とも子
734･2117

612～619、685～687、711、717、
730、731、738～741、744～750、
764～809、827～940、946～
1038、1044～1712、2075～2106

（2094、2095を除く）、2762～2764

井上　儀人
735・2103

941～945、1039～1043、
2117～2477、2484～2698、
3144、3148～3191（3162、
3163を除く）、3571～3583

市川　和江
735・0299

2699～3143、3192、3193、3310～
3384、3518～3521、3531～3542

野口　満男
735・7412

3162、3163、3194～
3294、3385～3515

永井　博
813・0759

薬師台
1丁目 全

欠員2丁目 全
3丁目 全

地　域 担当委員
氏名・電話

金井

1丁目 全 加藤　清
735・58632丁目 全

3丁目 39、42
全（39、42を除く）

欠員4丁目 全
5丁目 全
6丁目 全 小宮　茂治

735･51257丁目 全
8丁目 全

金井町

1～85 欠員
740-3、779 加藤　清

735・5863
1546～2282 増田　ゆみ

735･3880
2283～3032 野田　二三男

736･4374

大蔵町

1～4、55～223、228～251、367、
2132～2228、5001～5007

井上　重夫
734･4081

252～490（253、279を除
く）、804～1112、1771～
1777、1852～2127

荻野　淳子
734･5749

253、279、2948～3174
（2949を除く）

安諸　正一
734・3261

491～560、1236、1340～1778
（1771～1777を除く）、2746～
2947、2949、3500～3508

欠員

鶴川第一地区担当
主任児童委員

吉村　由香利
734･5580

舟橋　久美子
708・4380

忠生第二地区
地　域 担当委員

氏名・電話

木曽町
119～122、492～498 岡庭　智津子

728･1319
499～527 渋谷　みどり

726・7432

木曽東

1丁目

4～16（木曽都営森野アパー
トを除く）17-（1～11）、17-

（41～50）、22～24、26-（1
～23）、27-（27～34）、48

岡庭　智津子
728･1319

17-（12～40）、18～21、
25、26-（24～46）､ 27-

（1～26）､28～45、47
藤田　典子
729･5404

46、49 渋谷　みどり
726・7432

2丁目
1～6 （境川住宅を
除く)

藤田　典子
729･5404

13（境川住宅を除
く）

関谷　加由里
791･8243

3丁目

1～5、7-（16～40）、
12-（30～40）、13～15

藤田　典子
729･5404

6、7-（3～11)、8～12（12-30
～40を除く)、29-（32～43）

渋谷　みどり
726・7432

17～23、26～31 浅沼　千恵子
791・2608

24、25、32～35 八木　幸子
791・0294

4丁目

1、2、3（3-1～3、
3-6を除く）、4、5

渋谷　みどり
726・7432

3-（1～3）、3-6、15 欠員
16～33（木曽住宅
を除く）

八木　幸子
791・0294

木曽西

1丁目 1～6 浅沼　千恵子
791・2608

7～43 関谷　加由里
791･82432丁目 1～3、18、19

4、5、9～17 飯田　薫
792・12513丁目 全

4丁目

1～7、14～16 浅沼　千恵子
791・2608

8、9 八木　幸子
791・0294

10～13、17～24 渋谷　裕子
792･3636

25～37 飯田　薫
792・1251

5丁目
1～27、35～46 渋谷　裕子

792･3636
28～34 飯田　薫

792・1251

地　域 担当委員
氏名・電話

都営木曽
森野

アパート

Ａ号棟 全 欠員

Ｂ号棟 1、3 欠員
2、4、5 欠員

都営木曽
森野

アパート
Ｃ号棟 全 欠員

町田木
曽住宅

（なし) 全 欠員

イ 1～14号 新井　光代
794・9280

15～29号 欠員
ロ 全 欠員

ハ
1～10号、18～21
号

増井　エイ子
792･1233

11～17号、22～28
号

井上　惠美
793･7484

ニ 全 滝本　勝子
791･1407

ホ

1～12号　
13～22号　　　　
　　　　

高島　広子
792･3979

23～25号　　　　
　　　　　 藤森　徳子

792･0894ト 全

境川
団地

1～20号 藤嶋　善子
791･5749

21～35号 欠員
36～50号 片山　善雄

791・1205
山崎町 2186 欠員
山崎 1丁目 全 欠員

山崎
団地

2街区 全

3街区
全　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　 欠員

4街区 1～11号棟
12～18号棟 欠員5街区 全

6街区 全 欠員

7街区 1～15号棟 渡邊　貴代子
793・6460

16～34号棟 欠員
8街区 全 欠員

忠生第二地区担当
主任児童委員

佐藤　惠美子
723･5659
川崎　文子
792･0854

堺地区
地　域 担当委員

氏名・電話

小山町

1～490、502-7、670～
678、4650～4671

澤登　利惠
797・9040

493～669（502-7を除く）、
679～933、1025、1026、
1031～1083、1632～1968

江口　宏次
797･5384

9 4 3 ～ 1 0 2 3、1 0 2 7 ～
1030、1084～1150、1205
～1263、1451～1631

岡本　道夫
797・7038

1151～1204、1264～
1383、2351～2417、2439
～2484、5001～5021

萩原　行夫
797･0469

2342、2343、2419～2437、
2 4 8 5 ～ 2 6 3 9、2 6 4 6 ～
2649、2658～2660、3127

井上　常高
090・5512・5169

2628、2640～2645、2650～
2657、3043～3509（3127を
除く）、4262～4337、4467、
4468、4479、4602～4607

欠員

3510～3689（3617を除
く）、4345、4469

廣瀬　加代子
774･4574

3617、3694～4188、4190、
4343～4435（4345を除く）、
4485、4501、4509、5348

欠員

小山
ヶ丘

1丁目 全 欠員

2丁目
1～4

5～7 迫田　義治
773・6824

3丁目 1～6 欠員
7～28 迫田　義治

773・6824
4丁目

1～4

5～14 福島　徹
779・0251

5丁目 全 峯田　亮子
774・1076

6丁目 全 福島　徹
779・0251

相原町 1～411（366-25を除く）、
438、486～524

道満　法子
772・3790

地　域 担当委員
氏名・電話

相原町

366-25、415～480（438を除
く）、531～547、597、598、669～
713、927（927-111を除く)、930

藤原　隆平
774・7708

549～662（597、598を除く)、720～
819、829～838、840-（8、81、82、88）、
847、873～926、927-111、1220～
1227（1220-8、1220-18を除く）

井上　光子
771・8526

840～858（840-〔8、81、82、88〕、
847を除く）、1038～1166、1220-
8、1220-18、1369～1398、
1417、1420～1447、1605、1606

井上　孝子
771･0071

1168～1218、1231～1276、
1291～1363、1408～1415、
1787（1787-5、1787-8を除く)

㓛刀　有世
772･5095

1279～1286、1643～1769、
1776～1786（1784を除く)、
1787-5、1787-8、1788、
1789、1818～2109、2265

小島　洋子
771･7078

1454～1459、1770～
1775、1784、1790～1816

小宮　由美
771・5505

2116、2120～2234、
2311、2316～2788 欠員
2797、2801～3115 欠員
3117～3330、3362～
3891

武藤　雄治
080・3488・

5161
3331～3361、3892～
5334

河内　かつ枝
782・2103

コーシャ
ハイム
武蔵岡

全 澁谷　世津子
782･2234

都営武
蔵岡ア
パート

3～6号棟
7～9号棟 髙橋　京子

782･6476
10～12号棟 欠員

堺地区担当
主任児童委員

内田　洋子
797･2205
西口　典子
779･9390

鶴川第二地区
地　域 担当委員

氏名・電話

真光寺

1丁目 全 髙橋　ヤヱ
735･0553

2丁目 1～27 欠員
28～42 井上　トシ子

734・78283丁目 全
真光
寺町 全 丸山　克己

734・3422

広袴

1丁目 全 西村　正嗣
734･49502丁目 全

3丁目 全
宮田　和子
734･1834

4丁目 全

広袴町
49～494、517～540、
562-1、565～600
513、549～563（562-1を
除く）、601～840

西村　正嗣
734･4950

能ヶ谷

1丁目 全 神蔵　喜代治
735･09832丁目 全

3丁目 全 大久保　満紀子
735･6214

4丁目

1～18、31～33 設楽　邦夫
735･6850

19～26 大久保　満紀子
735･6214

27～30、34～40 陶山　慎治
737･7565

5丁目
1～5、27～41 大久保　満紀子

735･6214
6～26 陶山　慎治

737･7565

6丁目

1～5、6-（1～25）、
7、20

設楽　邦夫
735･6850

6-（26～31）、8～
14、34、36～47

新沼　春海
734･7855

15～19、21～33、
35、48

陶山　慎治
737･7565

7丁目
1～18、19-（11～24）、
20-（1～4）、21～24

設楽　邦夫
735･6850

19-（1～10）、20-
（5～7）、25～55

新沼　春海
734･7855

三輪町 1～180 杉井　ゆかり
044･988･3573

地　域 担当委員
氏名・電話

三輪町

181～315、385～387、424～428 欠員
318～321、366～384、
388～423、429～1618

齋藤　雅詩
044･987･5438

322～352、1705～2059 飯島　清子
044・987・0594

三輪
緑山

1丁目
1～10、17～23、
25、27、28

上田　輝美
044･987･3827

14～16、26、29～
36

丸谷　知子
044･981･3225

2丁目 全 王前　祥子
044･987･1253

3丁目
1～7、25、26、
2106、2112、2118
8～24 上田　輝美

044･987･3827
4丁目 全 丸谷　知子

044･981･3225

鶴川

1丁目 全 欠員

2丁目
1～10、16～22 市川　佳孝

734・2097
11～15 大野　かよ子

735･0400
3丁目 全 欠員

4丁目 1～17、20～27 欠員
18～19、28～41 欠員

5丁目

5
7～18 水野　大

735･3453鶴川団地1街区
1～12号棟
鶴川団地1街区
13～17号棟 増子　千枝子

735･8480鶴川団地2街区　全
鶴川団地3街区　全
鶴川団地4街区　全 欠員鶴川団地6街区　全

6丁目
1～5、9～14 㓛刀　みさほ

734･5761
6～8 石川　深雪

735･9404

鶴川第二地区担当
主任児童委員

大塚　勉
736･2480

欠員

地　域 担当委員
氏名・電話

忠生

1丁目 全 今井　和子
791･2766

2丁目 全 山尾　宣子
792・0585

3丁目

1～14 藤崎　信子
793･5097

15 鈴木　昌枝
789・5531

16～25 志村　千春
793･2225

4丁目

1～7、10～14、21
～25

岡村　珠穂
793・7029

8、9 秋元　和宣
791･1700

15～17 彦根　友子
797･7124

木曽西 2丁目 6～8 鈴木　昌枝
789・5531

根岸
1丁目

1～4、8～16
5～7 志村　千春

793･2225
2丁目 1～13、26～33 鈴木　昌枝

789・5531

忠生第一地区
地　域 担当委員

氏名・電話
根岸 2丁目 14～25 志村　千春

793･2225

根岸町
1～7 秋元　和宣

791･1700
1001～1019 志村　千春

793･2225

矢部町
1～14、2588～2718 秋元　和宣

791･1700
2719～2848 八木　肇

797･2673

常盤町

2934～2966、2970～3206、
3219～3245、3281～3284 欠員
3208～3218、3246～3280、
3285～3470、3501～3529

佐藤　早百合
797･1920

3471～3498（3479-2、3482-12を
除く)、3538～3758（3658-1を除く）

彦根　友子
797･7124

3479-2、3482-12、3658-
1

八木　肇
797･2673

上小山
田町

1 ～ 1 6 9、5 6 1、5 6 7 ～
1114、1499～1518、
1546

老沼　誠
797･2390

175～186 小川　陽子
797･0513

393～400、429～528、
2406～2933

大木　貴夫
797･3282

地　域 担当委員
氏名・電話

上小山
田町

1322～1498、1519～1545、
1547～2371、3000～3045

田中　節子
797･1305

下小山
田町

1～231、2720～2727、2730～2732、
2741～2743、2746～2751、2813～
3118、3315、3352、4000～4018

欠員

232～543、2544～2569 山本　秀子
797･3652

596、691～1751、3595 谷合　正枝
797･4706

1886 老沼　誠
797･2390

1896～2540、2592～2719、2728
～2729、2733～2740、2744、
2745、2759～2762、3351、3368

小川　陽子
797･0513

3523～3594、3596～3690 彦根　友子
797･7124都営八幡平アパート　全

小山田
桜台

1丁目 全 猪子　俊子
797・0849

2丁目 全 青山　豊子
797･1637

忠生第一地区担当
主任児童委員

朝倉　寛喜
798・1162
鑓溝　典子
797･0948

南第二地区
地　域 担当委員

氏名・電話

高ヶ坂

4丁目 全 欠員

5丁目 1～18、20、21、26 欠員
19、22～25、27～31 欠員

6丁目 全 林　佐智代
728・0311

7丁目
1～7、9～27、29～
43

石田　幸代
729・0681

8 林　佐智代
728・0312

地　域 担当委員
氏名・電話

高ヶ坂

高ヶ坂団地　全 榊　賀弓
729・3235

都営高ヶ坂第2アパート
1～3号棟

林　佐智代
728・0311

都営高ヶ坂第2アパート
4～6号棟

石田　幸代
729・0681

南第二地区担当
主任児童委員

能登　さつき
729･7605
荒木　知子
729･7470
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第１７回まちだ男女平等フェスティバル 詳細は「男女平等推進センターだより」（１月１１日の新聞折り込みのほか、各市民センター

催し・講座催し・講座
消 費 生 活 セ ン タ ー

【学習会～落語で笑って「悪徳商法」
撃退！】
日２月６日㈪午前１０時～正午
講落語家・立川平林氏、東京都消費者
啓発員
定４０人（申し込み順）
申１月１７日正午～２月２日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０１１７A）へ。
【くらしに役立つ料理教室～意外に
簡単！美味しいランチを減塩で】
日２月２３日㈭午前１０時３０分～午後
１時
講町田地域活動栄養士会管理栄養士
・村上律子氏
定２４人（抽選）
費５００円（材料費）
申往復ハガキ（１人１枚）に、講座名・住
所・氏名・電話番号・在勤または在学
の方はその旨を明記し、２月３日まで
（消印有効）に同センター（〒１９４－
００１３、原町田４－９－８、町田市民フ
ォーラム３階）へ。保育希望者（１歳以
上の未就学児）は、保育希望の旨と子
どもの氏名・年齢（２歳以下は月齢ま
で）・性別を併せて明記して下さい。
※２月１６日までに抽選結果が届かな
い場合は、お問い合わせ下さい。

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
問同センター☎７２５・８８０５
生涯学習センター～町田市文化・国
際交流財団、鶴川ショートムービー
コンテスト実行委員会共催

私の動画編集セミナー
　これまで撮りためた未編集の映像
を編集してショートムービーをつく
ることを学ぶ講座です。
対市内在住、在勤、在学の全回参加で

きる、動画を編集できるノートパソ
コンをお持ちの方
日①２月１１日②２月２５日③３月１１
日、いずれも土曜日、①②午後２時～
８時③正午～午後４時
場和光大学ポプリホール鶴川
内①②講義と編集作業③上映会
講映画監督・高橋巌氏
定１０人（申し込み順）
申１月１５日から電話で同センター
（☎７２８・００７１）へ。
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日本酒の歴史～口噛

か

み酒から清
酒の誕生まで】
日２月２３日㈭午前１０時３０分～正午
場相模女子大学（相模原市）
内酒の起源から日本酒への発展の歴
史
講相模女子大学非常勤講師・中山仁
氏
費１０００円
【②人間関係の心理学～コミュニケ
ーションを通してより良い関係につ
いて考える】
日２月２５日㈯午後１時３０分～３時
場町田市生涯学習センター
講北里大学健康管理センター講師・
大町知久氏
費７００円
【③春画を旅する～恋をめぐる江戸
文化】
対１８歳以上の女性
日２月２５日㈯午後２時～４時
場ソレイユさがみ（相模原市）
内浮世絵春画の美しさや文化史的背
景などの解説
講多摩美術大学非常勤講師・山本ゆ
かり氏
費１０００円

◇

定①③各３０人②４０人（いずれも抽選）
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、２月１日まで（必着）に郵送
またはＦAＸでさがまちコンソーシ
アム事務局へ（同コンソーシアムホ
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
犬と楽しく暮らすための
基 礎 講 座
対市内在住で犬を初めて飼育する方
日２月１２日㈰午後２時～３時
場町田市保健所（中町庁舎）
内犬のしつけ、飼育マナー等
講スマイルドッグクラブ
定４０人（申し込み順）
申１月２３日正午～２月５日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０１２３A）へ。
問生活衛生課☎７２２・６７２７
女性のための
再就職支援セミナー

【好感度が上がる面接の仕方と押さ
えておきたいビジネスマナー】
対再就職を考えている女性
日２月１４日㈫午前９時３０分～正午
場町田市民フォーラム
内ビジネスマナーの基本、面接のポ

イントを押さえながら、効果的なア
ピールの仕方　
講第一生命保険（株）・矢生しおり氏、
ハローワーク町田職員
定１６人（申し込み順）
申１月１６日正午～２月６日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０１１６A）へ。保育希望者（１歳６か
月以上の未就学児、申し込み順に１０
人）は併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８

市 立 図 書 館 講 演 会
【ＦＣ町田ゼルビアの地域貢献活動～
元・Ｊリーガー星大輔が語る】
日２月１９日㈰午後２時開演
場中央図書館
内ゼルビアの成り立ちや地域とのつ
ながりを重視した活動、ゼルビアが
地域に愛される理由について
※講演会後、図書館活動についての
利用者懇談会（自由参加）を開催しま
す（午後５時まで）。
講（株）ゼルビア事業部営業・ホーム
タウン推進課課長　星大輔氏
定１１７人（申し込み順）
申１月２０日正午～２月５日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０１２０A）へ（申し込みは４人まで）。
問中央図書館☎７２８・８２２０

　「文学散歩」の提唱者・野田宇太郎は、１９７３年から約
１０年間、図師町に暮らしました。彼が敬愛した森鷗外、
木下杢太郎をはじめとする、近代文学者関連資料約
２５０点を通じてその研究者人生を紹介します。
会期１月２１日㈯～３月２０日㈷
休館日毎週月曜日、毎月第２木曜日（ただし、３月２０日は開館）
観覧時間午前１０時～午後５時　※入館料は無料です。

　市では、玉川大学・和光大学の学
生とコラボレーションし、オリジ
ナルの婚姻届と出生届を作成しま
した。
　婚姻届・出生届ともに、提出用と
デザイン入りの記念用からなる２
枚複写式です。

　婚姻届は、玉川大学の髙橋真穂さ
んの作品で、新しい生活への力強さ
や健やかさを表現した、人生の門出
を彩るデザインです。
　出生届は、和光大学の大内翼さん
の作品で、出産という大仕事を成し
遂げたお母さんと頑張って生まれて
きた赤ちゃんを称える、賞状を模し
たデザインです。
配布場所市民課（市庁舎１階、閉庁日
は宿直室）、各市民センター、町田・南
町田・鶴川の各駅前連絡所、玉川学園
・木曽山崎の各コミュニティセンター
※数に限りがあります。無くなり次
第終了です（１人１枚）。
問市民課☎７２４・２８６５

　全国システムがメンテナンスによ
り休止するため、１月２２日㈰はマイナ
ンバーカードの交付を行えません。
　また、住所異動に伴うマイナンバ
ーカードに関する各種手続き（継続
利用・券面事項の変更等）、電子証明

書に関する手続きも行えません。
※通常、マイナンバーカード（個人番
号カード）は、月～金曜日（祝休日を
除く）と第２・４日曜日に市民課（市庁
舎１階）で交付しています。
問市民課☎８６０・６１９５

関 連 イ ベ ン ト
【①講演会～近代文学の復興者・野田
宇太郎のまなざし】
日２月１１日㈷午後２時～４時
場同館
内野田宇太郎の文学研究の方法を検
証
講文芸評論家・川本三郎氏
定６０人（申し込み順）
【②文学散歩～掃苔しましょう！文
士たちの眠る場所】
　同展特別協力者・山田俊幸氏と、江
戸の文人趣味「掃

そう

苔
たい

」に倣って雑司ヶ
谷霊園、谷中霊園を散策し、文学者た
ちの墓所を巡ります。
日２月２５日㈯午後１時～４時３０分
定１５人（申し込み順）
【③文学散歩～馬込文士村を歩く】
　かつて多くの作家や芸術家が住ん
だ大森馬込（大田区）に、住民運動を
通じて自発的に見いだされた「馬込
文士村」を散策します。
日３月４日㈯午後１時～３時３０分
講馬込文士村ガイドの会
定１５人（申し込み順）
費３００円

【④文学散歩～江戸・東京、水辺の文
化圏－日本橋界

かい

隈
わい

を歩く】
　野田が「日本耽美派文学の誕生」で
完成させた、明治末期の文芸サロン
「パンの会」の研究に因

ちな

んで日本橋～
隅田川周辺を散策します。
日３月５日㈰午前９時～午後５時
講法政大学教授・陣内秀信氏、都市史
研究家・野口孝一氏
定１５人（申し込み順）
費１００円
【⑤文学散歩～知っているようで知
らない町田探検ツアー「春を探して
－町田駅前文学散歩」】
　和光大学長尾洋子研究室の皆さん
と、野田の墓所のある青柳寺や、市内
にある身近な文学の痕跡を求めて散
策します。
日３月１８日㈯午後１時～４時
定２５人（申し込み順）
【⑥大人向けワークショップ～「文学
散歩双

すご

六
ろく

」を作ろう！】
日１月２８日㈯午後１時３０分～４時
場同館　
定１５人（申し込み順）

申①１月１７日正午～２月８日にイベントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０１１７Ｂ）へ②～⑤１月１７日正午から電話で同館へ⑥電話で同館へ。

１月２２日はマイナンバーカードの手続きができません

野田宇太郎散歩の愉しみ
－〈パンの会〉から文学散歩まで－展開催

ⓒ北谷しげひさ

問同館☎7３９・３420町田市民文学館

出生届をデザインした大内さん（左）と
婚姻届をデザインした髙橋さん

町田市オリジナル婚姻届・出生届ができました
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日２月４日㈯、５日㈰　　場町田市民フォーラム　　問男女平等推進センター☎７２３・２９０８等で配布）をご覧下さい。

催し・講座催し・講座
多 摩 郷 土 誌 フ ェ ア
　直接会場へおいで下さい。
日１月２１日㈯午前１０時～午後５時、
１月２２日㈰午前１０時～午後３時
場立川市女性総合センターアイム１
階健康サロン（立川市曙町、駐車場無
し）
問生涯学習総務課☎７２４・２５５４
町田市民文学館

紙 芝 居・ 大 人 の 時 間
【ふわふわ座結成１０周年記念～連続
公演】
　大人のための紙芝居です。記念連
続公演の第１回テーマは「人間と動
物のふれあい物語」です。
※保育希望者以外は、直接会場へお
いで下さい。
日２月３日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室　
内「つるのおんがえし」（文／岡上鈴
江、画／輪島みなみ）、「マアをかえし
てください」（脚本／わしおとしこ、
画／おぼまこと）　他（予定）
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」　
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は電話で同館（☎
７３９・３４２０）へ。

町 田 市 農 業 祭 表 彰 状 
授 与 式 及 び 講 演 会
　町田市農業祭農産物品評会及び営
農技術競技会において優秀賞を受賞
された方の表彰状授与式と、埼玉県
農業技術研究センター・古谷益朗氏
による講演会「農作物に対する有害
鳥獣対策について」を行います。
対市内在住、在勤の方
日２月６日㈪、授与式＝午後１時３０分
～２時３０分、講演会＝午後２時３０分
～４時
場町田市民フォーラム
定５０人（申し込み順）

申１月１８日正午～３１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０１１８
A）へ。
問農業振興課☎７２４・２１６６

町田国際交流センター
【町田国際交流センターの
活動を紹介するオリエンテ
ーションに参加してみませ
んか？】
　直接会場へおいで下さい。
対高校生以上の方
日１月２９日㈰午後２時～４時
場同センター

【異文化理解のための外国語サーク
ル】
　英語・中国語等、言語ごとのサーク
ルです。
※詳細は同センターホームページを
ご覧下さい。
対成人の方
日４月～２０１８年２月（８月を除く）、
月２回、全２０回
場同センター　他
定各３６人（２０人のサークルも有り）
※新規応募者優先のうえ、抽選です。
費６０００円／年
※受講決定後、同センターの会員登

録（２５００円／年）が必要です。
申往復ハガキ（１サ－クル１枚）で２月
２８日まで（消印有効）に同センターへ。

◇
※申し込み、内容に関することは同
センター（☎７２２・４２６０）へ。
問文化振興課☎７２４・２１８４
外国人おもてなし語学ボランティア

育 成 講 座
　２０２０年の東京オリンピック・パ
ラリンピックに向けて、日本を訪れ
る外国人の手助けをしていただくボ
ランティアの育成講座です。併せて、
町田市の観光スポットを紹介するた
めの「町田おもてなし観光講座」を受
講していただきます。
対次のすべてにあてはまる方　①市
内在住、在勤、在学の１５歳以上であ
る（中学生を除く）②実用英語技能検
定２級以上・ＴＯＥＩＣ５００点以上に相
当する語学力がある、または英語に
よる簡単な日常会話ができる③本ボ
ランティアの趣旨を理解し、積極的
に活動する意欲がある④本講座を受
講したことがない
※本講座を修了した方は、東京都「外
国人おもてなし語学ボランティア」

として登録されます。
日３月４日㈯正午～午後５時
場町田市民ホール
定６０人（抽選）
申往復ハガキに住所・氏名（ふりがな）
・電話番号・年齢・性別・職業・Ｅメール
アドレスを明記し、１月２５日まで（必
着）に、町田国際交流センター「おもて
なし講座」係（〒１９４－００１３、原町田４
－９－８、町田市民フォーラム４階）へ。
※申し込み、内容に関することは同
センター（☎７２２・４２６０）へ。
問文化振興課☎７２４・２１８４

栄 養 教 室
【コレステロールと上手に付き合お
う～油と脂のかしこい使い方】
対市内在住の６４歳以下の方
日２月７日㈫午前９時３０分～午後０時
４５分
場健康福祉会館
内調理実習、栄養士の話、会食
定２４人（申し込み順）
費５００円（食材料費）
申１月１７日正午～３０日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０１１７
Ｄ）へ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

２月の母子健康案内　お気軽にご相談下さい
事業名 対　象 会　場 開催日 時　間 内　容／その他 問い合わせ

プレママ・パパクラス
（Ａコース＝母親学級、
Ｂコース＝両親学級）
２コース制（申し込み制）
申イベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）へ

１６～３５週の妊
婦とその夫 健康福祉会館

Ａコース
３日㈮

午後１時３０分
～４時

妊娠中の過ごし方、歯
の衛生、栄養と食生活

保健予防課
地域保健係
☎７２５･５１２７

１０日㈮
分娩経過とリラック
ス法、産後のライフス
タイル

Ｂコース １８日㈯ 午前１０時～
正午

もく浴実習、妊婦体
験、新生児の保育体験

乳幼児・母性相談
※母子健康手帳をお持ちのう
え、直接会場へおいで下さい。

２か月以上の未
就学児とその保
護者

健康福祉会館 １３日、２７日㈪
受け付け＝午
前９時４５分～
１１時３０分、
午後１時３０分
～３時

身長･体重測定、保育
相談、栄養相談、歯科
相談、母親のからだや
気持ちの相談

子どもセンタ
ーばあん １０日㈮
忠生保健セン
ター １５日㈬
鶴川保健セン
ター ２２日㈬

プレママクッキング
（申し込み制）

申イベントダイヤル
（☎７２４･５６５６）へ（町田市ホ
ームページで申し込みも可）

１６～３５週の妊
婦 健康福祉会館 ２３日㈭ 午前１０時～

午後１時
調理実習、会食、妊娠
中の食生活の話
費５００円（食材費）

保健予防課
保健栄養係
☎７２２・７９９６離乳食・幼児食講習会

（申し込み制）
申イベントダイヤル

（☎７２４･５６５６）へ（町田市ホ
ームページで申し込みも可）

４～５か月児の
保護者

健康福祉会館

初期 ８日㈬、
２０日㈪

午前１０時５分
～１１時４５分

離乳食の話と試食（各
日とも同一内容）

８～９か月児の
保護者 後期 １４日㈫ 午前１０時５分

～１１時４０分
離乳食後期の話と試
食、歯の話

１歳６か月～２歳
０か月児の親子 １７日㈮ 午前９時５５分

～１１時４５分
親子遊び、幼児食の話
と試食

農業体験農園 野津田ファーマーズ農園 町田市農業研修 援農ボランティア育成研修

概　要
　農家の指導のもと、区画割りした畑で種ま
き～収穫まで、１年間で約２０種類の野菜作り
をします。農具・種・苗等の準備不要で、初心者
でもプロ並みの野菜が作れます。

　｢七国山ファーマーズセンター｣が
併設されている区画貸し農園です。管
理人へ栽培方法などを相談できるた
め、初心者でも安心して家庭菜園を楽
しめます。

　市が開設した研修農場で、約８０㎡の
区画を管理しながら一般的な栽培技
術を学びます。農家を支援する援農者
や新たに農業経営を目指す方向けで、
仕事を続けながらの受講も可能です。

　土に親しみながら野菜作りのノウハウを
学び、「農」への理解を深めて農家を支援す
る援農者を育てることを目的とした研修で
す。スタッフの指導のもと、共同圃

ほ

場で農作
業を行いながら、農業技術を学びます。

対　象 自家用車を使わず農園に来られる方
市内在住の、年間を通じて熱心に耕作
できる、自家用車を使わず農園に来ら
れる方

市内に住民登録のある方 未経験者の参加も可

利用期間 ４月～２０１８年３月（更新可） ４月～２０２０年２月 ４月～２０１９年２月 ４月～２０１８年１月

場所・定員

サンフィール・楽園（小山町１１６７－１）
ななくに農園（野津田町２１６０）
本町田・河原農園（本町田２１３４）
森野ファーム・渋谷（森野４－２３３）
千都の杜・クレインファーム（能ヶ谷６－３０００
－１８）
つくし野ファーム（つくし野３－２０）
※駐車場はありません。
※いずれも抽選です。
※詳細は町田市ホームページをご覧下さい。

野津田ファーマーズ農園（野津田町
２１７６－１）
募集区画＝７１区画（抽選）
※駐車場はありません。

町田市農業研修農場（小野路町２７８番
外）
募集定員＝１３人（選考）
※駐車場があります。
※研修は、毎週土曜日午前９時～１１時
３０分です（午後に至る作業日も有り）。
※詳細は、募集案内（農業振興課〔市庁
舎９階〕、各市民センター、各駅前連絡
所で配布、町田市ホームページでダウ
ンロードも可）をご覧下さい。

町田ぼたん園、七国山ファーマーズセンタ
ーそばの七国山農業研修農園（野津田町）
募集定員＝１５人程度（申し込み順）
※研修は毎週土曜日の午前９時からの午前
中です。
※詳細は、（特）たがやすホームページをご
覧下さい。

費　用 ４万２０００円／年（約３０㎡区画）
（農具・種・苗などは農園主が用意）

２万２０００円／年（３０㎡区画）
（農具・種・苗・資材などは利用者負担）

４万円／年（講師料、傷害保険料、各自
栽培する野菜の苗や種子代、肥料・農
薬・農業用資材等）

３万円（講師料、傷害保険料、栽培する野菜の
苗や種子代、肥料・農薬・農業用資材等）

申し込み
往復ハガキに住所・氏名・電話番号・年齢・希望
農園名、返信用にも宛先を明記し、２月１日まで
（消印有効）にＪＡ町田市経済センター農業体験
募集係（〒１９４－００３５、忠生３－７－２）へ

往復ハガキに住所・氏名・電話番号、返
信用にも宛先を明記し、２月２８日まで
（消印有効）にＪＡ町田市経済センター
野津田ファーマーズ農園係（〒１９４－
００３５、忠生３－７－２）へ

応募用紙（募集案内に添付、町田市ホ
ームページでダウンロードも可）に必
要事項を記入し、２月１０日まで（消印
有効）に農業振興課へ

「援農ボランティア育成研修生申し込み」と
書き、住所・氏名・電話番号（ＦＡＸ番号・Ｅメー
ルアドレスがあれば併せて）を明記し、３月
３１日までにＦＡＸで（特）たがやす（返７９４・
９００２）へ

問い合わせ ＪＡ町田市経済センター営農支援課☎７９２・６１１１ 農業振興課☎７２４・２１６６ （特）たがやす☎０９０・３４３５・８６１１

町田の農業にふれたい ! 参加したい ! ４月からの利用者、受講者を募集します。
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催し・講座催し・講座
市 民 公 開 講 座

　町田市歯科医師会との共催です。
日２月１８日㈯午後６時３０分～８時３０
分
場健康福祉会館
内認知症サポーター養成講座、講話

「認知症予防における口腔ケアと噛
か

むことの重要性について」
講（社福）七五三会いづみの里保健師
・森光輝氏、町田市歯科医師会会員・
海野博俊医師
定１５０人（申し込み順）
申１月１９日正午～２月１３日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０１１９Ｃ）へ。
問保健総務課☎７２２・６７２８

普 通 救 命 講 習 会
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）
日２月１８日㈯午前９時～正午
場健康福祉会館
内心肺蘇生法、異物除去法、ＡＥＤ操
作法
※救命技能認定証を発行します。
定３５人（申し込み順）

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等の事由によ
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

費１４００円（テキスト代）
申１月２３日正午～２月８日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０１２３Ｂ）へ。
問町田消防署☎７２２・０１１９、町田市
保健総務課☎７２２・６７２８
参加者募集
木 こ り 応 援 隊

　北部丘陵の里山環境を整備するた
め、樹林地の下草刈りや伐採、枝落と
し等をしていただける方を募集しま
す。
　作業後は、小野路宿里山交流館で
昼食を食べながら、地域の農業者と
交流します（午後１時～２時くらいを
予定）。
※同館での飲食代は自己負担です。
対２０歳以上の方
日２月１８日㈯午前９時３０分～午後０
時３０分、集合は小野路町２８１番地

「農業研修農場駐車場」
定２０人（申し込み順）
申１月１９日正午～３０日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０１１９
Ｂ）へ。
問北部丘陵整備課☎７２４・２１６４

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

●ひなた村
【①たきびのじかん】
　小学３年生以下のお子さんは保護
者同伴でおいで下さい日２月４日、
１８日、いずれも土曜日午前１０時～
１１時３０分（正午に消火）内たき火を
囲む（焼きたい食材・アルミホイル・
軍手等の持参も可）
【②創作童話コンクール表彰式・作品
発表会】
日２月５日㈰午後１時３０分開演（開場
は３０分前）場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

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。
【市民ウォーキング「七サバ詣で」】
対市内在住、在勤、在学の小学生以上
の方日１月２５日午前８時５０分場小田
急江ノ島線・相鉄線大和駅改札前集
合費５００円問町田ウォーキング協会
☎０９０・８７４７・１９５８
【３月市民スキー教室（バッジテスト付】
対市内在住、在勤、在学の小学生以上
の方（小学生は保護者同伴）日３月３
日午後８時３０分～５日午後９時ごろ、
集合は日本生命町田ビル前（小田急
線町田駅徒歩３分）場菅平高原スキ

家・小林はくどう氏
【③科学クラブ「磁石と電磁石のちが
いは？～音の出る＂ブザー＂を作っ
て理解しよう！」】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生（小学３年生は保護者同伴）日２
月１９日㈰午前９時３０分～午後１時内
電流と電磁石の解説、ブザーの工作
講クリエイティブ・インストラクタ
ー　下薗大輔氏定１５人（申し込み
順）費５００円

◇
申①②直接会場へ③１月１５日午前

１０時から電話でひなた村へ問ひな
た村☎７２２・５７３６
●町田市民文学館～２歳児あつまれ！
「冬」をあそぼ！
　直接会場へ対２歳児とその保護者
日１月２６日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分場同館２階大会議室内絵本、紙
芝居、わらべうた遊び等問同館☎
７３９・３４２０
●大地沢青少年センター～親子ピザ
クッキング
対市内在住、在学の小・中学生とその
保護者日２月５日㈰午前１０時～午後

２時／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定３０
人（申し込み順）費１人５００円申１月
１８日午前９時から電話で同センター
（☎７８２・３８００）へ
●子どもセンターただＯＮ開館３周年
記念イベント～ただＯＮパーティー３
　直接会場へ日１月２２日㈰午前１１
時～午後３時（通常開館は午後５時か
ら）内和太鼓や大道芸等のステージ
発表、遊びコーナー、簡単工作、模擬
店（有料）等／駐車場は利用不可問た
だＯＮ☎７９４・６７２２

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、町田市ホームページをご覧下さい。

市民の広場

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集

　申込用紙・掲載ルールは、広報課（市庁舎４階）で配布しています（町田市ホー
ムページでダウンロードも可）。市HP 検索市民の広場

●モーニング吹き矢　心身爽快　快
活人生　日々健康／１月２０日午前９
時３０分～１１時３０分／鶴川市民セン
ター／５００円／町田吹き矢健康会☎
０９０・９３４０・８４０６
●健康麻雀～初心者から経験者まで
ＯＫ／２月１日、８日午前１０時～午後
３時３０分／町田市民ホール／１０００
円／𠮷原☎０９０・５４９０・２４２４／お
気軽においで下さい

●簡単マジック基礎講座～どっきり
マジッククラブ／２月１日㊌午後７時
／町田市民フォーラム４階／５００円
／チャーリー加茂☎０９０・７８３０・
６４５６／３月１日もあります
●長唄・新春おひきぞめ　唄と三味線
の発表会／２月２２日㊌午前１１時～、午
後２時～／町田市民フォーラム３階／
無料／長唄を学ぶ会・岡部☎７３５・
７０８８／伝統音楽をお楽しみ下さい

●地球環境・社会共生を学ぶ会／毎
月第２・４㊌午前１０時～正午／生涯学
習センター他／入会無料・月２０００円
／ピーピョミント☎０８０・４７３６・
７９１７／国籍・学歴・職業他不問
●自主保育サークル　かしのこ／月
２回程度午前１０時３０分～午後１時
３０分／せりがや冒険遊び場／入会
無料・年２００円／笹倉☎０７０・５０８８
・６１６６／親子で外遊び。１月は２５日
●全然話せない人の英会話／月２回
㊌午後２時３０分～３時４５分／高ヶ坂

おいで下さい　特定の期日に行うイベント

ふれあいセンター／入会１０００円・
月２０００円／大島☎７９５・２８２６／要
予約・月３回コースも有
●ＨｅｌｌｏⅡ外国人講師と初級英会話
／毎週㊋午前１０時～１１時３０分／町
田市民文学館他／入会１０００円・月
３０００円／鈴木☎０８０・５５４８・６４９２
／見学歓迎　お電話下さい！
●書道を楽しむ会／毎月第４㊍午後
２時～４時／生涯学習センター／入
会無料・月２０００円／堀口☎７２３・
４３３２／男性のご入会歓迎

●俳句初学教室～初めての方も大歓
迎／毎月第１㊊午後１時３０分～５時
／生涯学習センター他／入会無料・
月１０００円／大嶋治子☎７９２・５２３３
●月蓉会ダンスパーティー／毎週㊊
午後１時～４時／木曽山崎コミュニテ
ィセンター他／入会無料・月２０００円
／松本☎７３５・７４５６／ミキシング、
トライアル有
●社交ダンスサークル／毎週㊋・㊌
午後１時～２時／和光大学ポプリホー
ル鶴川他／入会１０００円・月２０００円
／社交ダンス☎０７０・６４２５・８４１６／
初心者対象　要電話予約
●生涯健康ダンスパーティ／月２回
程度午後１時１５分～４時／健康福祉
会館等／入会無料・１回５００円／庄
司☎７２６・３５６０／１月は２２日、２９日
です
●江戸芸かっぽれさくら会／毎月第
１～３㊋午前１０時～正午／忠生市民
センター他／入会無料・月３０００円
／青柳☎７９３・２４５９／男女年齢は
問いません
●秀扇会・歌謡曲で楽しく踊れる新
舞踊／月１回午後１時～５時／小山市
民 セ ン タ ー 和 室 ／ 入 会 無 料・ 月
２０００円／袴塚☎７７２・８６２６／経験

者、初心者も歓迎です
●ソフトエアロビ～シニア・初心者
歓迎／毎週㊎午前１０時～１１時３０分
／鶴川市民センター他／入会１０００
円・月２５００円／サークルローズ・横
江☎７３６・７１８９／１月２７日無料体
験開催！
●多摩ハイキングクラブ／毎月第１
㊍午後６時３０分～８時／生涯学習セ
ンター／入会無料・月２００円／徳田
☎７２６・６４４２／中高年ハイキング・
登山
●アンサンブル・ジョイ　楽器サー
クル／月２回㊊午後１時～５時／成瀬
コミュニティセンター他／入会１０００
円・月５００円／鈴木☎７９６・５２２６／メ
ロディ　リズム楽器ベース
●小山田桜台囲碁クラブ／毎週㊏ま
たは㊐午後１時～５時／小山田桜台１
－１１集会所／入会無料・月３００円／
三根匡☎７９７・４４７２／初心者や女
性もお気軽に
●町田地図を楽しむ会　今尾先生の
講話／第１・３㊌午前１０時～正午／
生涯学習センター他／入会無料・月
２５００円／すぎやま☎７９６・０６３６／
地図好き大歓迎！　見学可

ー場（長野県上田市）費３万３０００円
（バス・宿泊・講習代、保険料含む）／
リフト券、レンタルスキー代等は別
途問町田市スキー連盟☎０４２・３０７
・５８８７

◇
問町田市体育協会事務局☎７２４・
３４４３
●自衛官採用案内（自衛官候補生）
　入隊時期は３月下旬／詳細は自衛
隊東京地方協力本部ホームページを
参照対１８歳以上２７歳未満の男子

（２０１７年４月１日現在）試験日①２月
５日②３月３日申①１月２４日まで②２
月１５日まで問自衛隊町田募集案内
所☎７２３・１１８６
●老齢年金を受けている方に源泉徴
収票を送付します
　２０１６年の公的年金等の源泉徴収
票を、１月中旬ごろから、雑所得とし
て所得税が課税される老齢年金等を
受けている方へお送りします。障害
年金や遺族年金は非課税所得のた
め、源泉徴収票は送付されません。複
数の年金を受けている方や、公的年
金以外に所得がある方は、確定申告
をする際に必要ですので大切に保管
して下さい問八王子年金事務所☎
０４２・６２６・３５１１、未着・紛失＝ねん
きんダイヤル☎０５７０・０５・１１６５、
０３・６７００・１１６５
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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。

●町田市フォトサロン
【うめ写真展】　
　各地で撮影された梅の写
真を公募した写真展です／直接会場
へ日２月１日㈬～１２日㈰場・問同サ
ロン☎７３６・８２８１
●町田市自然休暇村～川上スキーツ
アー
　スキー教室（自費）やスキーのレン
タルもあります対市内在住、在勤、在
学の方とその同行者日３月４日㈯午
前７時～５日㈰午後５時ごろ、集合は
町田ターミナルプラザ、解散は町田
駅周辺定４０人（申し込み順、最少催
行人数は３５人）費中学生以上
１万８８００円、小学生以下１万６８００
円（交通費、宿泊費、リフト代、１日目
夕食～２日目昼食、保険料を含む）申
１月１５日午前９時から電話で自然休
暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ（２月
２２日以降の取り消しはキャンセル

料が必要）
●和光大学ポプリホール
鶴川
【町田市合唱連盟　コー
ラスの花束Ⅳ】
　玉川学園地区の合唱団によるジョ
イントコンサート日３月５日㈰午後２
時開演費５００円（全席自由）申直接ま
たは電話で町田市民ホール（☎７２８
・４３００）へ（有料保育有り、要問い合
わせ）
【第４８回　若き演奏家による水曜午
後の音楽会】
日３月１５日㈬午後２時開演出演黒川
実咲（チェロ）、江沢茂敏（ピアノ）費
１０００円（全席自由）申１月１９日正午
からイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）へ
【菅原洋一コンサート】
日４月１８日㈫午後３時開演費３５００
円（全席指定）申１月１８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）

◇
対６歳以上の方場・問和光大学ポプ
リホール鶴川☎７３７・０２５２
●野津田公園～元五輪選手が教える
「ウォーキング（ジョギング）教室」
対２０歳以上の方日１月１６日～３月
１３日の月曜日、午前１０時３０分～正
午、全９回定５０人（申し込み順）費
４５００円申電話で同公園管理事務所
（☎７３６・３１３１、受付時間＝午前９時
～午後５時）へ
●市立室内プール
【キッズダンス６期】
対Ａ＝小学１～３年生、Ｂ＝
小学４～６年生日２月７日～３月１４日
の火曜日、Ａ＝午後４時３０分～５時
３０分、Ｂ＝午後５時４０分～６時４０分、
各全６回定各２０人（抽選）費各４８００

円
【ヨガスクール２期】
対１６歳以上の方日２月９日～３月２３
日の木曜日（除外日有り）、午後１時
３０分～２時３０分、全６回定２０人（抽
選）費３０００円

◇
申往復ハガキで１月２５日まで（必着）
に同プールへ問同プール☎７９２・
７７６１
●市立総合体育館～ニュー
スポーツ（ミニテニス・ネオ
テニス・ソフトバレー等）体
験教室
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日２月１７日～３月１７日の金曜
日、午前１０時～１１時３０分、全５回定
２０人（抽選）費１７００円申往復ハガキ
で１月２２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

●
当
番
医（
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

15
日
㈰

町田エールクリニック（内）
中町１-９-２２� ☎７３９・５５３３

榛名坂たなか内科クリニック（内）
金井３-１７-１３� ☎７３７・３８６０

22
日
㈰

さぬき診療所（内）
小川２-２５-１４� ☎７０６・８７６６

ミーナ町田ジェイクリニック（内）
原町田４-１-１７� ☎７３２・５１２０

さるびあ図書館

町田市保健所

町田一小

町田一中

町田シバヒロ

町田保健所入口町田保健所入口

町田税務署入口町田税務署入口
中町一丁目中町一丁目

中央橋北中央橋北

至町田至町田

小田
急線

小田
急線

金井５丁目
遊び場

金井中

森の丘入口森の丘入口

金井クラブ金井クラブ

榛名坂榛名坂

小川高校

至町田至町田

JR横浜線

JR横浜線

成瀬駅ガード北成瀬駅ガード北

成瀬駅ガード南成瀬駅ガード南

成瀬駅成瀬駅

小川高校入口小川高校入口
至長津田至長津田

←←

→→ 町田商工会議所
中央図書館

町田市文化
交流センター

原町田五丁目原町田五丁目

版画美術館入口版画美術館入口

至相模大野至相模大野

JR横浜線
JR横浜線

原町
田大
通り

原町
田大
通り

JR町田駅前JR町田駅前

JR町田駅JR町田駅小
田
急
線

小
田
急
線

小田急
町田駅
小田急
町田駅

町田市民文学館
ことばらんど

※午前10時から診療開始

Dr.はん診療所（内）
図師町１７８２� ☎７８９・７２７０ 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

おおくら医院（内）
大蔵町３１６５� ☎７３７・８０２０ 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

ガソリン
スタンド

並木並木

芝溝
街道

芝溝
街道

図師図師
鶴見川鶴見川図師大橋図師大橋

駐在所

大蔵小
コンビニ
金井入口金井入口

金井金井

鶴見川鶴見川

29
日
㈰

仁愛医院（内）
高ヶ坂６-１９-３１� ☎７２８・１０５５

岩﨑整形・形成外科クリニック（内）
玉川学園８-８-１� ☎７２６・１５０５

高ヶ坂小 恩田川恩田川

高瀬橋高瀬橋

高ヶ坂高ヶ坂

信用金庫
コンビニ

踏切踏切
玉川学園前駅玉川学園前駅

踏切踏切

至町田至町田

小
田
急
線

小
田
急
線

なかの整形外科・内科（内）
能ヶ谷１-５-８� ☎７３７・３６６９ 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

和光大学ポプリ
ホール鶴川

コンビニ

スーパー
鶴川駅

鶴川駅

鶴見川

バス乗り場

小田
急線

鶴川駅広場前鶴川駅広場前

至
玉
川
学
園
前

至
柿
生
至
柿
生

鶴川駅東口鶴川駅東口

暮らしに関する相談
　予約制の相談は、電話で①～⑦市民相談室（☎７２４・２１０２）⑧八王子少年センター（☎
０４２・６７９・１０８２）⑨健康福祉会館（☎７２５・５４１９）⑩消費生活センター（☎７２２・０００１）へ。

名　称 日　程 予約方法／相談時間
①法律相談 月～金曜日 前週の金曜日から電話で予約
②交通事故相談 １８日、２５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）２０日、２７日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時
④国税相談 １７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 ２４日㈫
⑥登記相談 １９日㈭
⑦行政手続相談 ２６日㈭
⑧少年相談 ２４日㈫ 事前に電話で八王子少年センターへ電話で予

約／午前９時～午後４時
⑨母性保健・母乳
育児相談 １９日、２６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

⑩消費生活相談 月～土曜日
来所相談、電話相談ともに随時受付／午前９時
～正午、午後１時～４時
※午前の来所相談は１１時３０分まで
※土曜日は電話相談のみ

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。

●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

●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
１６日、２３日、３０日㈪ 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

１７日、２４日、３１日㈫ 町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７

１８日㈬、２１日㈯ 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

１９日㈭ ふれあい町田
ホスピタル ☎７９８・１１２１ 小山ヶ丘１-３-８

２０日、２７日㈮ あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

２５日㈬ 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

２６日㈭、２８日㈯ 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

●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

１５日㈰
内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

外科系
あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３
多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

２２日㈰
内科系 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

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

２９日㈰
内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

外科系
あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３
南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
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今号の広報紙は、１４万１５１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）。

オリンピック・パラリンピック選手倍増計画
根性さえも科学する  まちだオリパラプロジェクト開 催

パラバドミントン

インドネシア代表
がやってくる！

トレーニングキャンプを観に行こう

町田市ホームページ
お店や会社の広告を載せてみませんか

　２０１６年１１月１１日から１６日に、明治神宮野球場
で開催された「第４７回明治神宮野球大会」大学の部
で、桜美林大学野球部が準優勝し、その報告のため市
役所を訪れました。
　同野球部は、「首都大学野球秋季リーグ戦」で悲願
の初優勝を果たし、「第１２回関東地区大学野球選手
権」の出場権を獲得し、初出場・初優勝を果たし、明治
神宮野球大会の出場権を得ました。
　津野裕幸野球部監督は、「選手の頑張りと市民の皆
さまの温かな応援のおかげで、このような成績を収
めることができました。次の大会では、日本一を取れ
るように精いっぱい頑張りたい」と今後の抱負を語
られました。

町田からプロ野球選手が誕生！
　佐々木千隼投手は、２０１６年プロ野球ドラフト会議で、千葉ロッテマリーン
ズに１位指名され、入団が決まりました。皆さんの熱い声援をよろしくお願い
します。

　パラバドミントン（障がい者バドミントン）の
強豪国・インドネシアの代表選手団が、町田でト
レーニングキャンプを実施し、公開練習を行い
ます。また、同期間中、パラバドミントン日本代
表の選手たちも合宿を行います。
○日時　１月２８日㈯～２月１日㈬、午前１０時～
午後６時
※トレーニング時間は変更される場合がありま
す。詳細は、町田市ホームページをご覧下さい。
○会場　市立総合体育館

パラバドミントンとは  
　選手が車いすでプレ
ーする「車いす」と、立
ってプレーする「立位」
にカテゴリーが分かれ
ています。障がいの程
度に応じて、クラスが
あります（下表参照）。

○車いす

ＷＨ１ 腹筋・背筋が全くできない。両足ともほとんど動かせない。
ＷＨ２ 腹筋・背筋ができる。片足が自由に動かせない。
○立位
ＳＬ３ 下肢障害。膝がなく、義足を使用。
ＳＬ４ 下肢障害。膝があり、義足を使用。
ＳU５ 上肢障害。腕、指の切断。
ＳＳ６ 低身長
※�詳細は、（一社）日本障がい者バドミントン連盟ホーム
ページをご覧下さい。

問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

問広報課☎７２４・２１０１

　市民生活に関係の深い広告
を募集します。詳細はお問い
合わせ下さい。
※掲載できる広告の制限等が
あります。応募説明書類等を
お送りしますので、希望する
方は広報課へご連絡下さい。

○対象　サイトを有する事業主
○期間　４月１日～２０１８年３月３１日（申し込みは１か月単位）
○募集枠数　トップページ＝１２枠（縦５０ピクセル×横
１３０ピクセル）、セカンドページ＝５枠×６ページ、計３０枠
（縦４５ピクセル×横２００ピクセル）、いずれも抽選
○費用　各３万円（１枠１か月あたり）
○募集期間　２月１０日㈮まで

　「町田市わたしの便利帳」は、市役所
の業務案内等を記載した、日常生活の
手引としてご利用いただける冊子で
す。
　ＮＴＴタウンページ株式会社との協
働発行で、タウンページ（電話帳）と合
わせて市内全戸に配布しています。
○対象　市内各世帯・各事務所
○配布期間　１月末日まで
※２月１日から、町田市ホームページで
もご覧いただけます。
市ＨＰ�わたしの便利帳 � 検索
※２月になっても、配布されない場合は、氏名・電話番号・住所・
タウンページ町田市版の配達希望を明示し、電話でタウンペー
ジセンタ（錆０１２０・１１４７０７、受け付け＝祝休日を除く月～金
曜日の午前９時～午後５時）へ。
問広報課☎７２４・２１０１

　町田市からオリンピック・パラリンピ
ック出場を目指すアスリートを育てるこ
とを目的として、「まちだオリパラプロジ
ェクト」を開催します。
※直接会場へおいで下さい。
○対象　各スポーツ競技の指導者
○日時　２月１１日㈷午後１時から（第２部
は午後２時４５分からの予定）
○会場　市民協働おうえんルーム（市庁舎２階）
○定員　１５０人（先着順）

○内容　
【第１部】講演会「トップアスリート
を育てるメンタルトレーニング」
講師：メンタルトレーニングコーチ
・大儀見浩介氏
【第２部】スポーツ座談会「種目の垣
根を超えた共有の可能性」
コーディネーター：中村義昭氏
出演者：大儀見浩介氏、町田市体育協会会長・吉原修氏、各
スポーツ団体代表　他

大儀見浩介氏

左より、佐々木千隼副将（投手）、佐俣恵介副将（外野手）、
石阪市長、沼田涼主将（内野手）、山野辺翔副将（内野手）

桜美林大学が準優勝
第47回明治神宮野球大会

「町田市わたしの便利帳」を
全戸に配布しています

問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

お 詫 び
　本紙１月１日号「２０１７年新春座談会」２面
に掲載した鹿沼由理恵さんの経歴で学歴に
誤りがありました。
正）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。
誤）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、筑波技術短期大学に
通い理学療法士の資格を取得。その後、東京
都立文京盲学校の専攻科を卒業した。
　お詫びして訂正します。
問広報課☎７２４・２１０１

©２０１６ JPBF All 
Rights Reserved.

問スポーツ振興課
　☎７２４・４０３６
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