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● 4 面 臨時福祉給付金
● 2面 ○○○○○○○○○○○
● 2面
● 8○○○○○○○○○○○
今号の紙面から
今号の紙面から
（経済対策分）のお知らせ
面 リサイクル広場 in 町田シバヒロ

みなさん なら
未来を 描きま

す
か
のアイデアの
種！

な
ん まちづくり

昨年 12 月に子どもセンターまあちで実施した「2030 年の未来へ向けたワークショップ

親子で生活
しやすい町

ずっと住み続けたい町田へ」
。このワークショップでは、町田市未来づくり研究所の提言「ま
のみなさんが描く町田の未来を話し合い、若者ならではのアイデアがたくさん生まれました。
8 面には、
「まちづくりってこんなにオモシロイ！ 未来のまちを自分で作る！ 」講演会のお
知らせを掲載しています。併せてご覧下さい。

問 市民協働推進課 ☎724・4362

machida city

子どもセンターで
宿題をみてくれる
高齢者がいれば、
健康寿命が延びる
かも

街中でいろんな
イベントをやってみる

参 加者

子どもの塾代も節約
できるかも

職場体験を
受け入れて
くれる企業

地元企業の職場体験を
増やしてもらい
町田への就職者を増やす

の声

加藤菜奈恵さん（大学１年）

山中聡士さん
（専門学校１年）

Ｑ.１まちだにこれからも住みたいと思う？

Ｑ.１まちだにこれからも住みたいと思う？

新宿や横浜に行くのに近く、駅を出れば洋服
店や食事処に困らないので、これからも住み
たい。

住み続けたい。しかし駅周辺の歩きづらさを解
消したり、
もっと郊外に目を向けるべきだと思う。

Ｑ.２どんなまちだにしたいと思う？
地域の人との交流を増やし、「あたたかい街」
にしていきたい。

人口と世帯（外国人含む）

婚活
支援

ちだニューパラダイム 2030 年に向けた町田の転換」を題材に、集まった高校・大学生世代

空き地の
活用を

ワークショップ

。

ど

育児、教育の
しやすい町

住民同士の
コミュニ
ケーションが
活発

Ｑ.２どんなまちだにしたいと思う？
「歩きやすい町田」にしたい。駅周辺に手軽
に使える駐輪場がもっとあれば、違法駐輪も

混雑もなくなり、訪れる人が増加すると思う。

公園を
もっと
増やす

町全体に
電気をもっと
つける

高齢者が
活躍する

このワークショップで題材にした「まちだニュ
ーパラダイム 」
とは？ 2面でご紹介します！

（前月より7 人増）／ 世帯 ： 192,320 世帯（前月より54 世帯 増）
人口 ： 428,572 人（ 男：210,409人・女：218,163人）
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Machida Mirai Laboratory

博士のまちだ未来講座

博士

A さん（２５歳）

Ｂ さん（6５歳）

Ｃ さん（40歳）

町田市未来づくり研究所が2015年に発表した提言「まちだニューパラダイム 2030年に向けた町田の転換」について、
みらいラボの博士が分かりやすく説明します。3人の市民のみなさんと博士の会話をのぞいてみましょう。

２ つの未来シナリオ

さびれゆく未来

2030年のまちだの未来って…？

するハードのまちづくりから、人々が交流し、多様な活動を生み出し
ていくことを重視するソフトのまちづくりに考え方を転換することも

A さん

えっ、左のイラストの「さびれゆく未来」は本当にくるの？

博士

安心なさい。あくまでも提言の中に示されている町田市の2つの未来予測じゃ。

示されているぞ。

1面のワークショップでもこのイラストをみて、
参加者の若者たちはみんな驚いていたぞ。
Ｂ さん

少し大げさな気がするわ。

博士

そうとも言えないのじゃよ。右

の表を見てごらん。町田市独自の人口推
計では、2020年を境に人口が減少に転
じ、現在の約42万8０００人から、2040
年には約39万8０００人となる。人口構成
も、
高齢者2人を支える現役世代の数は、
2000年 で は10人 だ っ た の に 対 し、
2040年には3人で支えることになる。
Ｃ さん

娘たちの世代かあ。そんなに支

えるのは大変じゃないか。
博士

65歳以上人口
生産年齢人口
年少人口

推計値

（万人）

40
35

博士

イメージがわかないわ。

では、未来の具体例をお見せしよう。

みんな今の暮らしで悩みはあるかの？
A さん

30

私は町田生まれの町田育ちで、ずっ

とここにいたいけど、最近、同級生で地元

25
20
15

に残る人が少なくて残念。街も子どものこ

10

ろに比べたら活気がないような…。

5
0

2000

年
高齢者
生産年齢
総人口

2010
2000 年
2人
10 人
37.7 万人

2020
2015 年
2人
5人
42.7 万人

2030

2040

2030 年
2人
4人
41.9 万人

2050

（年）

2040 年
2人
3人
39.8 万人

高齢化だけじゃないぞ。町田市への転入者が減少したり、強みだった商業も

京圏の成長とともに発展したが、2030年には東京圏の人口も既に減少期に入ってい
る。2030年までにどこまで都市の力を上げておけるかで、人口が減少して新たな挑
戦が難しくなる2030年以降の東京圏を含めた日本の行方が決まってくる」とまで言
われておるぞ。

都市の力を上げるための「新たな価値観」とは…？
Ｂ さん

お先真っ暗！ それにしても、2030年だなんて、ずいぶん先ね。

博士

長いようで短いこの期間をいかに充実した時間にできるかが肝なんじゃよ。

そのためには、町田市が都市の力を上げていくための行政運営とまちづくりにおける
「新しい価値観」が必要なんじゃ。提言のタイトルに「ニューパラダイム」（new＝新
しい、paradigm＝考え方の枠組み）と付けたのもそのためじゃ。
なんか難しそう。
博士

Ｂ さん

きらめく未来のイメージとは…？

町田市の人口構成の
変化（推計）

売上額が減り、かげりがみられるんじゃ。提言では、「町田市は、郊外都市として東

A さん

きらめく未来

そうじゃのお。では、もう一度イラストをみてもらおう。左

のイラストは、都市間競争に敗れ、商業が衰退、住環境も悪化する「さ

びれゆく未来」、右のイラストは、市内外から人々が集い、町田発の
事業やカルチャーが生まれ、住宅地も住民の活力にあふれている「き
らめく未来」。 みんなはどちらがよいかのう。
Ｃ さん

当然、
「きらめく未来」。

博士

わしもそう思う。でもそのためには、人口が増加していた時代

の価値観ではなく、人口が減少する時代に求められる「ニューパラダ

イム」、つまり、「新たな価値観」が必要となるんじゃ。
A さん

またまた難しそう。価値観？考え方を変えていこうということ？

博士

そうじゃ。価値観というと難しいかのう。2030年の未来が「さびれゆく」か

「きらめく」かは、従来の考え方にとらわれず、
「新たな価値観」でまちづくりに取

博士

例えば、友人と商店街の空き店舗を

借りて会社を立ち上げたり、美術大学のOB
を集めてストリートアートイベントを開催
したりするのはどうじゃ。町田市から発信
する事業や、カルチャーが生まれる交流の
場にもなるぞ。
Ｂ さん

私の住む団地では、高齢者が多くなって寂しいわ。

博士

団地は単に住むだけの場所じゃないぞ。例えば資格や経験をいかして、団地

を保育室にして、友人と一緒に近所の子育てママのお手伝いをしたら楽しいじゃろ。
Ｃ さん

娘が通う小学校の児童数が減ってしまったり、近所に空き地が増えて治安が悪

くなってきたようだ。戸建てを購入して引っ越したのに地元愛が薄れてきてしまって。
博士

例えば、小学校の空き教室を利用して手作りクラフト教室を開いてはどうじ

ゃろ。空き地にできた市民農園で週末に野菜を育ててみてはどうかね。
A さん

いろいろできるのね。なんだか楽しそう。

博士

うむ、うむ。ワークショップでも若者からたくさんアイデアが出ている。み

んなで未来を考えよう。
町田市ホームページでここで紹介した町田市未来
づくり研究所の提言「まちだニューパラダイム
２０３０ 年に向けた町田の転換」の PDF 版をみる
ことができます。博士が話した内容のほかにもア
イデアやデータなどが満載です。

市HP 町田ニューパラダイム

検索

今回紹介した「新しい価値観」は、
「どうしたら明るい
未来になるのだろうか？」という想いでたどり着いたキ
ーワードなんじゃ。本紙の２月１５日号では、これから
の町田市の未来につながる「町田市５ヵ年計画 １７−
２１」
（２０１７年度〜２０２１年度）を紹介するぞ。

り組んでいけるかにかかっているんじゃ。提言では、道路や公共施設の整備を中心と

問 企画政策課 ☎︎724・2103

市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

募 集
町田市民病院

看 護 師・ 助 産 師

詳細は、試験実施要項をご覧下さ
い（実施要項と受験申込書は同病院
ホームページでダウンロード可、同
病院・各市民センターでも配布）。
対・定看護師＝１９７７（昭和５２）年４
月２日以降に生まれた、看護師資格
を有する方、または２０１８年春まで
に取得見込みの方＝２０人程度、助産
師＝１９７７（昭和５２）年４月２日以降
に生まれた、
助産師資格を有する方、
または２０１８年春までに取得見込み
の方＝若干名
採用日７月１日、１０月１日、２０１８年１
月１日、
４月１日
試験日４月２２日㈯
申４月１０日、１１日の午後５時までに
直接同病院へ。または４月１１日まで
（必着）
に郵送で同病院へ。
問同病院☎７２２・２２３０（内線７４１２）

生涯学習センター嘱託員
対次のいずれかに該当し、かつパソ
コンの基本操作ができる方 ①社会
教育主事資格または教員免許・幼稚
園教諭免許・保育士資格のいずれか
を有する②公民館などの社会教育施
設での職務経験がある＝若干名
勤務期間４月１日～２０１８年３月３１日
（更新も有り）
勤務時間原則午前８時３０分～午後５
時１５分、月１６日
（土・日曜日、祝日勤
務、
午後９時４５分までの勤務有り）
勤務場所同センター
内同センターが実施する講座・学級
の企画・運営、受講者のサポート業
務、
それらに関する庶務的な業務
報酬月額１９万３２８０円（別途交通費
支給）
選考書類選考後、
面接
申募集要項
（同センターで配布、町田
市ホームページでダウンロードも
可）
をご覧のうえ、
応募用紙に必要事
項を記入し、作文
（８００字以上１０００
字以内）
を添えて、２月２８日午後５時
まで
（必着）
に直接または郵送で同セ
ンターへ。
問同センター☎７２８・００７１
高齢社会総合計画審議会

市

民

委

員

高齢社会総合計画審議会は、高齢
者のための福祉サービス事業の目標
などを定める
「高齢者福祉計画」及び
介護保険料等を定める「介護保険事
業計画」の策定や見直しを行ってい
ます。
任期満了に伴い、来期の市民委員
を募集します。
対市内在住の４０歳以上で、高齢者福
祉及び介護保険制度に理解のある方
＝５人
任期３年
選考論文
（１６００字以内）
申２月１５日まで
（消印有効）。
※応募に必要な書類は郵送しますの
で、
ご連絡下さい
（町田市ホームペー
ジでダウンロードも可）。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６

特別支援教育支援員
教員免許の有無は不問です。

返０４２・７２４・５６００

番号間違いにご注意下さい
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勤務期間４月１日～２０１８年３月３１日
から各貸出施設の使用料金を変更し
問市民総務課☎７２４・４３４６
（休業中は除く）
ます（町田市民フォーラムホールは、 「
（仮称）
町田市木曽東グループホーム」
勤務日休業中を除く月～金曜日の５
１１月１日の使用〔４月１日の申し込み
入
居
者
募
集
日間、
または３日間
（学校行事等で土・
分〕から料金変更）。
日曜日、祝日に勤務する場合も有り）
これと同時に、７月から使用単位
３月に、認知症高齢者グループホ
勤務時間おおむね午前８時１５分～午 （午前・午後・夜間）ごとの使用開始前
ーム「
（仮称）町田市木曽東グループ
後４時４５分の間で週２９時間（宿泊時
に準備時間として１０分早く入室で
ホーム」が木曽東に開設します。
を除く）
きるようになります（ひなた村は除
※入居者の決定方法は申し込み順で
場町田市立小・中学校
く）。
はありません。入居の必要性等を総
内市立小・中学校で障がい児への支
◇
合的に判断して決定します。
援
該当の集会・学習施設各市民センタ
定１８人（全室個室）
報酬時給１１００円（別途交通費支給）
ー、各コミュニティセンター、男女平
申申込書（〔社福〕創和会ケアセンタ
※詳細は町田市ホームページをご覧
等推進センター、町田市民文学館、健
ー成瀬で配布）に記入し、直接または
いただくか、お問い合わせ下さい。
康福祉会館、町田市民フォーラム、生
郵送で（社福）創和会ケアセンター成
選考書類選考後、面接
涯学習センター、ひなた村（使用料金
瀬（〒１９４－００４３、成瀬台３－２４－
申履歴書を２月１５日まで（必着）に郵
の変更は無し）、わくわくプラザ町田
１、
☎７２０・２２０２返７１０・０６１２）へ。
送で教育センター就学相談担当（〒
※詳細は、町田市ホームページをご
※申込書の郵送希望者は電話または
１９４－００３６、木曽東３－１－３）へ
覧いただくか、各施設へお問い合わ
ＦＡＸで取り寄せも可。
（履歴書は返却しません）。
せ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
問教育センター☎７９３・３０５７

お知らせ
集会・学習施設の使用料金と使用に
あたっての条件が

変 更 に な り ま す

【施設案内予約システムの使用者条
件が変更になります】
４月１日から施設案内予約システ
ムを利用して使用申込をする方の条
件を次のとおり変更します。
○代表者の要件変更
団体の代表者を「２０歳以上の市内
在住の方」から「１８歳以上の市内在
住、在勤、在学の方」に変更します。
○個人の施設案内予約システム利用
が可能
１８歳以上の市内在住、在勤、在学
の方も、登録すれば施設案内予約シ
ステムで予約ができるようになりま
す（空き予約のみ）。
○本人確認の実施
予約の公正性確保のため、登録時
に団体の代表者または個人利用者の
本人確認を行います。
【貸出施設の使用料金を変更します】
市では、施設利用に係る費用の５０
％を利用者に負担いただくことにな
っています。これは施設を利用しな
い方との均衡を図る目的で定めてい
るものです。これに従い、７月使用分

くらしの
ミニ情報

衣類の「取扱い表示」が

国際規格と同じ記号に変わります

衣類の裏地などについている表
示は「品質表示」といい、消費者を
保護する目的で家庭用品品質表示
法により、次の表示が義務付けら
れています。
①取扱い表示（洗濯表示）②繊維の
組成（使用している繊維名）③付記
記号（取扱い注意事項）④表示者名
（住所・電話番号）
近年、衣類などの生産や流通は
海外との取り引きが一般的になり
ました。また洗剤類の多様化、商業
クリーニングの技術進歩など繊維
製品を取り巻く環境は変化してき
ており、これに対応するために、
２０１６年１２月１日から「取扱い表
示」は国際規格（ＩＳＯ ３７５８）の表
示記号と同じ記号を用いることに
なりました。新しい「取扱い表示」
は右表の５つの基本記号と「－」、
「＝」や「‥」、
「…」などの付加記号
及び数字の組み合わせで構成され
ます。
記号の種類が２２種類から４１種
類に増え、より細かな表示に変わ
ります。記号内に日本語の記載は
なくなりますので、記号だけでは
伝えられない情報は簡単な言葉で
記号の近くに記載される場合があ

公開している会議
会議名

日 時
会 場
2月3日 ㈮ 午 前10 市庁舎10階会議室
町田市教育委員会定例会
時から
10-3～5
ごみの資源化施設地区連
2月8日㈬午後6時 町田リサイクル文
絡会（町田リサイクル文
から
化センター研修室
化センター周辺エリア）

定

問消費生活センター☎７２５・８８０５
ります。よく読んで参考にしまし
ょう。経済産業省、消費者庁で出し
ている情報・パンフレット等をご
活用下さい。町田市消費生活セン
ター（町田市民フォーラム３階）で
も、新表示に関する情報をパネル
・チラシなどで発信しています。
衣類購入時には用途やデザイン
だけで選ぶのではなく、洗濯がし
やすいか、
クリーニング店を利用す
ることができるか等を確認しまし
ょう。家庭洗濯では、
「指示表示」か
ら「上限表示」に変更となりました
ので、
「取扱い表示」
を正しく理解し
て洗濯の仕方を見直しましょう。

基本記号

例
液温は、40℃を限度
とし、洗濯機で弱い
洗濯処理ができる

家庭洗濯

漂白処理はできない
漂白
日陰でのつり干し乾
燥がよい

乾燥
アイロン

底面温度200℃を限
度として、アイロン
仕上げ処理ができる

クリーニング

石油系溶剤でのドラ
イクリーニング処理
ができる

傍聴のご案内
員

申し込み
☎724・2172）へ
会議当日に教育総務課（市庁舎10階、

10人程度
（先着順）

直接会場へ問循環型施設整備課☎724・4384

町田市下水道事業計画評 2 月 1 0 日 ㈮ 午 前 市 庁 舎3階 会 議 室
5人
（先着順） 直接会場へ問下水道総務課☎724・4290
価懇談会
10時～正午
3-1
町田市都市計画審議会

2 月 1 3 日 ㈪ 午 前 市庁舎3階第1委員
10人
事前に電話で都市政策課（☎724・4247）へ
10時から
会室
（予定）
（申し込み順）

町田市情報公開・個人情 2 月 1 3 日 ㈪ 午 前 市 庁 舎2階 会 議 室
3人
事前に電話で市政情報課（☎724・8407）へ
報保護運営審議会
10時～正午
2-2
（申し込み順）
町田市地域密着型サービ 2月14日 ㈫ 午 後6 市 庁 舎9階 会 議 室
4人
事前に電話またはFAXでいきいき総務課（☎724・
ス運営委員会
時から
9-3
（申し込み順） 3291返050・3101・4315）へ
町田市立町田第一中学校
2 月 1 5 日 ㈬ 午 前 市 庁 舎3階 会 議 室
改築計画基本設計検討委
5人
（先着順） 直接会場へ問教育総務課☎724・2173
10時30分～正午 3-1
員会
町田市文化プログラム推 2月15日 ㈬ 午 後6 市庁舎10階会議室
10人
2月14日午後5時までに電話で文化振興課（☎724・
進計画策定検討委員会
時～8時
10-2・3
（申し込み順） 2184）へ
町田市自殺総合対策連絡 2 月 1 6 日 ㈭ 午 前 市 庁 舎2階 会 議 室
5人
（先着順） 直接会場へ問健康推進課☎724・4236
協議会
10時～11時30分 2-2
町田市地域包括支援セン 2月16日 ㈭ 午 後5 市 庁 舎2階 会 議 室
5人
事前に電話で高齢者福祉課（☎724・2140）へ
ター運営協議会
時～6時30分
2-3・4
（申し込み順）
町田市高齢者・障がい者 2 月 1 7 日 ㈮ 午 前 市 庁 舎2階 市 民 協
5人
事前に電話で障がい福祉課（☎724・2148）へ
虐待防止連絡協議会
10時～11時30分 働おうえんルーム （申し込み順）
町田市景観審議会専門部 2 月 2 0 日 ㈪ 午 前 市庁舎10階会議室
5人
事前に電話で地区街づくり課（☎724・4267）へ
会（南町田）
10時～正午
10-2
（申し込み順）
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ご理解ご協力をお願いします。
【複数の事業所から給与を受給して
いる方】
２か所以上の事業所から給与の支
払いを受けている方は、そのうち１
給与所得のある皆さんへ～ご協力を
か所の事業所ですべての税額の特別
お願いします
徴収が行われることになります。
個人住民税の特別徴収
特別徴収を行う事業所について希
望がある方は、３月１５日までに「市民
給与所得のある方の個人住民税
は、
事業所
（給与の支払者）を通じて、 税・都民税申告書」で特別徴収を行う
事業所を申し出ていただく必要があ
毎月の給与から引き落としを行う
ります。
「特別徴収」
によることが原則となっ
【給与（年金）の他に所得がある方】
ています。
給与所得・公的年金等に係る所得
平成２９年度から都内の市区町村
の他に所得のある方（６５歳未満の方
では特別徴収を徹底していきます。

は、給与所得の他に所得のある方）
は、原則として他の所得に係る税額
についても、給与所得に係る税額と
併せて一つの事業所で特別徴収を行
うことになります。
他の所得に係る税額について、個
人で納付する「普通徴収」を希望する
方は、
「所得税の確定申告書」または
「市民税・都民税申告書」でその旨を
申し出ていただく必要があります。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
◇
問市民税課☎７２４・２１１４

お知らせ

ご利用下さい

住宅改修に伴う固定資産税（家屋）の

減

非課税証明書、戸籍全部事項証明
書、戸籍個人事項証明書

コンビニ交付サービス

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。
※工事完了日から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ものは

２ 月１９日㈰

全国のコンビニエンスストアの
マルチコピー機から、住民票の写
しや印鑑登録証明書等が取得でき
ます。
サービスを利用するには、利用
者証明用電子証明書を搭載したマ
イナンバーカード（個人番号カー
ド）
が必要です。また、既に自動交
付サービス利用登録済みの住民基
本台帳カードをお持ちの方は引き
続き利用できます。
利用可能店舗セブン‐イレブン、ロ
ーソン、サークルＫサンクス、ファ
ミリーマート
取得できる証明書住民票の写し、
印鑑登録証明書、市・都民税課税・

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＝インターネットで24時間申し込みができます。

各駅前連絡所は
臨時休所します
システムメンテナンスのため、
２月１９日㈰は、町田・南町田・鶴川
の各駅前連絡所を臨時休所しま
す。なお、２月１１日㈷は、各駅前連
絡所は祝日のため休所します。
皆さんのご理解ご協力をお願い
します。
◇
問市民課☎７２４・２１２３（コンビニ
交付・駅前連絡所臨時休所につい
て）
、☎８６０・６１９５（個人番号カー
ドについて）

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

確認じゃ！

臨時福祉給付金（経済対策分）
２月１４日から申請書を順次郵送します

厚生労働省
給付金キャラクター
カクニンジャ

町田市役所臨時
福祉給付金専用
コールセンター
携帯電話の方

オー！ 給付

☎０５７０・０２０・０９２
☎０４２・７１０・８５１０

※フリーダイヤルでは
ありません。

申請受付期間
２月１４日㈫

～８月１４日㈪

問福祉総務課臨時給付金係☎７２４・4431

【受付時間】
３月３１日㈮まで＝午前８時３０分～午後６時（無休）
４月３日㈪から＝午前８時３０分～午後５時（土・日曜
日、祝休日を除く）

消費税率の引き上げ（５％→８％）による負担の影響を緩和するための「臨時福祉給付金」について、社会全体の所得の底上げを目的とした経
済対策として、平成２９年４月～平成３１年９月の２年6か月分を一括支給します。
２月１４日から対象と思われる方へ申請書を順次郵送しますので、お手元に届いたらお早めに申請をして下さい。

支給要件

支給・不支給の具体的なイメージ

●支給対象者

平成２８年１月１日時点で町田市に住民票が
あり、
平成２８年度の市民税が課税されていな
い方。
ただし、
次の方は対象外です。
・市民税が課税されている方の扶養親族等
・生活保護等の受給者
※平成２８年度の市民税は平成２７年分（平成
２７年１月１日～１２月３１日）の所得から計算
されます。
●支給額 対象者１人につき１万５000円（１
回限り）

全員支給される場合

全員に支給されない場合

母

父
非課税者

非課税者

父

母

課税者

非課税者

子

子
非課税者

非課税者

世帯全員が非課税者の場合は、全員に支給されます。

扶養者が課税者の場合は、全員支給されません。

窓口での申請

上表の凡例

＝扶養している人

＝扶養されている人

～混雑が予想されるため、郵送での申請にご協力下さい。

〔受付窓口設置期間・場所・時間〕

２月１４日㈫～２４日㈮→市庁舎２階会議室２－１（午前８時３０分～午後４時）
２月２７日㈪～７月１４日㈮→市庁舎７階会議室（午前８時３０分～午後５時）
※土・日曜日、祝休日を除きます／各市民センター・各駅前連絡所等では受け付けしていません／その場で支給は行いません。
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

凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

お知らせ
国民健康保険・後期高齢者医療制度に

加

入

中

の

方

へ

株式等にかかる譲渡所得や配当所
得などの金額を確定申告すると、所
得や収入の取り扱いが変わることに
より、保険税
（料）
や高額療養費等の
算定、
また、
国民健康保険高齢受給者
証・後期高齢者医療被保険者証をお
持ちの方は申告の結果、自己負担の
割合が変更になることがあります。
申告することによる損得・影響等を
よく考慮したうえで、申告するかど
うかをご自身で選択して下さい。
なお、
申告を提出した後で、その内
容を取り消すことはできませんので
ご注意下さい。
詳細は保険年金課保険加入係（☎
７２４・２１２４）
、高齢者医療係（☎７２４
・２１４４）
へお問い合わせ下さい。
町田ターミナルプラザ

エレベーターが停止します

設備の更新工事のため、３月１日㈬
～１７日㈮は、町田ターミナルプラザ
１階バスターミナルと２階市民広場
を結ぶエレベーターを停止します。
期間中は終日エレベーターが利用で
きません。１階バスターミナルを利
用する方は、
階段か、小田急線町田駅
側の町田バスセンターをご利用下さ
い。
問産業観光課☎７２４・２１２９
町田リサイクル文化センター設置の

電 気 自 動 車 等 用
普通充電器を撤去します

町田リサイクル文化センターの建
て替えに伴い、設置している電気自
動車等用普通充電器は、３月１日以

広報まちだ

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

降、撤去します。町田リサイクル文化
センターでの利用は、２月２８日まで
となります。
なお、市庁舎に設置している普通
充電器は、引き続き利用できます。
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１
小山市民センターの

施設貸出が制限されます

天井と外壁等の改修工事のため、
次の期間、施設貸出が制限されます。
日６月５日㈪～９月３０日㈯
【各施設の利用制限】
○ホール
期間中全日利用不可
○音楽室
期間中全日利用可
○その他の部屋
６月５日～３０日：月～土曜日の午前・
午後＝利用不可、月～土曜日の夜間、
日曜日＝利用可
７月～９月：月～土曜日の午前・午後
＝騒音・振動等が予想されるが、施設
の利用可、月～土曜日の夜間、日曜日
＝利用可
問小山市民センター☎７９８・１９２７
提出されました

監 査 の 結 果 報 告 書

次の監査結果報告書が１２月１９日
に監査委員から市長に提出されまし
た。
○２０１６年第２回定期監査
○２０１６年財政援助団体等監査
※町田市ホームページと各市立図書
館で報告書をご覧いただけます。
問監査事務局☎７２４・２５４７

南町田拠点創出まちづく
りプロジェクト説明会
市と東京急行電鉄（株）は、南町田
拠点創出まちづくりプロジェクトを
推進しています。
プロジェクトで整備する施設・建
問広報課☎７２４・２１０１

無料配布のご案内

まちだ

広報まちだは、

町田市ホームページ

さくら開花リポーター

３月中旬から町田さくらまつり実
行委員会フェイスブック等で、市内
のさくらの開花情報を写真とコメン
トでお知らせします。今回、その写真
を継続して提供していただける方を
募集します。
対３月１４日～４月２２日（予定）の期
間、週に数回、市内のさくらの開花状
況を撮影し、Ｅメールで画像を送信
できる方
申募集要項をご覧のうえ、同意書兼
登録書を２月２８日まで（必着）に郵送
またはＦＡＸで町田ツーリストギャ
ラリーへ。
※募集要項と同意書兼登録書は、町
田市観光コンベンション協会ホーム
ページでダウンロードできます（町
田ツーリストギャラリーでも配布）。
問町田ツーリストギャラリー☎８５０

・９３１１（受付時間＝午前１０時～午
後７時）、町田市産業観光課☎７２４・
２１２８
２月１日から受け付けます

「ちょこっと共済」に加入を！

交通災害共済「ちょこっと共済」
は、交通事故に遭った時、見舞金を受
けられる助け合いの制度です。
２０１７年度の加入申込を受け付け
ます。
○会費は選べる２コース制
対町田市に住民登録のある方（生計
が同一であれば、就学のため市外に
転出している方も対象）
費Ａコース＝年額１０００円（見舞金
３万円～３００万円）、Ｂコース＝年額
５００円（見舞金２万円～１５０万円）
※死亡事故に遭った会員に、生計を
同じくしている遺児がある場合、中
学終了年限に達するまで遺児１人に
対し年額１０万２０００円の交通遺児年
金が支給されます。
申込場所交通安全課（市庁舎９階）、
各市民センター、農協、市内の金融機
関（一部を除く）
申申込場所で配布の加入申込書に記
入し、会費を添えて直接申込場所へ。
共済期間４月１日～２０１８年３月３１日
（４月１日以降に申し込みの場合は、
その翌日から）
※自治会やサークル等での「団体加
入」制度もあります。詳細はお問い合
わせいただくか、東京都市町村民交
通災害共済ホームページをご覧下さ
い。
問交通安全課☎７２４・１１３６

コンピュータで処理している
項目を公表します
市では、市民サービスの向上と
庁内事務の効率化のため、コンピ
ュータシステムの開発・導入を進
めています。コンピュータで処理
している項目の公表は、市の個人
情報保護制度の趣旨に沿って、ど
のような情報をコンピュータ処理
しているか、お知らせするもので
す。市では、業務に必要な項目を個
システム名

SNS

URL http://www.city.machida.tokyo.jp/

人情報登録簿で管理し、必要な職
員に限定してコンピュータ処理を
行っています。
２０１５年度に稼働・更改した業
務システムは次のとおりです。
問情報化施策・記事全体について
＝情報システム課☎７２４・４４３２、
個人情報保護制度について＝市政
情報課☎７２４・８４０７

新規導入及び更改したシステム
（2015年度）

更改

【町田市ホームページ】
ホームページや
バックナンバーも閲覧できます。 H P
アプリで見るこ
ともできるよ！
検索
広報PDF
市HP
【アプリ】
T「マチイロ」
V
＊スマートフォン・タブレット用アプリ
広報発行日にお知らせが届くほか、バックナンバ
ーが閲覧できます。
便利帳
＊地域特化型電子書籍ポータルサイト
「たまイーブックス」
広報まちだのほか、多摩地域の刊行物（広報
紙・情報誌・パンフレットなど）
が閲覧できます。
SNS
市HP 広報アプリ 検索

募集します
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市HP 町田市ホームページ

築計画の内容についての説明会を開
催します。
※直接会場へおいで下さい。
※同プロジェクトホームページで
は、プロジェクトの概要やまちづく
り通信などを掲載しています。
日２月１７日㈮午後７時から、１８日㈯、
午後１時から、午後６時から（各回と
も同一内容）
場セミナープラス南町田２階大研修
室（鶴間３－１０－２）
内商業施設・駅施設の建築計画、鶴間
公園・南北自由通路の施設計画、各種
工事の進め方等の説明
定各１８０人程度（先着順）
問都市政策課☎７２４・４２４８

新規

広報まちだは毎月１日号・１５日
覧ができない方
号の月２回発行しています。新聞
申住所・氏名（ふりがな）
・電話番号
メール
への折り込みや、市内の公共施設
・広報紙無料配布希望・希望理由
や鉄道駅、
郵便局、ファミリーマー （新聞をとっていない、等）を明記
トなどの拠点で配布しています。
し、２月28日まで（必着）にハガキ
HP
４月１日号からは、対象の方で申
で町田市シルバー人材センター
し込みいただいた方にポスト投函 （〒194-0022、森野1-1-15、わく
による無料配布を行います。なお、 わくプラザ町田内）へ。
市内在住で高齢などの理由により
※発行日から２日以内の配布とな
TV
既に無料配布を行っている方は、
ります。
だ
今回は改めてお申し込みいただく まち※配布期間は翌年３月までです。
１
必要はありません。
年ごとに更新の確認を行います。
便利帳
対市内在住で新聞をとっていな
※3月1日以降の受付分の配布開
い、またはお近くに広報紙配布の メール
始日は、受付後に連絡します。
拠点がなく、ホームページでの閲

問 問い合わせ

概

要

担当課

音声認識技術によ
るコミュニケーシ
ョン支援システム

聴覚障がい者や多言語に対応したコ
ミュニケーションを、モバイル端末
やパソコンを使って行う

情報システム課
☎724・4432

中小企業融資シス
テム

町田市中小企業融資制度を利用する
中小企業への融資情報の管理と補助
金計算などを行う

産業観光課
☎724・3296

子ども・子育て支
援システム

園児・児童の情報や利用状況の管理、
料金収納などを効率的に行うことで
保育サービスや学童保育サービスの
提供をサポートする

児童青少年課
☎724・2182
保育・幼稚園課
☎724・2137

コンビニエンスス
トアにおける証明
書等の自動交付シ
ステム

マイナンバーカードや住基カードを
利用して、コンビニエンスストアの
マルチコピー機で住民票の写しなど
の諸証明書の発行を受ける

市民課
☎724・2123

人事給与システム

市職員の人事、給与、福利厚生にかか
る情報を管理する

職員課
☎724・2199

東京電子自治体共
同運営電子申請サ
ービス

東京都及び都内各市町村などへの申
請・届出をインターネットを利用し
て行う

情報システム課
☎724・4432

東京電子自治体共
同運営電子調達サ
ービス

都内各区市町村などが実施する入札
情報の入手、入札参加資格審査申請、 契約課
電子入札をインターネットを利用し ☎724・2523
て行う

パソコン版・スマートフォン版・モバイル版があります
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町田市イベントダイヤル ☎042・724・5656（電話受付時間＝午前7時〜午後7時）番号間違いにご注意下さい

お知らせ
音訳版、点訳版、ＳＰコード版を配布
します

障がい者サービスガイドブック

障がい福祉サービスや障がいに関
わる制度などの情報を掲載している
「障がい者サービスガイドブック
２０１６
（改訂版）
」
の音訳版・点訳版・Ｓ
Ｐコード版を１月から希望者に配布
しています。
申直接、電話またはＦＡＸで障がい福
祉課（市庁舎１階、☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３）
へ。
※各地域の障がい者支援センターへ
おいでいただいた場合、後日郵送で
のお渡しとなります。

手話通訳者登録試験
対市内在住、
在勤、
在学の聴覚障がい
者福祉に熱意があり、２０１７年４月１

日現在満２０歳以上の方（試験の対象
レベルは、おおむね手話学習経験４
年以上）
日３月５日㈰午前９時３０分から
場市庁舎
申所定の申込書（障がい福祉課〔市庁
舎１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、２月
２３日まで（必着）に直接または郵送
で障がい福祉課へ。
問障がい福祉課☎７２４・２１３６
届いていない方はご連絡を

就 学・ 入 学 通 知 書

今年４月に小・中学校に入学する
お子さん（小学校＝２０１０年４月２日
～２０１１年４月１日生まれ、中学校＝
２００４年４月２日～２００５年４月１日生
まれ）の保護者の方へ、就学通知書
（新小学１年生）
・入学通知書（新中学
１年生）を、１月下旬にお送りしまし
た。まだ届いていない方は、学務課へ
ご連絡下さい。
外国籍の方で、町田市立小学校に

町田に静かで安全な空を返せ！

第四次厚木基地騒音訴訟判決～市長コメント
２０１６年１２月８日に最高裁判所
で言い渡された「第四次厚木基地
騒音訴訟」
の判決では、自衛隊機の
飛行差し止め及び将来分の騒音被
害に対する賠償請求が認められな
かったと聞いています。
町田市上空を飛行する航空機の
騒音により、多くの市民が耐え難
い苦痛を強いられています。今回
このような判決が出たものの、市
民の生活に多大な影響を及ぼして
いる航空機騒音の問題を国は重く

受け止め、航空機騒音の軽減に向
けた取り組みを積極的に行ってほ
しいと思います。
市では、航空機騒音の軽減に向
け、夜間・早朝の飛行訓練の禁止、
市街地上空での低空飛行・旋回飛
行の禁止、２０１７年頃に実施する
とされている米空母艦載機移駐の
着実な実施を、国と米軍に要請し
ており、今後も粘り強く要請活動
を続けていきます。
問企画政策課☎７２４・２１０３

２０１６年１０月～１２月の航空機騒音測定結果（速報値）
問環境保全課☎724・2711
騒音発生回数（回）
月間最高
測定月 ７０～７９ ８０～８９ ９０～９９ １００ｄＢ
（ｄＢ）
合 計 音
ｄＢ
ｄＢ
ｄＢ
以上
１０月
５４
４
０
０
５８
８２.５
本町田東小学校
１１月
９７
４５
２
０
１４４
９３.３
１２月
２２２
１５３
２３
１
３９９
１０１.２
１０月
２３４
９
０
０
２４３
８３.６
小山小学校
１１月
３１６
４２
１
０
３５９
９０.２
１２月
３０８
７７
１
０
３８６
９０.８
１０月
７９
８
０
０
８７
８４.０
町田第五小学校
１１月
１１１
３５
１
０
１４７
９２.４
１２月
３２０
１２８
２４
３
４７５
１０１.５
１０月
９４
７
０
０
１０１
８９.１
忠生第三小学校
１１月
１１３
５５
２７
０
１９５
９４.４
１２月
１８６
１５２
５２
０
３９０
９６.８
１０月
４５
２
０
０
４７
８３.２
南中学校
１１月
９０
６８
１
０
１５９
９１.３
１２月
１８１
２１８
２３
１
４２３
１０６.７
※発生回数は、７０ｄＢ
（デシベル）以上の騒音が５秒以上継続した回数です／音の目安は、
７０ｄＢ…新幹線の車内、８０ｄＢ…航空機の機内、９０ｄＢ…パチンコ店内、１００ｄＢ…電車
通過時のガード下の最大値
測定場所

２０１６年１０月～１２月の航空機騒音苦情受付件数
問市役所代表☎722・3111、企画政策課☎724・2103
市では、具体的な被害状況を把握
するため、苦情をお受けする際に、お
住まいの町名、騒音の発生時間をお
聞きしています。
１０月～１２月に頂いた
苦情の件数は右下表のとおりです。
米空母ロナルド・レーガンは、１１
月２１日に横須賀港に入港しました。
空母の入出港時や入港中は、米軍機
の飛行が特に多くなる傾向がありま
す。そのため、１１月、１２月は米軍機

による騒音が多発し、多くの苦情が
市に寄せられました。
皆さんから頂いた苦情は、国や米
軍へ伝えるほか、要請の際の資料と
して活用しています。苦情は企画政
策課、環境保全課で電話受付してい
るほか、メール（遍ｍ
月
件 数
ｃｉｔｙ４７０＠ｃｉｔｙ.ｍａｃ 10月 34件
ｈｉｄａ.ｔｏｋｙｏ.ｊｐ）でも 11月 96件
受け付けています。 12月 230件

就学を希望する方は、学務課で手続
きをして下さい。
なお、国立・都立・私立の小・中学校
に入学する方は、入学承諾書等の原
本を直接または郵送で、学務課（市庁
舎１０階、〒１９４－８５２０、森野２－２
－２２）、または各市民センター、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
ンターへ提出して下さい。
問学務課☎７２４・２１７６

浄化槽の清掃はお済みですか？
【浄化槽清掃事業補助委任状の有効
期限は３月末です】
市では、下水道未供用及び供用開
始 日 か ら１年 以 内 の 地 域 の 対 象 者
に、
「浄化槽清掃事業補助委任状」を
発行し、浄化槽清掃の費用の一部を
補助しています。
清掃は、溜まった汚泥を引き抜く
ほか、内部機器の故障・漏水などを発
見する意味もあります。使用頻度が
低く汚泥が溜まっていなくても、年
１回の清掃が必要です。補助委任状
の有効期限は３月３１日までです。
問下水道整備課☎７２４・４３０６
た

望」と明記して下さい。
【銀行による送金】
振込手数料が別途かかる場合があ
ります。
口座番号三井住友銀行すずらん支店
（普）２７８７５３７、三菱東京ＵＦＪ銀行
やまびこ支店（普）２１０５５２８、みず
ほ銀行クヌギ支店（普）０６２０３３２
口座名義日本赤十字社（３行共通）
※受領証発行希望の方は、氏名（受領
証の宛名）
・住所・電話番号・寄付日・
寄付額・振込金融機関名と支店名を
日本赤十字社パートナーシップ推進
部へご連絡下さい。
問日本赤十字社パートナーシップ推
進部☎０３・３４３７・７０８１、町田市福
祉総務課☎７２４・２５３７
高等学校・高等専門学校進学を目指
す皆さんへ

２０１７年 度 町 田 市 奨 学
資 金 ～ 奨 学 生 募 集

対次のすべてに該当する方 ①
２０１６年４月１日から引き続き市内に
住所を有する保護者の子どもである
②東京都内または神奈川県内に所在
する高等学校または高等専門学校に
進学を希望している③成績優秀であ
ご協力下さい
る④経済的理由により修学が困難で
新 潟 県 糸 魚 川 市
ある⑤同種の奨学金を他から支給ま
大 規 模 火 災 義 援 金
たは貸与されていない
内４月から正規の修業期間内に月額
日本赤十字社では、
「平成２８年新
８７００円以内を支給
潟県糸魚川市大規模火災義援金」を
定４月に新１年生になる方５０人以内
３月３１日まで受け付けています。
（選考有り）
○日本赤十字社本社への送金
【ゆうちょ銀行での振替による送金】 申申請書（各市立中学校、学務課に有
り、町田市ホームページでダウンロ
窓口での取り扱いの場合、振替手
ードも可）に記入し、必要書類を添え
数料は無料です。
て、
２月１０日～３月１０日に町田市立中
口座番号００１３０－７－６０２７２６
学校在学中の方は各中学校へ、それ
加入者名日赤平成２８年新潟県糸魚
以外の方は学務課（市庁舎１０階）へ。
川市大規模火災義援金
問学務課☎７２４・２１７６
※受領証発行希望の方は「受領証希
はい かい

徘徊高齢者探索サービス

問高齢者福祉課
☎７２４・２１４０

【貸与機器の小型化について】
市では、ＧＰＳ（全地球測位システム）による位置情報
端末機器を貸与していますが、より持ち運びがしやす
い小型機器の貸与も始めました（縦４５.５ミリ×横３８.５
ミリ×厚さ１１.８５ミリ、重さ３０グラム程度）。
※詳細は町田市ホームページをご覧下さい。
対市内に住所を有するおおむね６５ 費４００円／月（税別）
歳以上の在宅生活者で、認知症等に 申お住まいの地域を担当する各高齢
よる徘徊行動のある方
者支援センターへ。

中学生人権作文コンテストで表彰されました

問福祉総務課☎７２４・２１３３
２０１６年度全国中学生人権作文コンテストが行われ、町田市では１６校
の中学校から２２４６編の応募がありました。
都大会では、市内の中学生６人が作文委員会賞を受賞しました。また、
多摩西地区大会でも５人が多摩西人権擁護委員協議会長賞を受賞するな
ど、優秀な成績を収めました。
その功績を称え、石阪市長から受賞者全員に優秀賞が授与されました。
受賞者は、次の皆さんです。
（敬称略、カッコ内は中学校名）
【作文委員会賞（都大会）】
岡田愛海（南成瀬中）、入江
遥斗（鶴川中）、平本花菜（薬
師中）、橋本朔弥（真光寺
中）、桒原周子（忠生中）、飯
田岬（忠生中）
【多摩西人権擁護委員協議
会長賞（多摩西地区大会）】
原山瑠奈（南中）、長村瑠美（つくし野中）、宮下夏衣（鶴川中）、中村萌恵（山
崎中）、薄井夏奈（小山田中）

建築基準法の敷地面積の最低限度の取り扱い基準を作成しました。詳細はお問い合わせ下さい。問建築開発審査課☎724・4413

イベント申込システム

コード マークのあるイベントは町田市ホームページから申し込めます

お知らせ
市立室内プールのお知らせ

埼玉県農業技術研究センター・古
谷益朗氏が、相原方面で被害が拡大
しているイノシシ被害を中心に被害
防止に対する講演を行います。
対市内農業従事者
日２月２１日㈫午後１時３０分～３時３０
分
場堺市民センター
※公共交通機関をご利用下さい。
定１００人（申し込み順）
申２月１日正午～１５日にイベントダ
イヤル
（☎７２４・５６５６コード１７０２０１
Ａ）へ。
問農業振興課☎７２４・２１６６

第１７回町田市マスターズ水泳競
技大会のため、２月１９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
認 定 農 業 者 募 集
ます】
高水位時に、５０ｍプールの１コー
認定農業者制度とは、農業経営基
スをスタート専用の練習コースとし
盤強化促進法に基づき、意欲ある農
て開放します。
業者が自らの経営を改善するために
対２０歳以上の方
作成した「農業経営改善計画」
（５年
日２月１８日㈯午後６時１０分～８時
後の経営目標）を市が認定し、その計
場５０ｍプール採暖室側１コース分
画達成に向けた取り組みを関係機関
費施設利用料
・団体が支援する仕組みです。
申直接スタート専用コース前で受け
認定農業者に認定されると、
「機械
付け。
・施設への投資の補助」や「農地の規
※プールの満水状況により、開放時
模拡大」が優先されます。
間が変更となる場合があります。
対市内の農業経営者
※飛び込みには危険が伴いますの
申３月３日までに電話で農業振興課
で、
誓約書にご署名をお願いします。 （☎７２４・２１６６）へ。
問市立室内プール☎７９２・７７６１
大地沢青少年センター

東京都獣害防止対策
支 援 事 業 講 習 会

市では、野生獣による農作物への
被害が多発しています。そこで、都主
催による獣害防止対策支援事業講習
会を開催します。

村野常右衛門生家は
工事のため見学できません
野津田公園内の町田市指定有形
文化財村野常右衛門生家は、耐震
補強を含む保存修理工事を実施し
ます。工事期間中（１１月まで〔予
定〕
）
は見学できません。
問生涯学習総務課☎７２４・２５５４

振り込め
詐欺等の

８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２月４日午前８時３０分から電話で
同センター（☎７８２・３８００）へ。
※初日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選、午後１時以降は申し
込み順に受け付けます。
町田市自然休暇村

せせらぎの里

８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

特殊詐欺にご注意下さい
問防災安全課☎７２４・２１０７

２０１６年の市内の犯罪認知件数は
３４０３件（２０１５年３３８６件）と、前年
より増加しています。
特に増加した振り込め詐欺等の特
殊詐欺は約６０件、被害額は約２億円
でした。
市役所の職員を名乗り、還付金等
の手続きのためＡＴＭを操作させる
などの手口も発生しています。また、
年金支給日に狙われやすいと言われ
ています。
市では、振り込め詐欺等の防止に
関する防災行政無線を使用した啓発

町田市民
ホール

放送を、２月１５日午後０時４０分に実
施します。犯罪被害防止のため、市民
の皆さんのご理解ご協力をお願いし
ます。
また、被害を防止するため犯罪被
害に関するメール配信も行っていま
す。登録して被害に遭わないように
しましょう。ご家族
や近隣の方からも、
高齢者の方に振り込
め詐欺等に注意する
よう、声かけをお願
メール配信の登録
いします。
はこちらから

特殊詐欺根絶イベントin町田

町田市から特殊詐欺の被害をな
くすため、
警視庁・東京都と協力し
て特殊詐欺を根絶するためのイベ
ントを実施します。
※直接会場へおいで下さい。
日２月１２日 ㈰ 午 後１時３０分 開 演
（開場は午後１時）

場町田市民ホール
内ＮＨＫ「おかあさんといっしょ」
第１０代目体操のお兄さん・佐藤弘
道氏によるトークショー、警視庁
音楽隊カラーガード（ＭＥＣ）の演
奏、振り込め詐欺被害防止講演等
定８００人（先着順）

「特殊詐欺」とは、不特定の人に対して、電話やメール等を使い行う詐欺。
振り込め詐欺
の他、金融商品等取引、ギャンブル必勝情報提供などさまざまな詐欺がある。

イベシス

検索

抽選です。詳細は、今後の本紙等でお
知らせします。
申２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）。

催し・講座
チ ャ レ ン ジ ド・ バ ン ド
ミュージック・フェスタ
音楽や楽器を演奏することが好き
な、障がいのある子どもたちを中心
とした、バリアフリーのミュージッ
クイベントです。
※詳細は同フェスタホームページを
ご覧下さい。
※直接会場へおいで下さい。
日２月２５日㈯午後１時３０分～４時３０
分
場和光大学ポプリホール鶴川
問同フェスタ実行委員会☎返７１０・
２８２６、町田市障がい福祉課☎７２４・
２１４７

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、各高齢者支援センターへ
お問い合わせ下さい。
【①歳をとるってどういうこと？】
日２月２６日㈰午後２時～４時
場ふれあい桜館
定３０人（申し込み順）
【②認知症の人の気持ち 家族の気
持ち】
日２月２８日㈫午後２時～３時３０分
場木曽山崎コミュニティセンター
内臨床心理士の講義、参加者交流
定２０人（申し込み順）
◇
申電話で①忠生第１高齢者支援セン
ター（☎７９７・８０３２）へ②忠生第２高
齢者支援センター（☎７９２・１１０５）
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へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

市

民

公

開

講

座

町田市薬剤師会との共催です。
※要約筆記があります。
日３月４日㈯午後２時～４時
場国際版画美術館
内すべて語ります「脳卒中の予防か
ら治療まで」、医師・作業療法士・薬剤
師によるパネルディスカッション
講日本医科大学多摩永山病院脳神経
内科部長・長尾毅彦医師
定１６０人（申し込み順）
申２月３日正午～２８日にイベントダ
イ ヤ ル（ ☎ ７ ２ ４・５ ６ ５ ６ コ ー ド
１７０２０３Ａ）へ。
問保健総務課☎７２２・６７２８

生 涯 学 習 セ ン タ ー
【①学生活動報告会
「ガクマチＥＸＰＯ」
】
主に町田・相模原地域で地域おこ
し、まちおこしの活動をしている学
生団体が地域で活動する市民や団体
に向けてＰＲや情報交換を行うイベ
ントです。
日２月１２日㈰午後１時～４時
場同センター７階ホール
内パネルディスカッション、
ＰＲブース
での
「ポスターブースセッション」
等
【②忠生図書館共催「絵本の読み聞か
せ講座～小学校での読み聞かせを楽
しむために」】
対市内小学校で、読み聞かせをして
いる、またはする予定の保護者
日３月１０日㈮午前１０時～正午
場忠生図書館
内絵本の読み聞かせについて、実際
に体験しながら学ぶ、本の選び方、図
書館の活用法
定１５人（忠生地区在住の方優先のう
え、抽選）
◇
申①直接会場へ②２月１日午前９時～
１４日午後５時に電話で同センターへ
（保育希望者〔１歳以上３歳未満の幼
児、１０人〕は併せて申し込みを）。
問同センタ－☎７２８・００７１

３月１１日はライトダウンにご協力を
ばん

そう

こう

まちだ・さがみはら絆・創・光
東日本大震災から６年が経とうとしています。
市では、３月１１日に向けて、市民や事業者の皆さんとともに小まめな
消灯など省エネ活動を行い、
「地球温暖化防止」や「光害」についての意
識を高めます。
【３月１１日は一斉消灯にご協力下さい】
相模原市と連携して、市内全域で一斉にライトダウン（消灯）を実施
します。
生活や事業活動に支障のない範囲で、
消灯にご協力をお願いし
ます。
日３月１１日㈯午後７時～８時
関連イベント 
【まちだ・さがみはら絆・創・光×JAXA 相模原会場】
講演や星空観望会、プラネタリウム番組「星空とともに」などを通し
て、宇宙目線での地球環境保全について考えます。
対町田・相模原市に在住、在勤、在学 申３月１０日までに電話で相模
の方（中学生以下は保護者同伴）
原市コールセンター（☎７７０・
日３月１１日㈯午後５時～８時
７７７７、受付時間＝午前８時～午
場相模原市立博物館
後９時）へ。
講（国研）宇宙航空研究開発機構宇宙 ※町田市での関連イベントの詳
科学研究所宇宙機応用工学研究系准 細は、今後の本紙や町田市ホー
教授・曽根理嗣氏
ムページでお知らせします。
定８０人（申し込み順）
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１
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催し・講座
認知症サポーター養成講座
【認知症の方の気持ちを共有する機
会をつくってみませんか？】
認知症の基礎知識や対応方法を学
びます。
講座終了後に、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２月１５日㈬午前１０時～１１時３０分
場忠生市民センター
定３０人
（申し込み順）
申２月１０日までに忠生第１高齢者支
援センター
（☎７９７・８０３２）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

消費生活センター
【学習会～子育てママ・パパのための
お片付け術】
子どもにお片付けの習慣をつける
コツもお話しします。
日３月２日㈭午前１０時～正午
講整理収納アドバイザー・伊藤朋美
氏
定４０人
（申し込み順）
申２月３日正午～２７日にイベントダ
イヤル
（☎７２４・５６５６コード１７０２０３
Ｂ）
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。
【くらしに役立つ料理教室～地産地
消！ まち☆ベジでランチ作り】
町田産の採れたて新鮮野菜でラン
チを作りませんか？
日３月３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
・池田真美氏
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・在学の方
はその旨を明記し、２月１７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２４日までに抽選結果が届かな
い場合は、同センターへお問い合わ
せ下さい。
◇

イベント申込システム 町田市イベントダイヤル

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

男女平等推進センター
【①登録団体企画講座～世界から見
た日本の男女平等】
世界から見た日本の男女平等の現
状と、改善すべき点について解説し
ていただき、これからの日本社会の
あり方を考えてみましょう。
日２月１８日㈯午後２時～４時
講（特）ｍネット・民法改正情報ネッ
トワーク理事長 坂本洋子氏
【②いつまでも輝く女性でいるため
に～更年期ゆらぎ世代の心とからだ
の変化を知る】
対４０歳以上の女性
日３月２日㈭午前１０時～正午
内更年期の基礎知識、健康の源であ
る食事ケアの秘訣や日常の運動習慣
について
講（特）ＨＡＰ理事長・宮原富士子氏
【③講演会～防ごう！ 子どもへの性
的暴力】
日３月４日㈯午後２時～４時
講千葉大学法科大学院教授・後藤弘
子氏
◇
場町田市民フォーラム
定①③各４０人②２８人（いずれも申
し込み順）
申２月２日正午から①２月１５日まで
②２月２２日まで③２月２８日までにイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６①コ
ード１７０２０２Ｃ②コード１７０２０２Ｅ
③コード１７０２０２Ｄ）へ。保育希望者
（１歳６か月以上の未就学児）は①２月
９日まで②③２月２２日までに併せて
申し込みを。
問同センター☎７２３・２９０８
ひ

けつ

男女平等推進センター
【①女性のための再就職支援セミナ
ー～忙しい朝におススメ！ 時短メイ
クのポイント】
再就職に向けて、好印象を残せる
メイクの仕方を学べます。
対再就職を考えている女性
日３月７日㈫午前１０時～午後０時３０
分
講印象管理メイク講師・森秀美氏
定１６人（申し込み順）
【②更年期に負けない。色の力を借り
て気分をアップ！ ～春をもっと楽し
むカラーセミナー】
自分に似合う色（パーソナルカラ

リサイクル広場ｉｎ町田シバヒロ
家庭で不用となった対象品目（陶磁器・ガラス食器、フライパンなどの
家庭金物、
ビデオテープ、廃食用油、ヨーグルト等の紙容器、洗剤の計量ス
プーン、
ペットボトルのフタ、パン袋の留め具、インクカートリッジ、小型
家電）
を無料で持ち込むことができます。
小型家電は、通常３０㎝×１５㎝の投入口に入るものを回収していますが、
今回はモデル回収として、町田市指定収集袋に入る大きさまでの家電製品、
パソコン、
携帯電話も対象です
（テレビ、
冷蔵庫、
洗濯機、
エアコンを除く）
。
その他、燃料電池自動車ＭＩＲＡＩ・電気自
動車ＬＥＡＦ・スケルトン収集車“みえるく
ん”の展示や、剪定枝資源化センターで作
られた剪定枝たい肥の販売も行います。
※直接会場へおいで下さい。
日２月４日㈯午前１０時～午後２時
場町田シバヒロ
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
燃料電池自動車ＭＩＲＡＩ
せん てい

５分でわかる町田のストーリー

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＝インターネットで24時間申し込みができます。

ー）を学び、ドレーピング（色の布で
似合う色の簡易診断）を体験します。
対４０歳以上の女性
日３月８日㈬午後１時～４時
講（一社）日本カラーコーディネータ
ー協会認定講師・田中菜々子氏
定１５人（申し込み順）
◇
場町田市民フォーラム
申２月３日正午から①２月２７日まで
②２月２８日までにイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６①コード１７０２０３D
②コード１７０２０３C）へ。保育希望者
（１歳６か月以上の未就学児、いずれ
も申し込み順に５人）は併せて申し
込みを。
問同センター☎７２３・２９０８
野田宇太郎

関

連

散歩の愉しみ展

イ

ベ

ン

ト

【講演会「散歩の達人・野田宇太郎～
〈雑誌〉が繋ぐ文芸ネットワーク」】
日３月１１日㈯午後２時～４時
場町田市民文学館
内野田宇太郎の雑誌編集者時代の仕
事を紹介し、作家や画家との交友に
ついて語る
講近代文学研究者・山田俊幸氏
定６０人（申し込み順）
申２月２日正午～３月８日にイベントダ
イヤル
（☎７２４・５６５６コード１７０２０２
Ｂ）
へ。
問同館☎７３９・３４２０

「写真で見る忠生遺跡」展
市内最大で関東でも有数の規模で
ある忠生遺跡は、縄文時代を中心と
した旧石器時代～江戸時代の遺跡で
す。
本遺跡展は、遺跡のあった木曽西
二丁目と根岸町での発掘調査時の写
真や図解によるパネル展示です。現
在の土地の下に、かつてどのような
遺跡があったのかをご覧下さい。
※直接会場へおいで下さい。
日２月７日㈫～２６日㈰、午前１０時～
午後４時（９日、１３日、２０日を除く）
場忠生図書館内多目的室
【発掘調査担当学芸員によるギャラ
リートーク】
展示解説に加えて、実物の縄文土
器を持って写真撮影ができます。

※直接会場へおいで下さい。
日２月１１日㈷、１８日㈯、２５日㈯、い
ずれも午後２時～３時３０分
問会場について＝忠生図書館☎７９２
・３４５０、展示内容について＝生涯学
習総務課☎７２４・２５５４

発掘中の忠生遺跡

町 田 市 民 文 学 館
【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２月１６日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「野田宇
太郎」／おはなし＝「くさいろのマフ
ラー」
（後藤竜二作）、
「セツ ブーン」
（日本の昔話）、
「イグサのかさ」
（イギ
リスの昔話）
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、２月１日午前９
時から電話で同館へ。
【保育付き実技講座～演劇メソッド
で磨く日常生活の会話術】
対全回参加できる方（初受講者優先）
日３月２日、１６日、いずれも木曜日午
後１時３０分～３時３０分、全２回
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は、２月２３日午後
１時３０分からの保育面談へ参加して
下さい。
内コミュニケーション能力向上のた
めの講義と実技
講舞台演出家・池田練悟氏
定１６人（申し込み順）
申２月１日午前９時から電話で同館
へ。
◇
問同館☎７３９・３４２０

まちづくりってこんなにオモシロイ！

未来のまちを自分で作る！講演会を開催します
地域力・市民力がアップする講
演会です。
日２月１８日㈯午後１時～３時３０分
場町田市文化交流センター
内まちづくりの魅力を、事例をふ
まえながら楽しく学ぶ
講東北芸術工科大学教授・山崎亮
氏

定１００人（申し込み順）
申住所・氏名（ふりがな）
・電話番号
・年齢・性別・所属団体名・Ｅメール
アドレスを明記し、２月８日までに
ＦＡＸまたはＥメールで（特）市民プ
ロデュース（返７９４・７９３４遍ｓｈｉｍ
ｉｎｐｒｏｄｕｃｅ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ）へ。
問市民協働推進課☎７２４・４３５８

地産地ＳＨＯＷコンサート 声楽で贈る午後のひと時
市内在住のソプラノ歌手・
黒田なるみさんによる独唱＆
声楽アンサンブルです。ピア
ノ演奏は伊藤眞祐子さんです。
※直接会場へおいで下さい。
日２月１７日㈮正午～午後０時
５０分（午前１１時４５分開場）

2月1日～28日
「地域で元気にいきいき暮らす」

場市庁舎３階アトリウム
ゲスト声楽カルテットＥｕｒｅｋａ（エウレ
カ）
曲目モーツァルト「踊れ、喜べ、汝幸いな
る魂よ」、ロウ「踊り明かそう」 他（予定）
定７６席（先着順、立ち見スペース有り）
問文化振興課☎７２４・２１８４

ケーブルテレビ、町田市ホームページで放送中 ! まちテレ

検索

凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

催し・講座
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特別講座 薬・健康市民講座～高
齢化社会の健康サポート 暮らしに

講 講師

イベントカレンダー

費 費用

申 申し込み

生かす薬局活用術】
日３月５日㈰午前１０時３０分～正午
内在宅医療やセルフメディケーショ
ン等の解説、薬局の活用法
講相模原市薬剤師会会員・荒木理江
氏
定５０人（申し込み順）
【②こころを満たす！ コミュニティ
サロンを作ろう】
コミュニティサロン運営の実例を
紹介し、今、必要とされるコミュニテ
ィサロンは何かを考えます。
日３月１５日㈬午後１時３０分～３時
講
（特）相模原エスティアート代表理

子どものイベントカレンダー
●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２年生は保護者同伴）
＝２月１８日㈯午後１時～２時３０分、
市内在住、在学の方＝２月１８日㈯午
後３時～４時３０分内電動糸のこ盤を
使ってパズル等組み木のおもちゃ作
り定各１０人（申し込み順）費３００円
（糸のこ１台につき）
【③たきび あそび よろこび】
対市内在住、在学の小学３～６年生日
２月２６日㈰午前１０時～午後３時３０
分内野焼きでの土鈴作り定２０人（申
し込み順）
費３００円
◇
申①直接会場へ②③２月１日午前１０

定 定員

市HP 町田市ホームページ

事・蛯原惠子氏
定２５人（抽選）
費１０００円
【③「わたし」のストレス対処法～“こ
ころ”と“からだ”の両面からストレ
ス対処を考える】
ストレスの受け止め方や対処法を
その人の「癖」と捉え、こころとから
だの両面から、その「癖」について考
えます。
日３月２０日㈷午後１時３０分～３時
講北里大学健康管理センター講師・
石塚昌保氏
定５０人（抽選）
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費７００円

◇
場①相模女子大学（相模原市）②③ユ
ニコムプラザさがみはら（相模原市）
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①３月３日まで②③２月２０
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（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

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。

時から電話でひなた村へ問ひなた村
しいたけのほだ木作りとその駒打
可）
ち、竹細工を通して里山暮らしを学
◇
☎７２２・５７３６
ぶ講大戸源流森の会定３０人（申し込
場大地沢青少年センター／相原駅西
●町田市民文学館
口～同センター間の送迎バスを運行
いずれも直接会場へおいで下さい。 み順）費１人６００円申２月１５日午前９
！
時から電話で同センターへ
します問同センター☎７８２・３８００
【ことばであそぼう ３、４歳児あつ
【春の子どもキャンプ】
まれ！ 】
●生涯学習センター～親と子のまな
キャビンに宿泊し、野外炊事や自
びのひろば「きしゃポッポ＠鶴川」
対３・４歳児とその保護者日２月１１日
然散策をします対市内在住、在学の
お母さん同士で子育ての情報を共
㈷午前１０時３０分～１１時４０分場同
小学４～６年生日３月１８日㈯午前８時
有したり、赤ちゃんとの遊びを見つ
館２階大会議室内絵本、紙芝居、わら
３０分～１９日㈰午後４時、１泊２日定
けられます対市内在住の０・１歳児と
べうた、ことば遊び、童謡等上演桃の
４０人（抽選）費２０００円申ハガキに住
その保護者、妊婦の方日２月２８日㈫
木工房
所・氏名（ふりがな）
・電話番号・性別
午後２時～４時場鶴川市民センター
【２歳児あつまれ！ おはなしと絵本
・学年・送迎バスの利用の有無を明
定１８組（申し込み順）申２月２日午前
のへや】
記し、２月２４日まで（必着）に同セン
９時から電話で同センター（☎７２８・
対２歳児とその保護者日２月２３日㈭
ター（〒１９４－０２１１、相原町５３０７
午前１０時３０分～１１時３０分場同館３
００７１）へ
－２）へ（グループ単位で申し込みも
階第６会議室内絵本、わらべうた遊
び、見立て遊び、親子で読書等
子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）
◇
問同館☎７３９・３４２０
子育てひろばの催しは、各保育園や
町田市メール配
●大地沢青少年センター
公共施設等で配布する「子育てひろば
信サービス（ほ
【森林体験塾Ⅲ～しいたけのほだ木
っとメールまち
カレンダー」でご案内しています。
作りと木工作】
だ）で子育て情
市HP 子育てひろばカレンダー 検索
対市内在住、在学の小・中学生の親子
報を配信中!
問子育て推進課☎724・4468
日２月２６日㈰午前１０時～午後３時内
詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、
各ホームページをご覧下さい。

●市立室内プール～幼児運
お持ちの方は５０円）申参加当日の午
動スクール３期
前８時３０分から電話で同公園へ問同
対３～６歳の未就学児日２月
公園☎７３７・３４２０
１０日～３月２４日の金曜日（３月３日
●成瀬クリーンセンターテ
を除く）
、午後３時３０分～４時３０分、
ニスコート～テニススクー
全６回定２０人（抽選）費４８００円申往
ル受講者募集
復ハガキに必要事項を記入し、２月５
対市内在住、在勤、在学の４歳以上の
日まで
（必着）
に同プールへ問同プー
方／詳細は、同センターテニスコー
ル☎７９２・７７６１
トホームページを参照（無料体験レ
ッスンも有り）問同センターテニス
●野津田公園～元五輪選手
コート☎７２７・１３５０
が教えるキッズ陸上競技教室
対市内在住、在学の新小学
●町田市民ホール・和光大
１～６年 生日４月３日 ～２０１８年３月
学ポプリホール鶴川からの
２６日の月曜日
（祝休日、５月１日、８月
お知らせ
１４日、１２月～２０１８年２月を除く）、
下記以外の公演情報は、２月５日発
４～９月＝午後４時１５分～５時４５分、
行のコンサートガイドＶｏｌ．８９をご
１０・１１・３月＝午後４時～５時３０分、 覧下さい。
全３４回定８０人（抽選）費１回５００円
【藤澤ノリマサ ＳＰＲＩＮＧ ＣＯＮCＥ
（シリーズごとに支払い）
申往復ハガ
ＲＴ ２０１７】
キに必要事項を記入し、２月２８日ま
対４歳以上の方日５月２０日㈯午後５
で
（消印有効）
に同公園へ問同公園管
時３０分 開 演場 町 田 市 民 ホ ー ル費
理事務所☎７３６・３１３１
６５００円（全席指定）申２月１４日午前
８時３０分から電話で町田市民ホール
●小野路公園～ショートプ
（☎７２８・４３００）へ（発売初日は電話
ログラム体操教室
対１５歳以上の方（中学生を
のみ受け付け、有料保育有り、要問い
除く）
日毎週月・金曜日、①午前１０時
合わせ）
３０分～１０時５５分②午前１１時～１１
【映画上映会「オケ老人！ 」】
時２５分③午後３時～３時２５分④午後
対６歳以上の方日４月２７日㈭午後１
３時３０分～３時５５分
（曜日、時間によ
時３０分開演場和光大学ポプリホー
り内容が異なる、
要問い合わせ）
定①
ル鶴川費７００円（全席自由）申発売
②各１２人③④各１６人（いずれも申
中。電話で町田市民ホール（☎７２８・
し込み順）費各１００円（障害者手帳を
４３００）へ

町田市メール配信サービス

問 問い合わせ

【第二十七回鶴川落語会】
対６歳以上の方日５月１３日㈯、昼の部
＝午後１時３０分開演、夜の部＝午後５
時３０分開演場和光大学ポプリホー
ル鶴川出演昼の部＝五街道雲助、春
風亭一朝、夜の部＝桃月庵白酒、春風
亭一之輔費前売り各３２００円、当日各
３５００円（全席指定）申２月８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）
●小野路宿里山交流館からのお知らせ
【①うどん作り教室】
小野路の郷土料理である「小野路
うどん」を作ります日２月１５日㈬午
前１０時３０分～正午定８人（申し込み
順）費１０００円（材料代）
【②しいたけ植菌体験】
原木にドリルで穴をあけて、しい
たけの植菌をします日２月２５日㈯、
２６日㈰、いずれも午前１０時～午後３
時（作業時間は１時間程度）定各１０組
（申し込み順、原則２人１組）／申し込
み時に希望時間を伝えて下さい費１
組２０００円（材料代、飲み物代）
【③北部丘陵エリアの歴史を学ぶツ
アー】
まちだ観光案内人のガイドのも
と、北部丘陵エリアの小山田、小野
路、野津田の歴史を学びます日３月２
日㈭午前９時～午後３時、集合はＪＲ横
浜線淵野辺駅改札前、解散は野津田

車庫バス停（小雨実施、荒天中止）定
２０人（申し込み順）費１５００円（保険
料、昼食代、資料代）
◇
申①２月１日②２月６日③２月７日、い
ずれも正午からイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６コード①１７０２０１Ｃ
②１７０２０６Ａ③１７０２０７Ａ）へ問同館
☎８６０・４８３５
●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２月５
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）内冬の野鳥を双眼鏡やフ
ィールドスコープを使って観察定
１５人（申し込み順）申２月２日午前９
時から電話で忠生がにやら自然館
（☎７９２・１３２６）へ
●野津田公園～自然観察教室・野鳥編
【雑木林や草地で冬鳥を観察しよう！】
対小学生以上の方（保護者同伴で未
就学児の参加も可）日２月２５日㈯午
前９時～正午場同公園講（公財）日本
野鳥の会会員・島津哲也氏定４０人
（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２月１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

防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 ! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス

検索
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催し・講座

イベント申込システム 町田市イベントダイヤル

まちだ市民セミナー

【映画上映会「いきたひ－家族で看取
る－」】
ご主人をお子さんと共に自宅で看
雑木林管理講習会（入門編）
取ったという長谷川監督の体験をベ
ースに、看取り士である柴田久美子
対両日参加できる方
さんの活動等をまとめたドキュメン
日３月８日㈬、９日㈭、いずれも午前
タリー映画です。
１０時～午後３時、
全２回
※町田市医師会との共催です。
場小野路公園
日３月５日㈰午後１時～４時１５分（予
内雑木林の保全・再生を安全で効率
定）
よく行うために必要となる基本的な
管理技術
（安全管理、道具の手入れ、 場町田市民フォーラム
内映画上映会と映画監督・長谷川裕
ロープワーク、刈払い機の使い方と
子氏による講演、公開討論
実習、
竹の伐採と整理方法、落ち葉清
定１８０人（申し込み順）
掃と堆肥置き場づくり等）を学ぶ
申２月１日正午～３月１日にイベント
講
（特）
いきいきまちだ
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コ ー ド
定１５人程度
（申し込み順）
申２月２０日までに電話で小野路公園
１７０２０１Ｂ）へ。
管理事務所
（☎７３７・３４２０）へ。
問保健総務課☎７２２・６７２８

大地沢青少年センター
【①青空アトリエ】
電動糸のこや、のこぎりなどを使
い、木やまゆ等で椅子やクラフトを
作ります（バレンタインデーをイメ
ージした特別プログラムを予定）。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日２月１２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、
何時からでも参加可）
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）
【②ピザ窯・薫製箱利用講習会】
石窯とドラム缶窯でピザを焼き、
薫製箱で基本的な薫製をして、その
利用について学びます。受講後は、ピ
ザ窯・薫製箱の個人利用が可能にな
ります。
対高校生以上の方
日２月１９日㈰午前１０時～午後３時
定２０人
（申し込み順）
費４００円
申２月１日午前９時から電話で同セン
ターへ。
◇
場同センター①研修棟②野外炊事場
問同センター☎７８２・３８００

栄

養

講

習

会

【血糖値・ＨｂＡ１ｃが気になり始めた
方の基礎講座】
対市内在住の１８～６４歳の方
日①２月２３日㈭午後１時１５分～４時
②３月１日㈬の約１時間（予約制）③３
月９日㈭午前９時４５分～午後３時４５
分、全３回
場健康福祉会館
内①血管年齢測定、医師講話、グルー
プワーク②保健師・栄養士との個別
相談③調理実習、歯科衛生士講話、健
康運動指導士講話・実技
定１８人（申し込み順）
申２月７日正午～１４日にイベントダ
イ ヤ ル（ ☎ ７ ２ ４・５ ６ ５ ６ コ ー ド
１７０２０７Ｂ）へ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

食

育

講

演

会

【レシピの女王が教える！ 簡単、おし
ゃれな幸せごはん】
日2月24日（金）午後2時～4時
場健康福祉会館
講日本テレビ系ヒルナンデス！ 初代
レシピの女王・成澤文子氏
定100人（申し込み順）
申2月2日正午～19日にイベントダ
イ ヤ ル（ ☎ 724・5656 コ ー ド

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＝インターネットで24時間申し込みができます。

170202Ａ）へ。保育希望者（１歳６か
月児～３歳児、申し込み順に８人）は
併せて申し込みを。
問保健予防課☎722・7996

場健康福祉会館
内保護者同士の交流、情報交換、手遊
び等
問保健予防課☎725・5127

ひきこもる若者と家族が動くとき

鶴見川源流保水の森植樹会

引きこもり状態にある若者や、そ
の親の気持ちを学びます。
対ニート・ひきこもり状態など、就労
に困難を抱えている若者の家族
日２月１８日、２５日、３月４日、いずれ
も 土 曜 日 午 前９時３０分 ～１１時３０
分、全３回（１回のみの参加も可）
場杜のホールはしもと（相模原市）
講さがみはら若者サポートステーシ
ョンスタッフ
定３０人（申し込み順）
申３月３日までに電話で同サポート
ステーション（☎７０３・３８６１）へ。
問保健予防課☎７２２・７６３６

苗を植えて、カブトムシの森を育
てませんか。
※中学生以下は保護者同伴でおいで
下さい。
日2月26日（日）午後1時～4時（小雨
実施、荒天時は小山田桜台集会所で
講話のみ実施）、集合は小山田バス停
内植樹体験、鶴見川源流保水の森の
散策(アップダウン有り)、慶應義塾
大学名誉教授・岸由二氏による講話
持ち物長袖・長ズボン、帽子、軍手、し
っかりした靴（長靴・軽登山靴）、雨具
定20人（申し込み順）
申参加者全員の住所・氏名（ふりが
な）
・電話番号・年齢・性別を明記し、
2月21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genryutour2016@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（特）同ネットワーク事務局☎798
・2693、町田市北部丘陵整備課☎
724・2164

家

族

セ

2日㈭

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

10時20分 木曽ほがらか公園横、10時30分 セルシオ 10時30分 町田荘→1時50
3日㈮ ヒルズすずかけ台→2時 鶴間風の子公園、2時10分 分 馬 場 児 童 公 園 前 →3時
南町田ハイタウン→3時10分 鶴間ガーデンセシア 20分 小山中央小学校前
6日㈪ 3時 ゆうき山公園
10時30分 上小山田町はな
10時10分 市立博物館前、10時20分 東玉川学園１丁
みずき公園→2時 小山市民
7日㈫ 目児童公園→1時50分 成瀬台公園→3時10分 玉川
センター横→3時20分 小
学園やすらぎ公園、南つくし野やなぎ公園
山ヶ丘小学校前
10時10分 三輪中央公園、10時20分 金井中央ふれ 10時30分 福音会→2時10
8日㈬ あい公園→1時50分 山王塚公園、2時 鶴川台緑の里 分 武蔵岡住宅→3時20分
公園→3時10分 金井森の丘公園、鶴川台丘の里公園 ゆくのき学園前
9日㈭

2時 本町田住宅給水塔前、鶴間三角公園→3時10分 2時 常 盤 団 地 →3時20分
日向台北公園、3時20分 鶴間公園
都営八幡平

ー

森

町田市郷土芸能まつり
直接会場へおいで下さい。
日２月１１日㈷午前１１時開演
場町田市民ホール
内獅子舞、お囃子、民謡等の郷土芸能
の披露
【同時開催～東京都地域資源発掘型
実証プログラム事業「町田市無形民
俗文化財体験プログラム】
同ホール２階ロビーで、午後１時～
１時３５分に開催します。
内獅子舞の演目披露（解説、英語同時
通訳付き）、お囃子の道具に触ってみ
よう、伝承芸能関連グッズの配布（ア
ンケート回答者先着２００人）
問郷土芸能まつりについて＝町田市
民ホール☎７２８・４３００、同時開催の
催しについて＝町田市観光コンベン
ション協会☎７２４・１９５１、町田市産
業観光課☎７２４・２１２８
は や し

そらまめの会
（多胎児の会）
母子健康手帳をお持ちのうえ、直
接会場へおいで下さい。
対双子・三つ子等の多胎児を育てて
いる方、出産予定の方やその家族
日2月27日（ 月 ）午 前10時 ～11時
（受け付け＝午前９時30分～10時）

を

つ

く

ろ

う

販売します

町 田 産 新 鮮 野 菜

いずれも直接会場へおいで下さい。
【日曜朝市】
認定農業者と名産品の店が参加
し、野菜や菓子等を販売します。
日２月５日㈰午前７時３０分～８時３０
分
場教育センター校庭
【市役所まち☆ベジ市】
市内の認定農業者が作った町田産
新鮮野菜の販売です。
日２月２０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

暮らしに関する相談

堺図書館☎774・2131

10時20分 鶴川さくら病院前、三輪第一住宅バス停前 10時20分 小 山 白 山 公 園
1日㈬ →1時50分 西田橋公園、2時 南つくし野なかむら公 →2時 小山田会館→3時10
園→3時10分 鶴間橋児童公園、
3時20分 天神原公園 分 谷戸クラブ

ナ

もり

移動図書館そよかぜ号
さるびあ図書館☎722・3768

ミ

予約制の相談は、電話で①～⑧市民相談室
（☎724・2102）
⑨八王子少年センター
（☎
へ。
042・679・1082）
⑫健康福祉会館
（☎725・5419）
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

8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
3日、
10日㈮
(人権侵害などの問題）
④国税相談

7日㈫

⑤不動産相談

14日㈫

⑥登記相談

2日㈭

⑦行政手続相談

9日㈭

電話予約制（随時）／午後1時30分～4時

電話予約制（次回分まで受け付け）／午後1時
30分～4時

⑧年金・社会保険・労務相談 1日㈬
⑨少年相談

14日㈫

事前に電話で八王子少年センターへ／午前9時
～午後4時

⑩国の行政相談

7日㈫

10時20分 薬師台青空公園、藤の台住宅管理組合前 10時30分 小山ヶ丘一丁目
10日㈮ →2時 小山田桜台→3時20分 図師小学校前、シーア →2時 小山観音谷戸→3時
イハイツ町田
10分 小山小学校前

⑪建築・耐震相談

1日㈬

⑫母性保健・母乳育児
2日、
9日㈭
相談

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

13日㈪ 3時 金井関山公園

⑬電話による女性悩み
ごと相談
（家庭、
人間関 月～土曜日
係、
女性への暴力）

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

14日㈫

10時20分 境川住宅管理事務所前、成瀬熊ヶ谷戸公
10時30分 小山ヶ丘こもれ
園→1時50分 市立総合体育館駐車場入口、2時 四ツ
び公園→2時 マイライフ尾
木橋児童公園→3時10分 つくし野セントラルパー
根道→3時20分 矢部八幡
ク、三輪沢谷戸かえで公園

直接市民相談室（市庁舎１階）へ/午後1時30分
～4時

市HP 暮らしに関する相談

検索

対 対象

凡例

日 日時

場 会場

内 内容

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。
【アーチェリー①月例射会②講習会】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日①２月５日正午～午後６時②２
月１１日正午から、２６日午前９時から
（各３時間）場市立総合体育館費①一
般７００円、学生２００円②一般各６００
円、学生各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
は事前に連絡が必要）
【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
（②の泳法別教室はクロール・背
泳ぎで２５ｍ以上泳げる方）日①２月
１５日～３月１５日の水曜日、午前１０時
～１０時５５分②２月１６日～３月１６日

急病のときは

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

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
【武相地区卓球大会】
対市内及び近郊に在住、在勤、在学の
中学生以上の方で編成されたチーム
日３月１９日午前９時から場市立総合
体育館費１チーム４０００円問町田市
卓球連盟☎０７０・５０８４・２７２６
◇
問町田市体育協会事務局☎７２４・
３４４３
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【①ポイント方式（家族向）②単身者
向（車いす使用者向を含む）、シルバ
ーピア（単身者向・二人世帯向）③事
業再建者向定期使用住宅】
都内に３年以上居住等、いずれも
要件有り／詳細は募集案内（２月９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、都庁等で配
布〔各施設で開所日時が異なる〕）を

参照（同公社ホームページで配布期
代 田 区 一 ツ 橋２－６－１４、 ☎０３・
間中に限りダウンロードも可）申２
３２６５・５９６１）へ
月１３日まで（必着）問同公社都営住
●北関東防衛局～住宅防音工事「機
宅募集センター☎０５７０・０１０・８１０
能復旧工事」の受け付け
国では、防音工事完了後１０年を経
●八王子年金事務所～国民年金保険
過し、機能を保持していない空気調
料の納付には、口座振替を利用でき
和機器や防音建具について、
「機能復
ます
旧工事」の受け付けを行っています。
国民年金の保険料は、口座振替で
厚木飛行場の防音工事の進捗状況を
２年・１年・半年分をまとめて納付（前
勘案し、２００６年３月３１日までに防
納）すると、保険料がそれぞれ割引に
音工事が完了した住宅を対象に受け
なります（当月に口座振替する早割
制度も有り）。前納を希望する方は、 付けを行いますので、10年を経過し
た住宅であっても、受付対象となら
２月末までに金融機関または年金事
ない住宅もありますのでご注意下さ
務所へ手続きが必要です。詳細は、お
い／詳細は、北関東防衛局住宅防音
問い合わせ下さい問ねんきんダイヤ
課（☎０４８・６００・１８２１、１８２２、
ル☎０５７０・０５・１１６５または☎０３・
６７００・１１６５、八王子年金事務所☎
１８３８）へ
●（社福）町田市社会福祉協議会～ボ
０４２・６２６・３５１１
ランティア・市民活動紹介イベント
●千代田区立神田一橋中学校～通信
「ここからはじまる ぷらちなライフ
教育課程生徒募集
いきいきボランティア」
対都内在住、在勤の①尋常小学校ま
仲間を募集しているボランティア
たは国民学校初等科を修了したが高
団体がお待ちしています日２月２５日
等学校の入学資格のない方②現行制
午後１時３０分～４時３０分場健康福祉
度での義務教育未修了で学齢相当年
会館内先輩ボランティアの体験談、
齢を超過した方（①に準ずる）選考日
団体ブース巡り等費３００円申電話で
２月１２日午前１０時から申願書を２月
町田ボランティアセンター（☎７２５
１０日まで（消印有効）に直接または
郵送で同中学校（〒１０１－０００３、千
・４４６５）へ

●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

月～土曜日の午後７時～翌朝８時
（土曜日は午後１時から）
病院名
町田病院
ふれあい町田ホスピタル
町田市民病院
あけぼの病院
多摩丘陵病院
町田慶泉病院
南町田病院

広瀬クリニック（内）

小川4-17-12

電 話
☎789・0502
☎798・1121
☎722・2230
☎728・1111
☎797・1511
☎795・1668
☎799・6161

加藤医院
（内）

☎799・5161 玉川学園5-24-40

もりのおがわ
保育園

木倉

診察日

住 所
木曽東4-21-43
小山ヶ丘1-3-8
旭町2-15-41
中町1-23-3
下小山田町1491
南町田2-1-47
鶴間4-4-1

小川幼稚園
小川小

外科系
内科系

11日㈷

外科系
内科系

12日㈰

外科系

金森3-19-11

八幡神社前

小川柳谷戸

ゆうき山公園
金井小

多摩境きむらクリニック
（内）
（小）
小山ヶ丘5-2-6

☎774・1700

至南大沢
多摩境駅
西入口 多摩境駅前

多摩境
敬愛保育園
多摩ニュー
タウン入口

町田
街道

至橋本

宮崎クリニック町田
（内）

金森3-23-1

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

町田東口クリニック
（内）

町田市役所

小山町2470-5
多摩境敬愛
保育園

坂本橋

←
至橋本

☎797・7423
小山中央小

多摩境駅

京
王
相
模
原
線

多摩ニュー
タウン入口

↑至南大沢

小山保育園

境 町
川 田
街道

小山市民センター
小山駐在所

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

南中学校東

スーパー

真光寺中

おやま内科クリニック
（内）
小山町233-1

☎860・0326

小山
小山郵便局前

小山小

町田
街道

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。

馬場

●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

鶴
川
街
道

スマホ版
QRコード

健康福祉会館

携帯電話版
QRコード

原町田5-8-21

福祉会館前

健康福祉
会館内
至金森

日㈰

スーパー

真光寺
十字路

至旭町

小田急
町田駅

南中学校東

泰生医院
（内）
（小）

コンビニ

南中学校入口

スーパー

小田急線

南中学校入口

町田市民
ホール

り
大通
中町
野
森

小
田
急
線

南中

市庁舎

☎721・8855

道
街
田
町

金森

金森湯

１２

東京都内の救急当番病院などの
お問い合わせ

☎795・2610 森野1-35-8

金森中央
スポーツ
広場

11

☎737・1103

駐在所
真光寺

登録は
こちらから

多摩境駅

京
王
相
模
原
線

●当番医（午前９時～午後５時）

小山白山公園

南中

日㈷

日㈰

5

鶴川台ウィメンズクリニック
（内）

金森

金森中央
スポーツ
広場

鶴川街道

住 所
鶴間4-4-1
旭町2-15-41
木曽東4-21-43
木曽東4-21-43
南町田2-1-47
下小山田町1491
旭町2-15-41
中町1-23-3
根岸町1009-4

☎788・5078 真光寺2-37-7

金森湯
スーパー

電 話
☎799・6161
☎722・2230
☎789・0502
☎789・0502
☎795・1668
☎797・1511
☎722・2230
☎728・1111
☎798・7337

虫明クリニック
（内）
（小）

☎732・8566
金井小学校下

病院名
南町田病院
町田市民病院
町田病院
町田病院
町田慶泉病院
多摩丘陵病院
町田市民病院
あけぼの病院
おか脳神経外科

内科系

5日㈰

金井一丁目

サンフィール
保育園

11
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※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。

●月〜土曜日の救急当番病院（内科系）
診察日
1日㈬
2日、9日㈭
3日㈮
4日㈯、
10日㈮
6日、
13日㈪
7日㈫
8日㈬、
14日㈫

問 問い合わせ

町田街道
●町田市医師会休日・準夜急患こ
コンビニ
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
至町田
～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

（いずれも午前9時～午後5時）
、
●休日耳鼻咽喉科急患診療
5日＝ほづみ耳鼻いん
、11日＝川野医院
（☎726
こう科・小児科医院
（☎728・0275、南大谷1426-138）
玉川学園7-1-6）
・7673、
12日＝はぎの耳鼻咽喉科
森野1-11-9）
、
（☎728・8737、
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辺０４２・７２２・３１１１

返０４２・７２４・５６００

番号間違いにご注意下さい

町田市が誇る２つの伝統文化保存会が表彰されました
１月１３日に市庁舎を訪れた両団体が、市長に表彰の喜びを報告されました。

平成２８年度地域文化功労者表彰（文化庁）

大戸囃子保存会（相原町）
１２月２日に文部
科学省で行われた
表彰式で、表彰状
と記念品の盃を贈
られました（山口
幸三会長〔中央〕と
保存会の皆さん）。

東京都功労者表彰（文化功労）

丸山獅子舞保存会（相原町）
１０月３日に東京
都庁で行われた表
彰式で、表彰状と
記念品の楯を贈ら
れました（石井悟
会長〔中央〕と保存
会の皆さん）。

丸山獅子舞は、起源の古い獅子
舞で、元和３年（１６１７年）に相原地
区の村人が五穀豊穣と氏子安泰を
祈って奉納したのが始まりとされ
る。保存会は昭和３８年に発足し、
地
元を中心に活動の幅を広げている。
同年、町田市指定無形民俗文化
財に指定。

明治１０年頃に設立。独特の芸風
で、
地元はもとより、近隣地区にも
多くの愛好者がいる。市のイベン
トや地域の祭り、老人ホームや病
院の慰問、結婚披露宴等に出演し
ている。
昭和３８年、町田市指定無形民俗
文化財に指定。

地域活動功労者に対し感謝状を贈呈しました

（独）国際協力機構（ＪＩＣＡ）ボラ
ンティアとして派遣される、市内
在住の３人の方が、その報告のた
め２０１６年１２月２１日に市役所を

訪れ、意気込みを語られました。
派遣は、２０１９年１月までの２年
間の予定です。皆さんの現地での
ご活躍を期待しています。

【ＪＩＣＡボランティア派遣者】
○三並慶佐さん
（派遣国＝タイ、職種
＝コンピュータ技術）
○本間亜依さん
（派遣国＝ボツワナ、
職種＝青少年活動）
○増田晃二さん
（派遣国＝メキシコ、
職種＝品質管理・生産性向上）
（左から）
三並さん、
本間さん、
増田さん

問市民協働推進課☎７２４・４３５８

・シーアイハイツ町田防災ワーキンググループ様（シー
アイハイツ町田自治会からの推薦）
・南四小通学路見守る会様（小田急金森泉自治会からの
推薦）
・上三輪見守りグループ様（上三輪町内会からの推薦）
・青色パトロール隊様（薬師ヶ丘自治会からの推薦）
・田中啓自様（森野やよい自治会からの推薦）
・岡村宰様（忠生四丁目町内会からの推薦）
・新井堅司様（忠生四丁目町内会からの推薦）
・伊東克洋様（沼町内会からの推薦）
・松尾修様（小山町第三町内会からの推薦）

１２月４日に市庁舎で行われた地域活動
功労者感謝状贈呈式で、多年にわたり地
域の防災活動、
防犯活動、子どもの見守り
活動に尽力されている個人・団体９者に、
市長から感謝状が手渡されました。
この感謝状は、町内会・自治会等からの
推薦により、
地域の課題解決のため、連携
・協力している個人や団体に対し、市が
贈呈するものです。
感謝状を贈呈した方々と推薦者は、右
のとおりです。

ＪＩＣＡボランティアとして町田市から３人が派遣

問文化振興課☎７２４・２１８４

広報
まちだ

お店や会社の広告を載せてみませんか

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 市内または近隣市に事業所を有する事業主
○期
間 ４
 月１日号～２０１８年３月１５日号の各号
（毎月１日・１５日発行）
○募集枠数 各
 号３枠
（同じ号に最大２枠まで申し込み可）
、
いずれも抽選
○サ イ ズ 縦４２ミリ×横８０ミリ ※現在よりも横が７ミリ大きくなります。
○掲載位置 本頁下を参照
○費
用 ５万円（各号１枠あたり）
○募集期間 ２月１７日㈮まで
問広報課☎７２４・２１０１

掲載のお問い合わせは

広報課☎７２４・２１０１、

今号の広報紙は、
１４万２５１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）。

掲載内容については広告主

へお問い合わせ下さい

広 告 欄

