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今号の紙面から 　●3面 2017年度　町田市成人健康診査・がん検診のご案内　●4面 ３月議会が開会

町田市
ホームページ
QRコード

人口と世帯（外国人含む） 2017年2月1日現在人口 ： 428,474人（ 男：210,323人・女：218,151人）（前月より98人減） ／ 世帯 ： 192,289世帯（前月より31世帯減）

他にも紹介しきれなかったお話が！
起業に興味のある方、必見！

創業者たち

	 田新産業創造センター (MBDA)に本社
	 を置き、活躍する皆さんに「町田の起業」
について語っていただきました。	（以下、敬称略）

オンリーワンを創造して
　　　賑わいのあるまちをつくる

町田で起業。あなたの夢をかなえませんか？
都心にほど近く、経済活動が盛んな町田は、住むのに良いだけではなく、起業にも適しています。町田を拠点にして、あなたの経験や才能を発揮してみませんか？
「町田創業プロジェクト」では、市と支援機関が連携して、起業を希望する方を全面的にサポートしています。� 問産業観光課☎724・3296

———　町田新産業創造センター（MBDA）を拠点に活躍するパイオニアたち　———

■ なぜMBDAを選んだ？
木ノ内　他市での起業も検討しましたが、駅から
の近さと都心へのアクセスの良さが決め手です。更
に公共的な施設で信用があり、登記もできてセキュ
リティがしっかりしていることも理由です。
塚 本 　私は、家の近くで仕事をしたかったのと、
職種が場所を選ばないものなので、都心でなくても
事業ができると思いまして。
佐々木　入居した2013年当時は民間のシェアオフ
ィスが多い中で、MBDAは市によるインキュベーシ
ョンオフィス（起業希望者を支援する施設）という
点で一番信頼性が高かったからです。自宅が町田
ということもあり、申し込みました。
■ MBDAの魅力って？
佐々木　会社を立ち上げるときに必要な手続きに
ついて、ワンストップで教えてもらえるところが最
大の魅力です。
塚 本 　MBDAに同じような規模で会社を立ち上
げた人たちが多く、良い状況、悪い状況の両面を
見ることがあり、気が引き締まります。以前に自宅
で会社を立ち上げた時は、自分が進んでいる方向
が正しいのか分からなくなることがありました。

■ 創業支援の取り組み「町田創業プロジェクト」 
（本紙2面参照）を利用した感想は？

木 村 　プロジェクト受講による特典もさることな
がら、私のようなエンジニア出身者には、経営や財
務をはじめとする各分野の専門家のアドバイスは大
変ありがたいと感じました。
■ 面白い会社が町田の魅力をU

アップ
Pする!

佐々木　現在の事務所が手狭になってMBDAを出
るとしても、市内のいろいろな方が応援してくれて
いますし、多くの企業と良い関係を築いていますの
で、町田を出ていく理由が見当たりません。町田は
魅力ある一流の人が集まっていて、都心と比べても
全く遜色がない面白い町だなと感じています。
木 村 　私の子どもたちは小学生で、町田生まれ
町田育ち、ここが故郷になります。緑が多いし、
近所の野津田公園では走り回れて、子育てにもとて
も良い町だと感じています。また、FC町田ゼルビ
アをはじめとするスポーツや文化の面での盛り上が
りも、人々の心に良い影響を与えていると思います。
塚 本 　文化面で言えば、町田にも先端をいく面
白い会社があれば、クリエーターも自然と集まって
くると思う。例えば木ノ内さんの会社がどんどん成
長して大手の映画会社になってくれば…。
木ノ内　そうですね。そうなっていきたいですね。
木 村 　いいですね、映画の町。
塚 本 　そうなれば就職や取引などでクリエーター

やいろいろな人が集まる魅力的な町になりますね。
■ 町田の賑わいを生み出していきたい !
木 村 　町田は今でも活気ある町ですが、我々
MBDAの起業家たちが活躍することで、更に活発に
していきたい。それがこの町への恩返しになると思
うし、この町で育つ子どもたちの将来のためにもな
ると考えています。子どもが大きくなって自分の道
を見つけた時も町田に恩返しができるように、我々
はその基盤を整えておかなきゃいけないと思います。
木ノ内　塚本さんや私の会社が、町田に貢献して
いることで言えることは、「文化レベルの貢献」では
ないかと思います。そのため、都心にも負けないも
のを町田で作り続けることが大切だと思います。
塚 本 　自分たちの会社が大きくなれば取引先や社
員も増えて、それだけ町田に人が来る。そしてその人
たちがまちなかで飲食をすれば町がもっと賑やかに
なる。町田で事業を続けて成長することが、町田のた
めになるんだと思います。大手企業のように給料を
多く払えるわけではないけれど、社員にやりがいを
持って働いてもらい、“この人についていきたい”と思
われるような魅力をこれからも磨いていきたいです。
※�町田新産業創造センター（MBDA）とは？� �
起業家を支援する市の施設。詳細は、本紙２面をご覧
下さい。

木ノ内 輝 さん
㈱ Tokyo�New�Cinema　代表取締役
204号室：映画製作、配給、宣伝

木村 大介 さん
㈱アジラ　代表取締役
218号室：人工知能（AI）に関するサービス企画開発

佐々木 治郎 さん
㈱ビックボイス　代表取締役
303号室：ソフトウエアの設計、開発

塚本 貴一 さん
㈱ウェブトラスト　代表取締役
304号室：WEB制作、グラフィックデザイン

市HP

町

オンリーワンを創造して
　　　賑わいのあるまちをつくる
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MBDAを飛び立ち、
町田で活躍しています

問い合わせ：☎ 850・8525　中町 1-4-2
受付日時： 月～金曜日（祝休日、年末年始を除く）
 午前 9時～午後 5時

１階： ビジネスカフェ＆レストラン、イベントスペース
２階： インキュベーションフロア、個室、個別ブース、
 ウィークエンドデスク　他
３階： 賃貸オフィス
※会議室、複合機、無線LANなども完備しています。

問い合わせ：☎ 724・6614　原町田 3-3-22
受付日時： 月～金曜日（祝休日、年末年始を除く）
 午前 9時～午後 5時
▶  資金調達に向けた事業計画の作成を中心に、支援を行います。
▶  窓口相談を随時お受けします。お気軽においで下さい。

　「町田創業プロジェクト」は、市内で創業する企業を増やし、地域経済を活性化することを
目的とした創業支援の取り組みです。創業に際しての特典を受けられるだけでなく、創業・
経営の基礎知識が習得でき、専門家のアドバイスを継続的に受けられたり、市内企業や起業
家同士のネットワークを築けるなど、さまざまなメリットがあります。町田市・町田新産業創造セ
ンター・町田商工会議所・金融機関の4者が連携し、起業家を全面的にバックアップします。 

■ MBDAで起業し、市内に事務所を移転
　MBDAの２階インキュベーションフロアには、2
年4か月おりました。駅から近く、利用料も安く、
設備も相談体制も整い、入居者同士で助け合うな
ど、恵まれた環境でした。しかし、契約期限があり
いずれは退去する必要があるので落ち着き先を探
し、2015年に現在の場所へ移転しました。
　今は起業がはやっていますし、いろいろなやり方
があっていいと思います。ですが、起業は地味な
作業の積み重ねです。そうしたことも踏まえ、始め
る以上は本気で取り組むべきだと考えています。
■ 新しいものを探し続けること
　MBDAでは、常に「新しいものを提案しなけれ
ばならない」と言われ続けました。ほこりまみれの
地道な作業である建設業は、「新しいもの」だけで
はやっていけないのですが、いつも新しい情報を
キャッチするよう心がけ「顧客にとって何が一番良

いか？ リーズナブルか？ 無駄はないか？」という
ことを考えるようにしています。何か特化した設備
を売る会社ではありませんので、全体の状況を見
てベストとなる提案をし、顧客と一緒に考えて設計
図面を引き、工事をすることを心がけています。ま
た、そのデザインが“暮らしの心地よさ”という付
加価値を上乗せするものになることを目指していき
たいと思います。
■ 今もつながるMBDAの仲間
　会社のホームページのデザインは、㈱ウェブト
ラストの塚本さん（本紙1面参照）にお願いしまし
た。会社のロゴや商号も、イメージが限定されな
い広がりのあるものが良いという私の意向にぴった
りなものを考えていただき、感謝しています。
　MBDA内では、各オフィスが近く、起業という同
じ目標に向かっているので、自然と仲良くなります。
今後もつながりを大切にしていきたいと思います。

伊藤 直美 さん
プロフィール
建築設計事務所、建設会社勤務を経て、2013 年 6月
MBDAで設計から施工までを一貫で行う会社を起業。
2015 年 9月に「伊藤建築デザイン」と商号を改め、
森野に事務所を構える。市内在住。

▶ １階事務局には、起業と経営をサ
ポートするインキュベーションマ
ネージャーなど３人のスタッフが常
駐し、各種相談をお受けします。融
資や公的補助金等の資金調達アドバ
イス、事業計画作成の支援なども一
から行います。お気軽においで下さ
い。

伊藤建築デザイン
代表取締役

町田新産業創造センター (MBDA)
MACHIDA  BUSINESS  DEVELOPMENT  AGENCY

町田商工会議所

② 支援事業を受けて知識を習得しよう！

【町田新産業創造センター】
・創業支援コーディネーターによる個別相談：随時
・創業・起業に関するなんでも無料相談会：（→本紙4面参照）
・創業・起業に関するマメ知識講座：2017年度の予定は5月ごろ決定

【町田商工会議所】
・創業支援など個別相談：随時
・創業スクール：2017年度の予定は4月以降に決定
・経営力向上セミナー：2017年度の予定は5月ごろ決定

★  特典を利用しよう！ ★

◎ 会社設立にかかる登録免許税

⇒ 50％減税
例株式会社で最低税額＝15万円が7万5000円に

◎ 創業関連の信用保証枠

1000万円 ⇒ 1500万円
※信用保証協会による無担保、第三者保証なしのもの

◎ 創業関連保証の対象

　創業2か月前から適用
　　　⇒ 創業6か月前から適用
◎ 新創業融資制度（日本政策金融公庫）における、

10分の1以上自己資金要件を
満たした ものとみなされます。

③ 証明書の
　　発行を受けよう！

【町田市産業観光課】へ

① 起業家カードの
　　発行を受けよう！

【町田商工会議所】または
【町田新産業創造センター】へ

特典が受けられる町田創業プロジェクト

特典を受けるまでの流れ
◎ 創業関連の信用保証枠

② 支援事業を受けて知識を習得しよう

【町田新産業創造センター】へ

① 起業家カードの ③ 証明書の

② 支援事業を受けて知識を習得しよう

【 期　間 】

2019年3月31日まで
◎ 講座受講で

も、個別相談で
もＯＫ。

　 「経営」「財
務」「人材育成

」

　 「販路開拓」
の４つの分野

の

　 習得を目指
します

詳細は市HP 創業支援 検索

◎ 講座受講で
も、個別相談で

もＯＫ。
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募　集募　集
町田市民病院職員

作業療法士・言語聴覚士
　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
・各市民センターで配布、同病院ホ
ームページでダウンロードも可）。
対１９８７（昭和６２）年４月２日以降に生
まれた当該資格を有する方＝若干名
採用日７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）

病 児 施 設 職 員
　詳細は病児保育室へお問い合わせ
下さい。
対有資格者
○はやしクリニック病児保育室（☎
７９３・３７２２）＝保育士（パート）
問子育て推進課☎７２４・４４６８
忠生公園～２０１７年度

ボ ラ ン テ ィ ア
対１年間を通じて活動できる方
日観察会＝毎月第１日曜日、軽作業
＝毎月第２・４木曜日、いずれも午前９
時～正午
※季節による時間変更や、忠生がに
やら自然館主催の行事日が臨時活動

日となる場合もあります。
場忠生公園自然観察センター（忠生
がにやら自然館）
内同公園の保全整備、自然観察会・下
見・準備・行事への支援等
定１０人（申し込み順）
申直接同館で申込書に記入（３月１９
日午前１０時から、申込者対象の説明
会有り）。
問同館☎７９２・１３２６

お知らせお知らせ
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
事業所
「町田病院指定定期巡回
・随時対応型訪問介護 
看 護 」利 用 者 募 集
　３月１日に、定期巡回・随時対応型
訪問介護看護事業所「町田病院指定
定期巡回・随時対応型訪問介護看護」
が開所しました。同事業所の利用者
を募集します。
対事業所から車でおおむね３０分以
内の地域にお住まいの要介護１～５
の方
※詳細は同事業所へお問い合わせ下

さい。
場木曽東４－２１－４３（町田病院内）
申電話で同事業所（☎７９４・６５７３）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

黙とうを捧げましょう
　いずれも当日は、防災無線で黙と
うのご案内をします。

【東京都平和の日】
　１９４５（昭和２０）年３月１０日、東京
大空襲で一夜にして多くの尊い命が
失われました。
　東京都では、平和国家日本の首都
として、戦争の惨禍を再び繰り返さ
ないことを誓い、３月１０日を「東京都
平和の日」と定めています。
　戦没者のご冥福と世界平和を祈っ
て黙とうを捧げましょう。
日３月１０日㈮午後２時から１分間

【東日本大震災から６年】
　２０１１（平成２３）年３月１１日、東日
本大震災で多くの方が被災されまし
た。犠牲者のご冥福と被災地の１日
も早い復興を祈って、黙とうを捧げ
ましょう。
日３月１１日㈯午後２時４６分から１分間

◇
問企画政策課☎７２４・２１０３

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
町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

3月13日 ㈪ 午
前10時~正午

市 庁 舎2階 会
議室2-2

3人（申し
込み順）

事前に電話で市政情報課
（☎724・8407）へ

町田市教育委員会定
例会

3月14日 ㈫ 午
前10時から

市庁舎10階会
議室10-3~5

会議当日に教育総務課（市
庁舎10階、☎724・2172）へ

町田市介護保険苦情
相談調整会議

3月23日㈭午後
6時30分~8時

市庁舎10階会
議室10-4

10人（申
し込み順）

事前に電話で介護保険課
（☎724・4364）へ

町田市高齢社会総合
計画審議会

3月24日 ㈮ 午
後6時~8時

市 庁 舎3階 会
議室3-1

10人（申
し込み順）

事前に電話でいきいき総
務課（☎724・2916）へ

健診・検診名 対象（年度末〔2018年3月31日〕時点の年齢） 受診期間／通知 自己負担額

町田市成人健康診査（成人健診）

※40歳以上で右記の対象以外
の方は、ご自身が加入してい
る医療保険の保険者へお問い
合わせ下さい。

・40～74歳の町田市国民健康保険加入者
・東京都後期高齢者医療制度加入者のうち町田市に住民票がある方
・40歳以上の生活保護受給者
・中国残留邦人等支援給付受給者

4月～9月生まれの方には5月下旬に、10月～3月生まれの方には6
月下旬に受診券を送付します。受診券の有効期限内に受診して下さ
い。

※4月1日から2018年3月31日の期間中に75歳になる方は、受診券
送付時期が異なる場合があります。

※年度途中で転入・保険変更した対象の方は担当課へご連絡下さい。
受診券を送付します。

500円

18～39歳の、町田市に住民票があり健康診査を受ける機会のない方

通　年

受診券は送付しません。

※実施医療機関は市役所代表（☎
722・3111）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。

※成人健診の受診券送付時に、実
施医療機関の一覧を同封しま
す。

子宮頸
けい

がん検診 20歳以上の女性 1000円
乳がん検診
※市の検診から視触診はなくな

りました。
40歳以上で偶数年齢の女性 2000円

肝炎ウイルス検診 40歳以上で過去に肝炎ウイルス検診を受けたことのない方 無料
胃がんリスク検診（ＡＢＣ検診） 35歳以上で過去に胃がんリスク検診を受けたことのない方 5月26日~2018年2月末 800円
大腸がん検診 40歳以上の方 800円
前立腺がん検診 50歳以上70歳以下の男性 5月26日~2018年3月末 1000円
※がん検診・胃がんリスク検診・肝炎ウイルス検診は、町田市に住民票がある方が対象です。

自己負担金の免除を受けるには

成人健診の受診券をお持ちの方
●申請は不要です
受診券の各種健（検）診の自己負担額欄に「無料」の記載がある方は、受診時に医療機関で受診券を提示して下さい。
※自己負担金の免除基準に該当するか、課税情報などを反映し、自己負担金額の有無を判定しています。
※「無料」の記載がない方は、上記要件に該当しないため、下記申請をしても免除とはなりません。

成人健診
の受診券
をお持ち
でない方

①非課税世帯

【注意】
※申請手続きには、「自己負担金免除申請書」

の提出から、約2週間かかります。
※受診後の申請はできません。

●以下の申請が必要です　（4月1日以降に申請して下さい）
1.申請の前に、2017年4月1日時点の世帯全員（2016年1月1日時点18歳以上）についてご確認をお願いします。
　⑴住民票が2016年1月1日時点で町田市にあった方⇒2.へ
　⑵住民票が2016年1月1日時点で町田市になかった方⇒下記Ⅰ.～Ⅱ.へ
　　Ⅰ.2016年1月2日～2017年4月1日に町田市へ転入の方
　　　転入した方全員分（2016年1月1日時点18歳以上）の2016年度非課税証明書（原本）を2017年4月30日までに下記申

請書と併せて提出または提示して下さい。
　　　※2016年度非課税証明書は、2016年1月1日時点の住所地で発行します。
　　Ⅱ.2017年4月2日以降に転入する方は、町田市ホームページをご覧下さい。
2.「自己負担金免除申請書」に必要事項をご記入のうえ、直接または郵送で健康推進課（市庁舎7階）へ。申請書は町田市ホーム

ページでダウンロードもできます（郵送を希望する方は健康推進課へご連絡下さい）。
3.約2週間後、「自己負担金免除申請審査結果通知書」が届きます。
4.通知書に「免除」の記載がある方は、受診時に医療機関で提示して下さい。

②生活保護受給者 保護受給証明書を受診時に医療機関で提示して下さい。
③中国残留邦人等支援給付受給者 中国残留邦人等支援給付受給証明書を受診時に医療機関で提示して下さい。

2017年度 町田市成人健康診査・
がん検診等のご案内

<問い合わせ先>
○町田市国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の健康診査
　保険年金課☎724・2130
○生活保護・中国残留邦人等支援給付受給者、18～39歳で職場や学校等で受診機会のない
方の健康診査、がん検診等　健康推進課☎725・5178

２０１７年度からがん検診の自己負担金免除の基準が変わります

成人健診・がん検診等の自己負担金が免除になる方

　これまで、町田市では年齢に応じてがん検診の自己負担金を免除していましたが、受益者負担の適正化のため、成人健診と同様に、所得に応じた免除基準（下記参照）に変更します。ご理解
ご協力をお願いします。
※胃がんリスク検診は、一生に1回の検診であり、受診を勧奨する年齢を定めているため、自己負担金免除の基準は変わりません。

①2016年度住民税が非課税世帯の方
　・「2016年度住民税非課税世帯」とは、2015年中の所得に基づき、2016年1月1日時点の住所または居所で課税される住民税について、被扶養者を含む世帯全員（2016年1月1日時点18歳

以上）が非課税であることをいいます。また、自己負担額は2017年4月1日を基準日として判定します。
　・世帯のうち一人でも課税されている方や、未申告の方がいる場合、免除とはなりません。
②生活保護受給者
③中国残留邦人等支援給付受給者
※胃がんリスク検診は②・③の方及び2018年3月31日時点で40歳以上で5の倍数年齢（40歳、45歳・・・）の方のみ負担金免除となります。



4 2017．3．1 電話（☎042・724・5656）やインターネットのイベント申込システム（ イベシスで検索）
で申し込みができます。コード＝インターネットで24時間申し込みができます。イベント申込システム 町田市イベントダイヤル

固定資産税の縦覧及び課税台帳の閲覧 4月3日㈪～ 5月31日㈬期間 　　資産税課☎724・2116問

お知らせお知らせ
町田国際交流センター　
～外国人のための

リレー専門家無料相談会
　弁護士・行政書士など、専門家が、
ビザ・在留資格・結婚・離婚・健康保険
・雇用保険・年金・子育てなど、日常
生活で困っていることの相談を受け
ます。
※通訳言語は、英語、中国語、
韓国語、スペイン語、ドイツ
語、フィリピン語です。
日３月１２日㈰午後１時３０分～３時３０
分
場町田国際交流センター

申電話、ＦＡＸ、またはＥメールで同セン
ター（☎７２２・４２６０返７２２・５３３０遍
ｓｏｕｄａｎ＠ｍａｃｈｉｄａ－ｋｏｋｕｓａｉ．ｊｐ）へ。
※内容、申し込みに関することは同
センターへお問い合わせ下さい。
問文化振興課☎７２４・２１８４
申請はお済みですか

２０１６年度幼稚園等補助金
対町田市に住民登録のある３歳に達
した幼児を、２０１６年４月～２０１７年
３月の期間に、私立幼稚園に通園さ
せている保護者で、今年度の補助金
申請がまだお済みでない方
※子ども子育て支援新制度に移行し
た幼稚園・認定こども園に幼児を通
園させている方は、委任状を園に提
出することで補助金が園に支払われ
るので、申請は必要ありません。

※満３歳児用プレ教室等の特別クラ
スは対象外です。
申お子さんが通園する私立幼稚園か
ら申請書を受け取り、３月３１日まで
（必着）に子ども総務課へ。
※申請期限を過ぎると受け付けがで
きません。
※申請書が幼稚園にない場合は、お
問い合わせ下さい。
問子ども総務課☎７２４・２５５１
町田新産業創造センター

創 業・ 起 業 に 関 す る 
な ん で も 相 談 会
　経験豊富な専門家があなたの起業
をサポートします（関連記事、本紙２
面をご覧下さい）。
日３月８日㈬、１７日㈮、２４日㈮、２９日
㈬、いずれも午後１時～５時
※相談時間は１人１時間です（要予約）。
場同センター
定各４人（申し込み順）

申電話で同センターへ（同センター
ホームページで申し込みも可）。
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業観光課☎７２４・３２９６
ご意見を募集します～２０１７年度

町 田 市 食 品 衛 生 
監 視 指 導 計 画（案）
　来年度の町田市保健所における食
品衛生監視指導の実施計画となる、
食品衛生法に基づく食品衛生監視指
導計画を策定します。
　資料は、町田市保健所（中町庁舎）
で配布及び町田市ホームページで公
表していますので、皆さんのご意見
をお寄せ下さい。
提出方法書面にご意見・住所・氏名
（団体名）・電話番号を明記し、３月２４
日まで（必着）に郵送またはＦＡＸで
生活衛生課（〒１９４－００２１、中町２
－１３－３、返７２２・３２４９）へ。
問生活衛生課☎７２２・７２５４町田市学長懇談会を開催しました第15回

問消費生活センター☎７２５・８８０５

　子ども服に付いているフードや
襟首のひもで首が絞まるなど、重
大な事故につながる危険性がある
ことをご存じですか？
　例えば、公園の滑り台から滑り
降りた瞬間に襟首のひもが遊具の
隙間や枠に引っかかり、ひもが引
っ張られて首が絞まり窒息してし
まう。また、上着やズボンの裾に付
いているひもを自分で踏んだり、
自転車のタイヤに巻き込まれて転
倒してしまうこともあります。家
庭内でも、フードがドアノブに引
っかかり転倒し首が絞まったなど
の事故事例があることが、２００６
年に都が実施した消費者アンケー
ト調査で分かりました。
　欧米や中国・韓国では既に子ど
もを事故から守るために、事故情
報を収集・分析し、子ども服のフー
ドや首回りのひもなどを規制した
安全規格が定められています。こ
れまで日本では統一した安全規格
はありませんでしたが、２０１５年
１２月２１日にＪＩＳ　Ｌ４１２９（ヨイフ
ク）「子ども用衣料の安全性－子ど
も用衣料に附属するひもの要求事
項」として定められました。
　私たちが子どもの服を選ぶと
き、どうしているでしょうか？可
愛い・似合う、値段、素材・品質など

でしょうか？これからはそれらに
加え、危険性が潜んでいないか？
ということも考えてみて下さい。
　子どもが活発に遊ぶとき、小さ
なケガはつきものですが、ひもが
ひっかかり宙づりになる等の重大
な事故に発展した場合、取り返しの
つかないことになる恐れがありま
す。また、子どもは大人が考える以
上に思わぬ行動をとることもあり、
親が四六時中子どもの行動を監視
するのは非常に難しいことです。
　大きな事故につながる可能性の
ある危険なひもなどはあらかじめ
取り除いておくほうが安心です。
　子どもの周りには、いつも危険
が潜んでいて思わぬ事故が発生す
ることがありますので、社会全体
で温かく見守ることが大切です。
　万一、事故に遭ったり、危ない目
に遭った場合は、再発防止のため、
事故情報の提供が大事です。消費
生活センターなど
に、こうした情報
を伝えることも忘
れないで下さい。
※「子ども服の安
全基準」に関する
詳細は、経済産業
省ホームページ
をご覧下さい。

くらしの
ミニ情報

「カワイイ」だけで選んでいませんか？
子ども服には思わぬ危険が‼

　平成２９年第１回市議会定例会が
２月２４日に開会されました。今議
会には平成２９年度一般会計予算
など３７議案が提案されました。
　議案等の内訳は予算１２件（平成
２８年度補正予算６件、平成２９年度
当初予算６件）、条例１２件、契約９
件、道路２件、その他２件となって
います。会期は今月２８日までです。

予 算 案
　平成２９年度当初予算は、国の経
済対策等により、日本経済は緩や
かな回復基調が見られる一方で、
急速な高齢化などの影響から社会
保障関係経費は増加を続けてお
り、依然として厳しい財政状況が
続く中での予算編成となりまし
た。
　さらに２０１７年度は、町田市基
本計画である「まちだ未来づくり
プラン」の６年目であり、また前期
実行計画での新たな発見や課題、
環境変化を織り込んだ後期実行計
画である「町田市５ヵ年計画１７－
２１」の初年度にあたります。
　予算額は、一般会計が１４６１億５７
０２万１千円、特別会計が１２１６億７６
７７万４千円、合計で２６７８億３３７９
万５千円となります。
　主な事業は次のとおりです。
○将来を担う人が育つまちをつく

るための「子育て世代応援事業」
「幼保小連携推進事業」「送迎保育
ステーション事業」など
○安心して生活できるまちをつく
るための「玉川学園コミュニティ
センター整備事業」「新たな地域協
働推進事業」など
○賑わいのあるまちづくりのため
の「シティプロモーション推進事
業」「南町田駅周辺地区拠点整備事
業」など
○暮らしやすいまちをつくるため
の「多摩都市モノレール延伸促進
事業」「公共施設等マネジメント事
業」など

条 例 案
○介護保険法の改正に伴い、関係
する規定を整備するため、所要の
改正をする「町田市高齢者在宅サ
ービスセンター条例の一部を改正
する条例」
○学童保育クラブ育成料を改定す
るため、所要の改正をする「町田市
学童保育クラブ設置条例の一部を
改正する条例」
○保育料を改定するため、所要の
改正をする「町田市特定教育・保育
施設及び特定地域型保育事業の利
用者負担額等に関する条例の一部
を改正する条例」
など、１２条例です。

　２０１６年１１月２１日に火葬炉排ガス中のダイオキシン類等の測定を
行いました。測定結果は下表のとおりです。
※火葬によるダイオキシン類の発生や焼骨損傷を防ぐため、棺の中に
副葬品（特に、プラスチック製品や化学繊維製品等）を入れないよう、ご
協力をお願いします。
問南多摩斎場☎７９７・７６４１、町田市市民総務課☎７２４・４３４６
南多摩斎場ダイオキシン類等調査結果

調査項目（単位） 5号炉 7号炉 指針値等
ダイオキシン類濃度（ng-ＴＥＱ/㎥N） 0.31 1.4 5（※1）
ばいじん濃度（g/㎥N） 0.009 0.024 0.15（※2）
塩化水素濃度（mg/㎥N） 14 23 700（※2）
硫黄酸化物濃度（volppm） 2 4 無し
窒素酸化物濃度（volppm） 85 100 250（※2）
※1「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」による指針値
※2「大気汚染防止法」の廃棄物焼却炉の規制値

　地域の大学等と行政が連携・交
流をより深めていくことを目的
に、２月１７日に「第１５回町田市学長
懇談会」を市庁舎で開催しました。
　懇談会では、市内外の大学・短期
大学・高等専門学校の学校長と、市
長、教育長、両副市長が一堂に会
し、「２０２０年を見据えた市と大学
等の取り組み～東京２０２０オリン
ピック・パラリンピック競技大会
に向けて～」をテーマとした意見
交換を行いました。
　同懇談会は１９９５年５月に設置
され、青山学院・麻布・桜美林・恵泉
女学園・国士舘・昭和薬科・玉川・多

摩美術・東京家政学院・東京工業・
東京造形・法政・和光の１３大学、鶴
川女子・山野美容芸術の２短期大
学、サレジオ工業高等専門学校の
計１６校と市で構成しています。
問企画政策課☎７２４・２１０３

３ 月議会が開会 新年度予算
などを審議

南多摩斎場 ダイオキシン類調査結果
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お知らせお知らせ
冒険遊び場活動補助金 
交 付 説 明 会

　市内で開催する冒険遊び場の活動
に対する補助金交付について、説明
会を行います。
※直接会場へおいで下さい。
日３月２１日㈫午後２時～３時
場市庁舎１０階会議室１０－３
問児童青少年課☎７２４・４０９７
就職、退職などに伴う

国 民 年 金 の 手 続 き
　就職、退職などにより、国民年金の
手続きが必要な場合があります。

【会社等に就職した時】
　厚生年金保険や共済組合に加入し
た方が、国民年金の資格を喪失する
手続きは原則不要です。厚生年金や
共済組合の加入情報が遅れている場
合は、ご自身で手続きすることがで
きます。年金手帳と保険証をお持ち
下さい。

【会社を退職した時】
　厚生年金保険や共済組合の資格を
喪失した場合、退職日の翌日から国
民年金に加入する手続きが必要です。
年金手帳と資格喪失証明書など退職
日の分かる書類をお持ち下さい。

【被扶養配偶者の手続き】
　厚生年金保険や共済組合に加入し
ている方に扶養されている６０歳未
満の配偶者は、次の場合に国民年金

の手続きが必要です。①扶養してい
る方が退職した時②扶養している方
が６５歳以上で、老齢による年金を受
け取ることができるようになった時
③扶養されている方が扶養されなく
なった時
※毎年４月は窓口が混雑し、お待ち
いただくことがあります。
問保険年金課☎７２４・２１２７
３月１２日から施行されます

改 正 道 路 交 通 法
【高齢者講習等の制度が見直されま
す】
　高齢運転者の交通安全対策とし
て、７５歳以上の運転者が、認知機能
が低下したときに起こしやすい信号
無視等の違反行為をした場合は、臨
時の認知機能検査等を受ける必要が
あります。
　また、運転免許証更新時の認知機
能検査で、認知機能の低下のおそれ
があると判定された場合は、高齢者
講習で個別指導等を受ける必要があ
ります。各認知機能検査で認知症の
おそれがあると判定された場合は、
臨時適性検査の受検か、医師の診断
書の提出が必要となります。

【準中型免許が新設されます】
　車両総重量７．５トン未満（最大積載
量４．５トン未満）の自動車を運転でき
る準中型免許が新設されます。準中
型免許は、１８歳から取得できます。

◇
問警視庁運転免許本部☎０３・６７１７
・３１３７、町田市交通安全課☎７２４・
１１３６

桜美林大学の皆さんが
　　　全国大会・世界大会で大活躍！

　桜美林大学の弓道部女子、チア
リーディング部、ソングリーディ
ング部の皆さんが、全国大会や世
界大会で優勝を飾る等の活躍をさ
れました。その報告に、市役所を訪
れました。
○弓道部女子
　２０１６年１１月２１日に伊勢神宮で開
催された「第４０回全日本学生弓道
女子王座決定戦」で優勝しました。
　次期主将の加藤美有紀さんは、

「これまで２年連続で準優勝の大会
だったので、やっと優勝できました。
今後は、さらに的中率を上げて優
勝を目指したい」と話されました。
○チアリーディング部

　町田市農業祭農産物品評会及び
営農技術競技会で優秀賞を受賞し
た方の表彰状授与式が、２月６日に町
田市民フォーラムで行われました。
　この表彰状授与式は各種審査会
において、最も優秀な成績を収め
た市内農家を表彰するものです。
品評会と営農技術競技会の各部門
で合計５８６点の出展がありました。
　主な受賞者は次の方々です（敬
称略、カッコ内は対象の品目）。

【東京都知事賞】
吉沢一明（立毛ハウストマト）、広
瀬昌則（カブ）、榎本佳央（ソヨゴ）

【町田市長賞】
森政男（立毛ナス）、北島隆（乳牛）、

の優勝、ＢチームがＰｏｍ部門の準優
勝を収めました。
　また、１月１５日にアメリカで開催
された「Ｗｏｒｌｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｃｈｅｅｒ
ｌｅａｄｉｎｇ　Ｃｕｐ　Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ　
２０１７」で、Ｔｅａｍ　Ｃｈｅｅｒ　Ｏｐｅｎ部
門の優勝とＮａｔｉｏｎｓ　Ｃｕｐ（総合）優

勝に輝きました。
　主将の安達里奈さんと副将の三
上碧衣さんは、「チーム全員でやり
切った大会でした。３月の全国大
会に向けて、有終の美を飾れるよ
うに頑張ります」と話されました。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

　条例改正により、４月１日から公園駐車場の駐車料金を下表のとおり
変更します。

　「第２次町田市福祉のまちづく
り推進計画」について、町田市福祉
のまちづくり推進協議会で答申が
まとまり、２月８日に会長の川内美
彦氏（東洋大学ライフデザイン学
部人間環境デザイン学科教授）か
ら市長へ答申書が手渡されました。
　この計画は、高齢者・障がい者・
子育て世代をはじめとする、すべ
ての方々が、互いに支え合い、安全
に安心して快適に住み続けること
ができるまちづくりを目指し、
２０１６年８月に市長から諮問を受
けた同協議会が、検討を重ね作成

したものです。
　本計画の策定にあたり、皆さん
からいただいたご意見の一部は、
本紙３月１５日号で紹介します。
問福祉総務課☎７２４・２１３３

　２０１６年１１月２７日にインドネシ
アで行われた「第２回ダンススポー
ツ　アジアン　チアリーディング　
チャンピオンシップ」の自由演技競
技女子部門で初優勝しました。
　現主将の光瀬佳奈子さんと次期主
将の市田有莉香さんは、「念願の初優
勝を獲得しました。今後は、夏に開催
されるジャパンカップに向けて、こ
れまで以上の成績を目指して頑張り
たい」と話されました。
○ソングリーディング部ＣＲＥＡＭ
　２０１６年１１月１９日に東京体育館
で開催された「ＡＬＬ　ＪＡＰＡＮ　ＣＨＥＥＲ　
ＤＡＮＣＥ　ＣＨＡＭＰＩＯＮＳＨＩＰ　２０１６
決勝大会」で、ＡチームがＪａzz 部門

中溝章雄（ネギ）、横田竜雄（ユズ）
【町田市議会議長賞】
中溝章雄（立毛露地トマト）、鎌田
勝（サトイモ）、渡邉俊之（アカマツ）
問農業振興課☎７２４・２１６６、ＪＡ町
田市経済センター営農支援課☎
７９２・６１１１

公園駐車場　駐車料金表（4月1日以降）
【普通自動車・準中型自動車をご利用の方】
・サン町田旭体育館駐車場及び町田中央公園駐車場は、月～金曜日を
含む開園日全日
・上記以外の有料駐車場は、土・日曜日、祝休日及び市長が別に定める日

利用時間 駐車料金
1時間まで 無料

1時間30分まで 100円

以降30分ごとに（最大8時間30分まで） 50円を加算

当日1日最大 800円
※当面の間、普通自動車・準中型自動車をご利用の方は、公園駐車場の領収書10
枚を提出していただくことで公園駐車場の利用が1回無料となります。

○新設
【公園内におけるイベント開催時等に自動二輪車・原動機付自転車をご
利用の方】
・公園内の行事等により、駐車場の混雑が予想される日で、あらかじ
め、市長が定める日（野津田公園で開催されるＪリーグ・ラグビートッ
プリーグ試合開催日）
・終日一律料金

利用方法 駐車料金
前払い制（入場時の支払い） 200円／回

※公園内におけるイベント開催時等に普通自動車・準中型自動車をご利用の方
及び中型自動車・大型自動車をご利用の方は変更ありません。

第２次町田市福祉の
まちづくり推進計画 答申がまとまりました

表彰状授与式が行われました第４３回
町田市農業祭

公園駐車場の駐車料金を変更します

弓道部の
加藤美有紀さん

ソングリーディング部ＣＲＥＡＭの
安達里奈さん（左）と三上碧衣さん

チアリーディング部の市田有莉
香さん（左）と光瀬佳奈子さん

問公園緑地課☎７２4・4３９７



6 2017．3．1 ☎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町田市イベントダイヤル

日3月5日㈰午前7時30分～8時30分場教育センター校庭（木曽東3-1-3）問農業振興課☎724・2166町田産新鮮野菜がいっぱい!日曜朝市

お知らせお知らせ
飼い犬、飼い猫等の避妊・去勢手術

補助事業を見直します
　市では、１９９２年度より「動物の愛
護及び管理に関する法律」の趣旨に
基づき、避妊去勢手術に係る費用の
一部を助成してきました。その結果、
当初の事業目的である「避妊去勢手
術を行い繁殖制限する」という考え
方が、飼い主の間で定着してきまし
た。これを受けて、３月３１日をもって
飼い犬、飼い猫の避妊去勢手術補助
事業を廃止します。
　一方、依然、フン尿被害や子猫が生
まれたなどの相談が多いことから、
今後も飼い主のいない猫の避妊去勢
手術の補助事業（補助金額＝おす
２５００円、めす５０００円）を継続し、普
及啓発活動を行っていきます。４月１
日から補助の申請方法が、手術前申
請から手術後申請となり、申請様式

も変更します。
　詳細は、４月１日以降、町田市ホー
ムページ等でお知らせします。
問生活衛生課☎７２２・６７２７

小規模保育事業所説明会
　市では、待機児童解消の取り組み
として、待機児童の多くを占める０
～２歳児を対象とした「小規模保育
事業所」の公募を行います。募集地域
は鶴川・堺地域を予定しており、各地
域１園を公募します。
　改修費等及び開設前の賃借料の一
部を補助する予定で、開所日は２０１８
年４月です。

【説明会の概要】
対４月１日時点（見込み）で、いずれか
の条件を満たす法人　①東京都また
は神奈川県において、認可保育所、認
定こども園、認可幼稚園または小規
模保育事業所を１年以上運営してい
る②東京都認証保育所を１年以上運
営している
※この他にも応募資格等の要件があ
ります。

日３月１０日㈮午前１０時３０分から
場市庁舎
内募集要件、スケジュール及び補助
内容等
申参加者氏名（ふりがな）・団体名・連
絡先・質問事項を明記し、３月９日午後
５時までにＦＡＸまたはＥメールで子育
て推進課（返０５０・３１０１・９４５９遍ｍｃｉｔ
ｙ２２５０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
問子育て推進課☎７２４・４４６７
消費生活センター

特 別 相 談 を 実 施
【多重債務１１０番】
　都と共催で、来所・電話相談を実施
します。ひとりで悩まず、お気軽にご
相談下さい。
日３月６日㈪、７日㈫、いずれも午前９
時～正午、午後１時～４時

【若者のトラブル１１０番】
　若者に対する悪質商法被害防止共
同キャンペーンの一環として来所・
電話相談を実施します。
日３月１３日㈪、１４日㈫、いずれも午
前９時～正午、午後１時～４時

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場消費生活センター
※午前中の来所相談受付は、午前１１

時３０分までです。
電話相談番号☎７２２・０００１（相談専
用）
問同センター☎７２５・８８０５
大地沢青少年センター

９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３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。
※９月５日、１２日、１９日、２０日、２５
日、２６日は利用できません。
町田市自然休暇村　せせらぎの里

９月分の利用～受付開始
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申３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）。
※９月１２日～１４日、１９日～２１日、
２８日は利用できません。

包括外部監査報告書がまとまりました

　軽自動車税は、４月１日現在、市内
に定置場（使用しない時に主に駐車
する場所）がある軽自動車等を所有
している方に課税します。
　次の①～⑥に該当する方は、登録
・廃車・名義変更等の手続きを３月末
日までに行って下さい。
①町田市に転入し、前住所地のナン
バープレートがついたバイク等をお
持ちの方
②町田市外に転出する方でバイク等

をお持ちの方
③バイク等を廃棄処分し現在所有し
ていないが、まだ廃車手続きしてい
ない方
④バイク等が盗難にあった方
⑤バイク等を譲り受け、まだ名義変
更をしていない方
⑥バイク等を他人に譲り、譲り受け
人と連絡不能のため、名義変更され
ず、課税されている方

町田リサイクル文化センター建替工事に伴い
受付窓口等が変更

　市と商工会議所は、２０１６年度
の技能功労者・永年勤続従業員の
表彰式を、２月６日に市庁舎で行
い、その功績をたたえました。
　技能功労者は、永く同一の職業
に従事し、技能及び技術の鍛錬や
後進の指導育成にあたり、市民生
活の向上と産業の振興に顕著な功
績が認められる技能者の方が対象
で、今年度は５人が表彰されました。
　永年勤続従業員は、市内の同一
事業所に永年にわたり勤務してい
る方が対象で、今年度は３０年以上

の勤続が２３人、２０年以上の勤続
が２４人、１０年以上の勤続が４７人、
合計９４人が表彰されました。
　技能功労者の推薦業種団体、技
能職名及び氏名は、次のとおりで
す（順不同、敬称略）。

【東京都理容生活衛生同業組合】理
容師・貫牛利継、晄和重

【堺建築組合、八王子南多摩建築組
合】大工職・渋谷清司

【東京都石油業協同組合】危険物取
扱者・佐藤安正、髙山直美
問産業観光課☎７２４・２１２９

技能功労者・永年勤続従業員を表彰

申告はお済みですか  

　２０１６年度包括外部監査の結果が
まとまり、包括外部監査人の辰巳英
城氏から市長へ報告書が提出されま
した。
　包括外部監査は、市政運営へのチ
ェック機能を強化し、市政の透明性
の向上を図り、市政に対する市民の
皆さんからの信頼を高めるために、
２００７年度から行っています。
　今年度のテーマは、「町田市の子ど
も・子育て支援事業に関する財務事
務の執行について」でした。

　報告書は、町田市ホームページで
ご覧いただけるほか、各市立図書館
でも閲覧いただけます。
問経営改革室☎７２４・２５０３

　市・都民税　
　申告書の提出期限は３月１５日（個人
事業者の消費税は３月３１日）です。期限
間近は窓口が大変混雑します。申告書
は早めに提出して下さい。
問市民税課☎７２４・２１１７、２１１４

　償却資産（固定資産税）　
　毎年１月１日（賦課期日）現在で所有
している償却資産の内容を、１月３１日
までに市へ申告していただくものです。
問資産税課償却資産係☎７２４・２１１９

　事業所税　
　法人の場合は事業年度終了の
日から２か月以内、個人の場合
は事業を行った年の翌年の３月
１５日までに申告して納付して
下さい。
　毎年１月１日（賦課期日）現在
で所有している償却資産の内容
を、１月３１日までに市へ申告し
ていただくものです。
問資産税課家屋係☎７２４・２１１８

手続き先  
　各窓口とも３月中旬以降は大変混
み合いますので手続きはお早めにお
願いします。

※手続きに必要な書類等を、事前に
ご確認下さい（町田市ホームページ
でご覧いただけます）。

●１２５㏄以下の原付バイクと小型特殊自動車＝市民税課☎７２４・２１１３、忠
生市民センター☎７９１・２８０２、鶴川市民センター☎７３５・５７０４（受付時間
＝月～金曜日〔祝休日を除く〕の午前８時３０分～午後５時）
●１２５㏄を超えるバイク＝多摩自動車検査登録事務所☎０５０・５５４０・２０３３
●軽三輪・軽四輪自動車＝軽自動車検査協会多摩支所☎０５０・３８１６・３１０４
※１２５㏄を超えるバイク及び軽四輪等は、名義変更や廃車手続きのほかに、
税申告の手続きも必要です。例年、名義変更や廃車手続きが４月１日以前に
済んでいるにもかかわらず、税申告の手続きがなされないために、納税通知
書が発送される場合が多くあります。手続きが済んでいるか不明な場合は、
市民税課で税申告手続きの有無を確認して下さい。

　町田リサイクル文化センターの
建替工事に伴い、３月６日㈪から、
同センター内管理棟にある資源循
環課と３Ｒ推進課の受付窓口を、敷
地内の仮設管理棟に移設します。
　また、入場口や利用者の駐車場
も変更となります。正門からの入
場はできなくなり、西門側の車両
入口・歩行者入口からの入場とな
ります。
※詳細は町田市ホームページでも
ご覧いただけます。
問３Ｒ推進課☎７９７・７１１１
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煙突一方通行

駐車場

市立
室内プール

工場棟車両入口

歩行者入口

日大三高方面
正門

旧窓口

町田街道
方面

西
門

新
窓
口

仮
設
管
理
棟

下り階段

横断歩道

出口計量棟

⇨⇦

バイク・軽四輪は4月1日現在の登録状況で課税となります
廃車等の手続きはお早めに

２０１６
年度

  市・都民税  　  償却資産  　  事業所税  
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お知らせお知らせ
開催します～鶴川団地と周辺地区の
活性化に向けた

活 動 報 告 会
　市では、２０１６年３月に策定した
「鶴川団地と周辺地区再生方針」に基
づき、自治会や関係団体とともに鶴
川団地と周辺地区の活性化に向けた
取り組みを進めています。
　さがまち学生Ｃｌｕｂによる団地の
魅力発見、鶴川中央公園冒険あそび
場の活動実績、ＵＲ賃貸団地居住者ア
ンケート結果など、２０１６年度に行
われた各種活動の報告会を開催しま
す。
※直接会場へおいで下さい。
日３月２５日㈯午後２時～３時３０分
場鶴川市民センター第２会議室
問住宅課☎７２４・４２６９
実施します

プレーリーダー養成講座
　冒険遊び場で子どもたちの遊びを
サポートするプレーリーダーになり
ませんか。必要な知識や技術が習得
できる講座を開催します。
※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。
対全回参加できる１８歳以上の方
日３月１１日㈯、１２日㈰、午前１０時～
午後３時、１８日㈯午前９時３０分～午
後３時、全３回
場せりがや冒険遊び場（芹ヶ谷公園
内）、子どもセンターまあち
講（特）子ども広場あそべこどもたち

定２０人（抽選）
申住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
年齢・性別を明示し、３月６日までに
電話またはＥメールで児童青少年課
（☎７２４・４０９７遍ｍｃｉｔｙ２８７０＠ｃｉｔｙ．
ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。

社会資本総合整備計画 
及び都市再生整備計画

【南町田拠点創出まちづくりプロジ
ェクト】
　市では、新たなにぎわいと交流を
創出する拠点形成を目指して、南町
田拠点創出まちづくりプロジェクト
を進めており、同プロジェクトの事
業実施にあたり、国の社会資本整備
総合交付金制度を活用しています。
　この度、２０１６年３月に作成した社
会資本総合整備計画「南町田駅周辺
における副次核としての魅力と利便
性向上」及び都市再生整備計画（南町
田駅周辺地区）を変更しました。
※詳細は、町田市ホームページでご
覧いただけます。
問都市政策課☎７２４・４２４８
ご覧（縦覧）いただけます

都 市 計 画 案
【町田都市計画公園の変更（野津田公
園）】
　都市計画法第１７条に基づく縦覧
で、期間中、住民及び利害関係人は、
都市計画の案について、意見書を提
出することができます。
対住民及び利害関係人
日３月３日㈮～１７日㈮、午前８時３０分
～午後５時（土・日曜日、祝日を除く）
場都市政策課（市庁舎８階）
提出３月１７日まで（必着）に直接また

は郵送で都市政策課（〒１９４－８５２０、
森野２－２－２２）へ。
問都市政策課☎７２４・４２４７
４月１日から国民健康保険加入予定
の方へ

証明書類をお持ちの方は 
早 め の 手 続 き を
　４月３日は、退職等で健康保険の資
格を喪失した方が国民健康保険の加
入手続きを行うため、窓口が大変込
み合います。
　退職等で、これまで加入していた
健康保険の資格を４月１日に喪失す
ることが分かる証明書類をお持ちの
方は、３月２２日から保険年金課（市庁
舎１階）、各市民センターで加入手続
きを行えます。
　被扶養者であった方が一緒に加入
する場合は、退職する方だけでなく、
被扶養者であった方の喪失日も記載
されている証明書類が必要です。手
続きには証明書類と印鑑、官公庁発
行の写真付き身分証明書をお持ち下
さい。詳細はお問い合わせ下さい。
問保険年金課☎７２４・２１２４

催し・講座催し・講座
自由民権資料館開館３０周年記念

市民協働シンポジウム
【私にとっての自由民権運動～歴史
を学び、歴史に学ぶ】
　２０１６年１１月３日に開館３０周年を

迎えたことを記念して、シンポジウ
ムを開催します。同館の講座「町田自
由民権カレッジ」の卒業生による、自
分の考える自由民権運動像について
の報告や、それらを通して市民の皆
さんとともに自由民権運動の意義に
ついて考えます。
※直接会場へおいで下さい。
日３月１２日㈰午後１時３０分から（開
場は午後１時）
場生涯学習センター７階ホール
内西山正之助氏「自由民権カレッジ
および同窓会について」、井上達夫氏
「多摩自由民権運動の源流を探る」、
土屋豊氏「民権期の女性の動きにつ
いて」、今井正勝氏「武相困民党事件
とその裁判」
定１３０人（先着順）
問同館☎７３４・４５０８

　３月６日㈪～７月３日㈪（予定）
は、改修工事のため休館します。な
お、ふれあい桜館１階の各種事業
所は、工事期間中も営業します。
　これに伴い、長寿号の運行が変
更になります。詳細は各ふれあい
館で配布する「長寿号のしおり」
「長寿号配車計画」をご覧下さい。
※この他の各ふれあい館（５館）は、
通常どおり開館します。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１、ふ
れあい桜館☎７９７・２９７１

ふれあい桜館（高齢者福祉センター）
休館のお知らせ

住宅火災が増えています
　市内では、２０１６年中に１１６件の
火災が発生し、住宅火災で３人の尊
い命が失われています。
　市内の住宅火災における主な原因
は、電気関係・コンロ・たばこです。家
具等の下敷きや扉等での挟み込みに
より電気コードを破損させない、調
理中にコンロから離れない、寝たば
こをしないことなどが大切です。火
災を早期に発見するため、住宅用火
災警報器をすべての居室や台所に設

置しましょう。町田消防署では、火災
予防に対する意識を高め、火災の発
生や火災による死者の発生を防ぎ、
貴重な財産の損失を防ぐため、期間
中、各種イベントを実施します。
※詳細は町田消防署ホームページを
ご覧下さい。

【防火防災フェア】
日３月５日㈰午前１０時～午後２時
場町田東急ツインズＥＡＳＴ銅像前広場
問町田消防署☎７２２・０１１９、町田市
防災安全課☎７２４・３２１８

３月１日㈬～７日㈫ 春の火災予防運動

　高額介護合算療養費制度とは、世帯内
で「医療保険」と「介護保険」の両方に自己
負担額があり、その合計額が基準を超え
た場合（右表参照）に、申請により超えた
額を払い戻す制度です。
　なお、自己負担額には含まれないもの
（医療…保険外の診療、入院時の食費・居
住費、差額ベッド代等、介護…保険外の介
護〔予防〕サービス、入所時の食費・居住費
〔滞在費〕、特定福祉用具購入費〔特定介護
予防福祉用具購入費〕、住宅改修費〔介護
予防住宅改修費〕）もあります（高額療養
費・高額介護〔予防〕サービス費として、既
に払い戻しを受けた分は自己負担額から
差し引きます。また、７０歳未満の国保加入
者の場合、１か月に１つの病院等で支払っ
た自己負担額が２万１０００円未満の場合
は、高額介護合算療養費の対象外です）。
　計算期間は、２０１５年８月１日～２０１６

年７月３１日です。
　対象者には、申請のご案内をお送りし
ています（後期高齢者医療保険は２月中
旬、国民健康保険は２月下旬）。
　ご案内が届いた方でも、自己負担額証
明書をお取りいただかないと支給額が正
しく計算できない場合がありますので確
認して下さい。
　次の方については、ご案内をお送りで
きない場合があります（計算期間中に①
市区町村を越えて住所が変わった②医療
保険が変わった③７５歳の誕生日を迎え
た④医療保険の資格を喪失した）。
※ご案内が届かない方で制度に該当する
と思われる方は、２０１６年７月３１日現在
加入していた医療保険担当へお問い合わ
せ下さい。
※会社等の健康保険は、健康保険組合な
どへお問い合わせ下さい。

問国民健康保険の高額介護合算療養費について＝保険年金課保険
給付係☎７２４・２１３０、後期高齢者医療保険の高額介護合算療養費
について＝保険年金課高齢者医療係☎７２４・２１４４、介護保険の自
己負担額証明書について＝介護保険課給付係☎７２４・４３６６

高額介護合算療養費自己負担限度額表
　自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給の対象外です。
後期高齢者医療保険加入の方

所得区分

現役並み所得者 一般 住民税非課税等
区分Ⅱ 区分Ⅰ

67万円 56万円 31万円 19万円

国民健康保険加入の方（７0～７4歳）
所得区分

一定以上所得者 一般 低所得Ⅱ 低所得Ⅰ
67万円 56万円 31万円 19万円

国民健康保険加入の方（７0歳未満）
所得区分

上位所得者 一般

住民税非課税世帯世帯の所得要件 世帯の所得要件

901万円超 600万円超～
901万円以下

210万円超～
600万円以下 210万円以下

212万円 141万円 67万円 60万円 34万円

　町田さくらまつり実行委員会では、お祭り・イベント情報や市内のさく
らの見どころが満載の小冊子「２０１７町田さくらめぐり公式ガイドブッ
ク」を作成しました。
配布場所町田ツーリストギャラリー、市庁舎１階総
合案内、産業観光課（市庁舎９階）、各市民センター、
木曽山崎・玉川学園の各コミュニティセンター、町
田・南町田・鶴川の各駅前連絡所等
※無くなり次第終了します。
※町田さくらまつりの詳細は、本紙３月１５日号に掲
載予定です。

町田さくらめぐり公式ガイドブック
配布しています 問産業観光課☎７２４・２１２８

高額介護合算療養費のお知らせ

火の始末　油断しないで　最後まで
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催し・講座催し・講座
「いのち」支える！

町 田 キ ャ ン ペ ー ン
　自殺予防・防止を呼びかけるキャ
ンペーンを開催します。ホームタウ
ンチーム（ＦＣ町田ゼルビア、ＡＳＶペ
スカドーラ町田）などと連携し、自殺
予防・防止に関する普及啓発グッズ
の配布等を行います。
日３月２日㈭午後２時～４時（グッズ
が無くなり次第終了）
場町田東急ツインズイースト館パー
クアベニュー側空地、ＪＲ横浜線町田
駅中央改札付近
問健康推進課☎７２４・４２３６

障 害 者 差 別 解 消 法 の 
理 解 を 深 め る

【合理的配慮とは】
　法的な話だけではなく、身近な事
例から「不当な差別的取扱い」や「合
理的配慮」「障がい特性に応じた対
応」等について学び合います。
日３月１５日㈬午後７時～９時

場市庁舎３階会議室３－１
講全国手をつなぐ育成会連合会政策
センター委員・又村あおい氏
定６０人（申し込み順）
申氏名（ふりがな）・電話番号を明示
し、３月１３日までに電話またはＦＡＸ
でひかり療育園（☎７９４・０７３３返
７９４・０７７２）へ。
おいしく！楽しく！健康に！

男 性 料 理 教 室
　栄養バランスが良く、繰り返し作
れるメニューを調理・会食します。
対市内在住の６５歳以上の料理初心
者の男性で、全回参加できる方
日４月１３日㈭、２０日㈭、２８日㈮、い
ずれも午前１０時～午後１時、全３回
場町田市民フォーラム
定２０人（抽選、結果は３月２２日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申３月３日正午～９日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６コード１７０３０３
Ａ）へ。
問当日の詳細について＝町田市シル
バー人材センター☎７２３・２１４７（受
付時間＝午前９時～午後４時）、男性
料理教室全般に関すること＝町田市

高齢者福祉課☎７２４・２１４６
わくわく仲間づくりカレッジ

里 山 ウ ォ ー キ ン グ
対市内在住の全回参加できる６５歳
以上の方
※医師から運動制限等を受けている
方はご遠慮下さい。
日①４月６日㈭②４月１９日㈬③４月
２７日㈭、いずれも午前９時～午後３
時ごろ、全３回
※集合は、いずれも午前８時５０分に①
ＪＲ横浜線成瀬駅改札前②町田バスセ
ンター③鶴川駅前やすらぎ公園です。
内①成瀬②ＪＡＸＡ③小野路の各コー
ス（各約７㎞）を歩く
定３０人（抽選、結果は３月２２日ごろ
発送）
費１２００円
申３月３日正午～９日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６コード１７０３０３
Ｂ）へ。
問当日の詳細について＝町田市シル
バー人材センター☎７２３・２１４７（受
付時間＝午前９時～午後４時）、わく
わく仲間づくりカレッジ全般に関す
ること＝町田市高齢者福祉課☎７２４
・２１４６
桜を巡る３つの

ガイドウォークツアー
【①タマノホシザクラ＆鶴見川の源
流を訪ねる②さくら三

ざん

昧
まい

③かたかご
＆桜を訪ねる】
日①３月２９日㈬午前９時～午後３時
ごろ、集合は京王相模原線多摩境駅
噴水広場前、解散は桜台センターバ
ス停②４月１日㈯午前９時～午後３時
ごろ、集合は東急田園都市線すずか
け台駅改札前、解散は芹ヶ谷公園③
４月５日㈬午前９時～午後３時ごろ、
集合は小田急線町田駅東口カリヨン
広場、解散はＪＲ横浜線淵野辺駅（い
ずれも小雨実施）
コース①小山内裏公園～片所谷戸～
尾根緑道～鶴見川源流～上小山田み
つやせせらぎ公園（約８㎞）②天王社
～大林寺～御野立所～堂之坂公苑～
恩田川～成瀬弁天橋公園（約８㎞）③

忠生公園～町田かたかごの森～長慶
寺～さくら通り～尾根緑道～桜美林
大学（約７㎞）

◇
定各３０人（申し込み順）
費各１２００円（ガイド料、保険料、資
料代等含む）
※③は別途路線バス代が必要です。
申参加希望日・参加者住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号・生年月日・性別を
明記し、①３月２７日まで②３月３０日
まで③４月３日までにＦＡＸで町田ツ
ーリストギャラリー（返８５０・９３１２）
へ（町田市観光コンベンション協会
ホームページで申し込みも可）。
問同ギャラリー☎８５０・９３１１（受付
時間＝午前１０時～午後７時）、町田市
産業観光課☎７２４・２１２８
生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催～３水スマイルラウンジ

鶴 川 の 文 学 講 座
【白洲正子と鶴川】
　１９４３年から１９９８年に亡くなる
までの５５年間を鶴川で過ごした白
洲正子の鶴川での暮らしを、随筆「鶴
川日記」を中心に読み解き、町田市民
文学館学芸員がその生涯を紹介しま
す。
※直接会場へおいで下さい。
対市内在住、在勤、在学の方
日３月１５日㈬午後１時～２時
場和光大学ポプリホール鶴川１階交
流スペース
定１５人（先着順）
問同センター☎７２８・００７１
生涯学習センター～“ひき町”で語ろ
う！

ひきこもり当事者のため
の居場所をはじめます
　進行役のひき桜代表・割田大悟氏
とともに、ゆったりと話をしながら
交流します。
※直接会場へおいで下さい。
対ひきこもり当事者、経験者の方等
日３月１９日㈰午後１時３０分～４時３０
分
場・問同センター☎７２８・００７１

町田市 相模原市

ライトダウンイベント情報
まちだ・さがみはら　絆

ばん

・創
そう

・光
こう

　同センターまつり実行委員会が主
催です。
※直接会場へおいで下さい。
日３月１１日㈯午前１０時～午後４時
３０分、１２日㈰午前１０時～午後４時
場同センター
内展示（書、俳画、絵手紙、手芸品、絵
画、写真、保育園児の作品等）、舞台発
表（舞踊、カラオケ、コーラス、和太

鼓、民謡、ダンス等）、模擬店（バザー、
焼きそば、おしるこ、手作り品や植物
苗等の販売、ごみ減量ＰＲ等）

【ふれあいくぬぎ館（木曽山崎コミュ
ニティセンター内）臨時休館】
　３月１１日㈯は同センターまつりの
ため臨時休館します。

◇
問木曽山崎連絡所☎７９３・３０３０

　小山市民センターを利用するサー
クル等が、日ごろの成果を発表し、地
域の活性化と交流を図ります。
※直接会場へおいで下さい。
日３月４日㈯、５日㈰、いずれも午前
１０時～午後４時
場小山市民センター

内展示（絵画、写真、生け花、絵手紙、
押し花、俳句等）、発表（ダンス、合唱、
民謡、舞踊、大正琴、和太鼓、カラオケ
等）
※お茶のお点

て

前
まえ

、各種模擬店もあり
ます（模擬店は有料）。
問同センター☎７９８・１９２７

　悲惨な交通事故を１件でも減らす
ため、市は町田・南大沢交通安全協会
や町田・南大沢警察署をはじめとす
る関係機関と連携し、さまざまな交
通安全対策に取り組んでいます。
　その一環として、町田を交通事故
のない、明るく安全な街にするため
「第２０回町田市民交通安全の集い」
を開催し、交通安全を広く呼びかけ
ます。

※直接会場へおいで下さい。
日３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
内式典、交通安全講話（腹話術）、
アトラクション（鶴川第二小学
校合唱団による合唱、新星★劇
団　山田ファミリーによる演劇）
定８６２人（先着順）
問交通安全課☎７２４・１１３６

　３月１１日午後７時～８時に、町田市・相模原市全域で消灯を実施します。
これに合わせて、星空観望会を実施します。
ＪＡＸＡによる講演会と星空観望会～星空を見上げて、地球のことを考えよう
　講演や星空の観察を通して、地球温暖化防止
や光害の防止について考えます。
※直接会場へおいで下さい。
対町田市・相模原市在住、在勤、在学の小学生以
上の方（中学生以下は保護者同伴）
日３月１１日㈯、講演会＝午後６時～７時、観望会
＝午後７時～８時（観望会は雨天中止）
場まちだターミナルプラザ（観望会はまちだターミナルパーキング屋上）
講ＪＡＸＡ宇宙科学研究所・大川拓也氏
ＦＭ　ＨＯＴ　８３．９でまちの様子を生中継
　「ＦＭ　ＨＯＴ　８３．９」（８３．９ＭＨｚ）のラジオ番組で、観望会
や両市のライトダウンの様子を生中継します。
　中心市街地では、商店街や大型店が協力し、自主的な消
灯により、来街者とともに復興を願います。
　原町田中央通りでは、屋外の有線放送で同番組が生放送されます。
　この機会に、改めて電力等のエネルギーの使い方や災害に対する備え
などについて見直しましょう。
放送日時３月１１日㈯午後６時～８時３０分

問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

木曽山崎コミュニティセン
ターまつり

小山市民センターまつり

第２０回町田市民交通安全の集い
やさしさが　走

はし

るこの街
まち

　この道
どう

路
ろ
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催し・講座催し・講座
開講します～2017年度
こ と ぶ き 大 学
　詳細は募集プログラムの冊子（生
涯学習センター、各市民センター、各
コミュニティセンター、各市立図書
館等で配布）をご覧下さい。
対市内在住の2017年4月1日現在
60歳以上の方
日①5月～7月の月曜日、午後2時～
4時②4月～7月の土曜日、午後2時
～4時③4月～7月の金曜日、午前10
時～正午④5月～7月の火曜日、午前
10時～正午⑤4月～7月の月曜日、
午前10時30分～正午、各全6回
場生涯学習センター（⑤の3・5回目
のみ健康福祉会館）
内①文学～司馬遼太郎と「坂の上ば
かりにいられない日本」②歴史～日本
名城紀行・戦国の城・近世の城③美術
～国宝LOVE・一度は見たい日本美
術④鉄道旅行～鉄道旅行のすすめ⑤
健康～「リンパビクス」で認知症予防
定①～④各154人⑤80人（いずれも
抽選）
申募集プログラムに添付の往復ハガ
キ（往返信ともに切手貼付）、または
市販の往復ハガキに希望コース名
（第2希望まで）・住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・年齢・性別を明記し、
3月21日午後5時まで（必着）に直接
または郵送で生涯学習センター（〒

194－0013、原町田6－8－1）へ。
問同センター☎728・0071
プレママ＆新米ママ向け
パペット絵本づくり教室
対妊婦の方、2歳未満児の母親
日3月28日㈫、29日㈬、いずれも午
前10時～正午、全2回
場町田市民フォーラム
講森野3丁目保育園保育士・石川里
美氏
定15人（申し込み順）
費1000円
申3月2日正午～20日にイベントダ
イ ヤ ル（ ☎724・5656コ ー ド
170302A）へ。保育希望者（6か月以
上の未就学児、申し込み順に8人）は
併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎723・
2908
大地沢青少年センター
青 空 ア ト リ エ
　電動糸のこや、のこぎりなどを使
い、木やまゆ等で椅子やクラフトを
作ります（特別プログラムはランプ
シェード〔300円〕を予定）。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日3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）。
場同センター研修棟
費100～500円（参加プログラムに
よって異なる）

問同センター☎782・3800
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3月16日㈭午前10時30分～11時
30分
場町田市民文学館2階大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「村田沙耶
香」／おはなし＝「ババヤガーの白い
鳥」（ロシアの民話）、「縁切り坂」（町田
の民話）、シャエの王女（槇佐知子作）
語り手まちだ語り手の会
※保育希望者（1歳以上の未就学児、
申し込み順に6人）は、3月1日午前9
時から電話で同館へ。
問同館☎739・3420

野菜の上手な作り方
　初心者向けに、野菜の栽培のポイ
ントを分かりやすく説明します。
対市内在住、在勤の方
日3月15日㈬午後1時30分から2時
間程度
場七国山ファーマーズセンター（野
津田町）
※駐車場はありません。
講JA町田市営農指導担当職員
定30人（抽選）
費500円（資料、お茶代）
申ハガキに住所・氏名・連絡先を明記

し、3月10日まで（消印有効）にJA町
田市経済センター営農支援課（〒
194－0035、忠生3－7－2）へ。
問JA町田市経済センター営農支援
課☎792・6111、七国山ファーマー
ズセンター☎736・3615、町田市農
業振興課☎724・2166

里山保全活動参加者募集
　市内で初めて「関東・水と緑のネッ
トワーク拠点百選」に選ばれ、「生物
多様性保全上重要な里地里山」にも
選定された小野路町奈良ばい谷戸の
豊かな里山の環境を、後世に伝える
担い手を募集します。
日4月～2018年3月の土曜日、午前9
時45分～午後3時、月1～2回を予定
場奈良ばい谷戸（小野路町）
内農地の保全再生（水田・畑・道路・水
路整備）、雑木林の保全再生（竹伐採、
下草刈り、枝落とし）
定20人（申し込み順）
費2000円（連絡通信費、原材料費）
※参加者を対象に、現地説明会を4
月8日㈯午前9時45分～午後3時30
分に行います。
申3月2日正午～27日にイベントダ
イ ヤ ル（ ☎724・5656コ ー ド
170302D）へ。
問（特）まちだ結の里事務局☎090・
2225・5444、町田市北部丘陵整備
課☎724・2164

市立図書館3月、4月の催し
絵本・紙芝居・語りなどで、楽しい時間を過ごしましょう！

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

①②3月8日、15日、22
日、29日、4月12日、
19日、26日
③3月10日、24日、4月
14日、28日
④3月1日、4月5日

①午後2時から
②午後3時から
③午前10時30分から、
11時から
④午後3時から

中央図書館
☎728・8220

※その他、各市立図書館でも催しを行っています。詳細は各市立図書館へお問い合わせ下さい。
問さるびあ図書館☎722･3768、鶴川図書館☎735･5691、鶴川駅前図書館☎737・
0263、金森図書館☎710･1717、木曽山崎図書館☎793･6767、忠生図書館☎792・
3450、堺図書館☎774･2131

　明治時代の浮世絵師である月岡芳
年、豊原国周、楊洲周延らが描いた江
戸美人、四季折々の風俗、江戸城や大
奥の情景を紹介します。
会期3月11日㈯～4月9日㈰
休館日毎週月曜日（祝日の場合は開
館し、翌日休館）
観覧時間火～金曜日＝午前10時～
午後5時、土・日曜日、祝日＝午前10
時～午後5時30分（いずれも入場は
閉館の30分前まで）
観覧料600円（高校・大学生・65歳以
上300円、中学生以下無料）
※3月11日は無料です。
場同館企画展示室1
【美術館で語り合おう　トークフリ
ーデー】
　会期中、展示室の中で作品をめぐ
る会話を楽しめます。小さなお子さ
ん連れの方もお入りいただけます。
日会期中の水・土曜日

問イベントダイヤル☎724・5656、同館☎726・2771
月
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関 連 催 事
【ギャラリートーク】
　観覧券をお持ちのうえ、直接企画
展示室入口においで下さい。
日・内3月26日㈰＝館長によるスペ
シャルトーク、3月12日㈰、4月8日
㈯＝学芸員によるギャラリートー
ク、いずれも午後2時から45分程度

「シリーズ現代の作家　追悼・木
村利三郎」
会期4月9日㈰まで

同時開催　常設展示室

　江戸時代後半から幕末にかけて展
開した古伊万里染付「図変わり」大皿
の世界を、瀬川竹生氏コレクション
から65点を選んで紹介します。迫力
ある大作の数々で、伊万里染付大皿
の魅力に迫ります。
会期5月7日㈰まで
休館日毎週月曜日（祝日の場合は開
館し、翌日休館）
開館時間午前9時～午後4時30分
入館料一般300円（障がい者150円、
中学生以下無料）

関 連 催 事
　別途入館料が必要です。
【①講演会～伊万里染付大皿の魅力】
日3月18日㈯午後2時～3時30分
講学習院大学文学部教授・荒川正明
氏
【②講演会～江戸の食文化】
日4月16日㈰午後2時～3時30分
講国士舘大学21世紀アジア学部教
授・原田信男氏
【③テーブル・コーディネート講座～
伊万里などを取り合わせて】
日3月26日㈰午後2時～3時
講テーブル・コーディネーター　横
瀬多美保氏
【④体験講座～1日かけて挑む！本
格的染付磁器】
　小皿で練習後、講師が制作した白
磁素地の20㎝皿に染付を描きます。
作品は、焼成の後、同館で引き渡しま
す（2～4週間後の予定）。
対成人の方
日3月20日㈷午前10時～午後3時
講（公社）日本工芸会正会員・小枝真
人氏

問市立博物館☎726・1531

染付竹虎文大皿　口径64.0㎝　江戸時代

費5000円
【⑤体験講座～楽しい染付技法のい
ろいろ】
　口径15㎝の白磁皿に線描や吹墨
を使って、好きな文様を絵付けしま
す。作品は、焼成の後、同館で引き渡
します（2～4週間後の予定）。
対小学4年生以上の方（小学生は保
護者同伴、ただし保護者は見学のみ
も可）　
日4月2日㈰午前10時～11時30分、
午後2時～3時30分
講磁器作家・たなかふみえ氏
費1200円
【⑥ギャラリートーク】
　担当学芸員による作品解説です。
日3月5日㈰、25㈯、4月8日㈯、22日
㈯、30日㈰、5月3日㈷～6日㈯、いず
れも午後2時～3時

◇
場①～⑤同館2階講堂（エレベータ
ー無し）⑥同館1階展示室
定①～③各60人（先着順）④⑤各10
人（申し込み順）⑥各20人（先着順）
申①～③⑥直接会場へ④⑤3月2日
正午からイベントダイヤル（☎724
・5656④コード170302B⑤コード
170302C）へ。

市立博物館市市立博物館館館－伊万里染付
　　図変わり大皿の世界－
－伊万里染付－伊万里染付
　　図変わり大皿の世界－　　図変わり大皿の世界－藍色浪漫

吉例浮世絵大公開！江戸ノスタルジア
国際版画美術館企画展
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●ひなた村～子どもグループ参加者
募集
　いずれも3月26日㈰に保護者説明
会があります。
【遊びグループ】
　外遊びを中心に行い、雨天時は室
内ゲーム等をします対市内在住、在
学の小学2～4年生（継続参加は中学
生まで）日4月12日から1年間、原則
毎週水曜日、午後3時30分～5時（冬
季は午後4時30分まで、夏休み期間
等は休み）定16人（抽選）
【ネイチャーグループ】
　ひなた村の自然を生かしたさまざ
まな活動を行います対市内在住、在
学の小学3年生～中学生日4月9日か
ら1年間、原則月1回日曜日、午前10
時～午後3時定36人（高学年を優先
のうえ、抽選）費1000円（材料費）

◇
申往復ハガキに住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・4月からの新学年・市
外の方は学校名、返信用にも宛先を
明記し、3月15日まで（必着）にひな
た村（〒194－0032、本町田2863）
へ。定員に満たない場合は3月16日
午前10時から電話受付します問ひ
なた村☎722・5736
●子どもセンターただON～パパだ
って！ふれあい遊びうたEVENT
　保育シンガーソングライター・荒
巻シャケさんをお迎えし、オリジナ
ルソングや遊びのファミリーコンサ
ートライブを行います対市内在住、
在園の乳幼児とその父親（母親・祖父
母との参加も可）日3月19日㈰午前
10時30分～11時50分場子どもセ
ンターただON定50組（申し込み
順）申直接または電話でただON（☎
794・6722）へ
●大地沢青少年センター
【春の子どもハイキング】
　同センターを出発後、草戸山を経
由し、高尾山までハイキングします
対市内在住、在学の小学4～6年生日
3月11日㈯午前9時～午後4時（雨天
中止）定20人（申し込み順）費200円
（別途、高尾山ケーブルカー代〔往復
＝小学生460円〕が必要）申3月1日
午前9時から電話で同センターへ

【食べて学ぶ！親子アウトドア料理
教室】
　食育（座学）を通して、健康的な体
作りと食事の関係性を学び、その後
にダッチオーブンを使ってオムライ
スを作ります対市内在住、在学の小
学生の親子日3月25日㈯午前10時
～午後1時場同センター定20人（抽
選）費大人1000円、子ども500円申
ハガキに住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・性別・学年・送迎バス利用の有
無を明記し、3月11日まで（必着）に
同センター（〒194－0211、相原町
5307－2）へ（グループ単位で申し
込みも可）

◇
※相原駅西口～同センター間の送迎
バスを運行します
問同センター☎782・3800
●生涯学習センター
【①ファミリーライブ～ハッピー　
春をおすそわけ】
　遊び歌のコンサートです。
対市内在住の未就学児とその保護者
（対象児1人につき大人〔中学生以
上〕1人まで、きょうだい〔小学生〕の
参加は可）日3月23日㈭午前10時
30分～正午講保育シンガーソング
ライター・荒巻シャケ氏定100人（抽
選）
【②親子で取り組む、初めての「将
棋」】
　市内在住のプロ棋士が指導しま
す。将棋の歴史や礼儀作法なども解
説します対小学生以上の方とその保
護者日3月26日㈰午前10時～正午
講（公社）日本将棋連盟・勝又清和六
段定30人（申し込み順）
【③親子で取り組む、初めての「どう
ぶつしょうぎ」】
　「どうぶつしょうぎ」の考案者であ
る（公社）日本将棋連盟・北尾まどか
女流二段が指導します。ルール説明、
礼儀作法などを親子の触れ合いの中
で学びます対4歳～高校生とその保
護者日3月25日㈯午後2時～3時30
分定30人（申し込み順）
　　　　　　　◇
場同センター申①3月1日正午～12
日にイベントダイヤル（☎724・

5656）へ②③3月1日午前9時から
電話で同センターへ問同センター☎
728・0071
●文化振興課～親子で作る型染め鯉
のぼり
　クラフト工房LaManoの協力のも
と、鯉のぼりの型紙を使って、木綿生
地を化学染料を使って染めます。鯉
のぼりの仕立て方を説明します（説
明書を配布）ので、自宅で縫って完成
させます（鯉のぼりサイズ＝約45㎝、

子ども1人に1つ）対5歳～小学生の
親子日3月18日㈯午前9時～正午場
和光大学ポプリホール鶴川定5家族
（1家族に子ども・親、いずれも2人ま
で）／抽選、結果は当選者のみに3月
9日㈭、10日㈮に電話で連絡申3月1
日正午～7日にイベントダイヤル
（☎724・5656コード170301B）へ
問クラフト工房LaMano☎736・
1455、町田市文化振興課☎724・
2184

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。
●忠生公園～定例自然観察会
【早春のいきもの】
　早春の草花や、去り行く冬鳥を観
察します。
　ルーペをお持ちの方は、持参のう
え直接会場へおいで下さい（同公園
で貸し出しも可）日3月5日㈰午前9
時30分～11時30分（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）問同公園☎792・1326
●小野路宿里山交流館～うどん作り
教室
日3月15日㈬午前10時30分～正午
場同館定8人（申し込み順）費1000
円（材料費）申3月1日正午からイベ
ントダイヤル（☎724・5656コード
170301C）へ問同館☎860・4835
●市立室内プール～プール春祭り
2017
　直接会場へおいで下さい日3月20
日㈷午前9時～午後9時（イベントに
より開催時間が異なる）場同プール
内トレーニング室も含む施設を無料
開放（駐車場は有料）、市内の授産施

設による特設ブース、食品売店の限
定商品販売等問同プール☎792・
7761
●町田市フォトサロン～
春の薬師池公園撮影会
　直接会場へおいで下さい
日3月26日㈰午前10時～正午（小雨
実施）場薬師池公園問同サロン☎
736・8281
●町田市自然休暇村～高遠城址公園
お花見ツアー
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者日4月13日㈭午前6時～14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（予定）
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）定40人（申し込み順）／最
少催行人数は35人です費大人1万7
800円（交通費、宿泊費、1日目昼食
～2日目昼食、入場料、保険料含む）
申3月1日午前9時から電話で自然休
暇村（錆0120・55・2838）へ（4月3
日以降の取り消しは、キャンセル料
が必要）

移動図書館そよかぜ号
さるびあ図書館☎722・3768 堺図書館☎774・2131         

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

10時20分 小山白山公園
→2時 小山田会館→3時
10分 谷戸クラブ

2日㈭ 1時50分 都営町田中里橋アパート、2時 小野路公会堂
→3時10分 都営山崎町アパート、薬師ヶ丘住宅

2時20分 ヴィラ町田→3
時30分 相原中央公園

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

10時30分 町田荘→1時
50分 馬場児童公園前→3
時20分 小山中央小学校前

6日㈪ 3時 ゆうき山公園

7日㈫
10時10分 市立博物館前、10時20分 東玉川学園1丁目
児童公園→1時50分 成瀬台公園→3時10分 玉川学園
やすらぎ公園、南つくし野やなぎ公園

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

8日㈬
10時10分 三輪中央公園、10時20分 金井中央ふれあ
い公園→1時50分 山王塚公園、2時 鶴川台緑の里公園
→3時10分 金井森の丘公園、鶴川台丘の里公園

10時30分 福音会→2時
10分 武蔵岡住宅→3時
20分 ゆくのき学園前

9日㈭ 2時 本町田住宅給水塔前、鶴間三角公園→3時10分 日
向台北公園、3時20分 鶴間公園

2時 常盤団地→3時20分 
都営八幡平

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

10時30分 小山ヶ丘一丁
目→2時 小山観音谷戸
→3時10分 小山小学校前

13日㈪ 3時 金井関山公園

14日㈫
10時20分 境川住宅管理事務所前、成瀬熊ヶ谷戸公園
→1時50分 市立総合体育館駐車場入口、2時 四ツ木橋
児童公園→3時10分 つくし野セントラルパーク、三輪
沢谷戸かえで公園

10時30分 小山ヶ丘こも
れび公園→2時 マイライ
フ尾根道→3時20分 矢
部八幡

子どものイベントカレンダー
詳細は、お問い合わせいただくか、町田市ホームページをご覧下さい。

　子育てひろばの催しは、各保育園や
公共施設等で配布する「子育てひろば
カレンダー」でご案内しています。
市HP 子育てひろばカレンダー 検索

問子育て推進課☎724・4468

町田市メール配
信サービス（ほ
っとメールまち
だ）で子育て情
報を配信中!

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

暮らしに関する相談

市HP 暮らしに関する相談 検索

　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
（☎042・679・1082）⑫健康福祉会館（☎725・5419）へ。

名　称 日　程 予約方法／相談時間
①法律相談 月～金曜日 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(人
権侵害などの問題） 3日、10日㈮ 電話予約制（随時）／午後1時30分～4時

④国税相談 7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 14日㈫
⑥登記相談 2日㈭
⑦行政手続相談 9日㈭
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㈫ 直接市民相談室（市庁舎1階）へ/午後1時30分
～4時⑪建築・耐震相談 1日㈬

⑫母性保健・母乳育児
相談 2日、9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

⑬電話による女性悩み
ごと相談（家庭、人間関
係、女性への暴力）

月～土曜日
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎
721・4842）へ/午前9時30分～午後4時（水曜
日のみ午後1時～8時〔第3水曜日は除く〕）※法
律相談有り＝要予約



112017．3．1対対象 日日時 場会場 内内容 講講師 定定員 費費用 申申し込み 問問い合わせ凡例 市HP町田市ホームページ

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①初心者講習会
②照手姫と横山丘陵】
対市内在住、在勤、在学の小学生以上
の方日①3月4日午前9時②3月8日
午前8時50分場①サン町田旭体育館
～薬師池公園②JR相模線上溝駅改札
前集合費①100円②500円問町田ウ
ォーキング協会☎090・8747・1958
【アーチェリー①水仙射会②講習会】
対市内在住、在勤、在学の16歳以上
の方日①3月4日午前9時受け付け②
3月11日正午から、26日午前9時か
ら（各3時間）場①花のやまフィール
ドアーチェリー②市立総合体育館費
①一般3000円、学生2600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（②で貸弓具が必
要な方は事前に連絡）
【月例射会インドアアーチェリー（都
民大会選考会対象）】
対市内在住、在勤、在学の16歳以上
の方日3月19日正午～午後6時場市

立総合体育館費一般700円、学生
200円問町田市アーチェリー協会☎
734・0321、☎045・962・4754

◇
問町田市体育協会事務局☎724・
3443
●町田国際交流センター～春休みキ
ッズ英語
　歌やゲーム等で楽しく英語に触れ
るワークショップです。
対①小学1・2年生②小学3・4年生日
3月29日、30日、①Aコース＝午前9
時30分～10時30分②Bコース＝午
前11時～正午場同センター費各
500円申往復ハガキ（1人1枚）に住
所・児童氏名（ふりがな）・電話番号・
小学校名と学年・希望コース、返信用
にも宛先を明記し、3月15日まで（消
印有効）に同センター「キッズ英語
係」（〒194－0013、原町田4－9－
8、町田市民フォーラム4階）へ問同
センター☎722・4260
●町田税務署～消費税の届出を忘れ
ずに
　2016年分の課税売上高が1000
万円を超える個人事業主の方は、
2018年分は課税事業者として、消
費税及び地方消費税の申告が必要で
す。速やかに「消費税課税事業者届出
書」を提出して下さい。また、課税事
業者の方で2018年分から簡易課税
制度を選択する場合には、12月31
日までに「簡易課税制度選択届出書」
を提出して下さい。なお、同制度を選

択しない場合には、売上、仕入及び経
費に係る消費税について帳簿に記載
し、かつ、その帳簿と請求書などの保
存がないと、仕入及び経費に係る消
費税の金額を控除することができま
せん／町田税務署で新たに「口座振
替」を利用する場合、申告書の提出期
限までに「預貯金口座振替依頼書兼
納付書送付依頼書」をぽっぽ町田、同
税務署または金融機関へ提出して下
さい申告・納付期限所得税・復興特別
所得税・贈与税＝3月15日（口座振替
は4月20日、贈与税を除く）、消費税
・地方消費税（個人事業主）＝3月31
日（口座振替は4月25日）問同税務署
☎728・7211
●八王子都税事務所からのお知らせ
【自動車の移転・廃車手続きはお済み
ですか】
　自動車税は毎年4月1日現在、車検
証に記載の所有者（割賦販売の場合
は使用者）に課税されます。自動車を
譲渡した場合は移転登録、廃車した
場合は抹消登録の手続きが必要で
す。管轄の運輸支局または自動車検
査登録事務所で、3月31日までに手続
きを行って下さい問東京都自動車税
コールセンター☎03・3525・4066
【個人事業税の申告期限は3月15日
です】
対前年に事業主控除額を超える事業
所得等のある個人事業主申告期限3
月15日／所得税の確定申告書や住
民税の申告書を提出した方は、必要

ありません。なお、事業を廃止した場
合は1か月以内（死亡による廃止の
場合は4か月以内）に申告が必要問
同事務所☎042・644・1114
●東京都住宅供給公社～公営住宅入
居者募集
【市営住宅（一般世帯〔2人以上向＝1
戸、3人以上向＝2戸〕）、都営住宅地元
割当分（単身者向シルバーピア＝6戸、
2人世帯向シルバーピア＝2戸）】
　いずれも詳細は募集案内を参照／
募集案内は、3月10日まで市庁舎1
階総合案内、各市民センター、町田・
南町田・鶴川の各駅前連絡所、木曽山
崎・玉川学園の各コミュニティセン
ター、東京都住宅供給公社町田窓口
センターで配布（各施設で開所日時
が異なる）、同公社ホームページで配
布期間中に限りダウンロードも可申
3月14日まで（必着）問同公社都営住
宅募集センター☎713・5094
●東京都水道局～検針票の様式及び
請求書のお届け方法が変わります
　4月から、「水道・下水道使用量等
のお知らせ（検針票）」は横型へ変更
になります。また、これまで後日郵送
でお届けしていた請求書を、定期検
針時に検針員が直接お届けするた
め、発行日等が変更になります。詳細
は同局ホームページを参照問同局多
摩お客さまセンター☎0570・091・
101、☎042・548・5110（受付時間
＝日曜日、祝休日を除く午前8時30
分～午後8時）

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

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。

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

診察日 病院名 電　話 住　所
1日㈬、9日㈭ 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
2日㈭ ふれあい町田ホスピタル ☎798・1121 小山ヶ丘1-3-8
3日㈮ 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41
4日㈯、10日㈮ あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3
6日、13日㈪ 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491
7日、14日㈫ 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
8日㈬、11日㈯ 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

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

5日㈰
内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

外科系
おか脳神経外科 ☎798・7337 根岸町1009-4
多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

12日㈰
内科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

外科系
町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

●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

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時～午後5時）、5日＝ほづみ耳鼻いんこう
科・小児科医院（☎728・0275、南大谷1426-138）

健康福祉会館 原町田5-8-21

小
田
急
線

至
旭
町

至町田

コンビニ
町田街道

福祉会館前

至
金
森

健康福祉
会館内

●
当
番
医
（
午
前
9
時
〜
午
後
5
時
）

5
日
㈰

なるせクリニック（内）
西成瀬1-57-17 ☎721・6686

学園ハートクリニック（内）
玉川学園1-21-15 ☎725・8468

12
日
㈰

近藤医院（内）
成瀬1-6-7 ☎728・6898

小林クリニック（内）（小）
能ヶ谷1-7-1 ☎735・9990

成瀬コミュニ
ティセンター

南成瀬小

桐畑公園

高瀬橋高瀬橋
成瀬成瀬

恩田川恩田川

信用金庫

スーパー 玉川学園前駅玉川学園前駅

至町田至町田

玉川学園駅西玉川学園駅西

玉川学園一丁目玉川学園一丁目

小
田
急
線

小
田
急
線

成瀬台中

成瀬くりの家
保育園

昭和薬科大学
町田キャンパス

成瀬台小

昭和薬科
大学前
昭和薬科
大学前

成瀬三ツ又成瀬三ツ又
成瀬台入口成瀬台入口

ポプラヶ丘ポプラヶ丘

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

たかはしクリニック（内）（小）
常盤町3200-1 ☎798・7755 東京都内の救急当番病院などの

お問い合わせ

東京都医療機関案内サービス

ひ ま わ り
☎03・5272・0303

24時間365日

中野クリニック整形外科・内科（内）
木曽西3-20-6 ☎793・7776 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

子どもの森
保育園

子どもの森
幼稚園

スーパー
マーケット

馬場馬場

下馬場下馬場

常盤常盤

町田街道町田街道境川境川
町田総合高校

上宿上宿

下根岸下根岸

忠生公園
入口
忠生公園
入口根岸１丁目根岸１丁目

町田街道
町田街道
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今号の広報紙は、１３万９７５１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）。

　市では、「町田市中心市街地ま
ちづくり計画」に基づき、町田駅
周辺の中心市街地に、にぎわい
や、ゆっくり過ごせる空間をつ
くり出すため、さまざまな取り
組みを進めています。
　このほど、その実証実験とし
て商店街の道路空間を活用し
て、ちびっこが気軽に遊べ、大人
もまち歩きの途中でほっと一息

休憩できる広場「ちびヒロ」を開催します。お出かけの際にお
立ち寄り下さい。
　今回の実験で、「ちびヒロ」を利用された皆さんからご感想
をいただき、今後の取り組みにつなげていきます。

内　容
○ちびっこヒロバ
　裸足で遊べる芝生広場（約
１０ｍ×４ｍ）と遊具・絵本を用
意します。お子さん向けのワ
ークショップも開催予定です。
○休憩スペース
　ベンチやテーブルを設置し
た無料の休憩スペースです。
※持ち込み飲食可能ですが、
ゴミはお持ち帰り下さい。
市ＨＰ ちびヒロ  検索
問産業観光課☎７２４・２１２９

○日時  
３月１３日㈪～１７日㈮、午前１１時３０分～午後４時（雨天中止）

○会場  
町田市民フォーラム前の路上

　宝のありかが書かれた地図の暗号を解きながら、
町田駅周辺に隠された宝を探すゲームです。宝探し
をしながら、町田の魅力を発見しませんか。
　まちだの魅力を発信する町田市公認の「『まちだ自
慢』サポーター」の皆さんの協力で実施します。すべ
ての宝を見つけた方には、「発見者賞」を、さらに抽選
で素敵な賞品をプレゼントします。
　春休みの１日、親子で宝探しの旅に出発しません
か。
○日時  

３月２５日㈯、２６日㈰、午前１０時～午後５時（雨天実施）
（最終受付＝午後４時まで、賞品引換＝午後５時まで）
※開催時間内は随時参加できます。

○参加受付場所  
ぽっぽ町田１階特設コーナー（原町田４－１０－２０）　
※直接受付場所へおいで下さい。
※参加費は無料です。

賞　品
○参加賞＝�先着２０００人に「いいことふく

らむまちだ」オリジナルグッズ
○発見者賞＝�３つすべての宝を発見した方

先着２０００人に「タカラッシ
ュ！カード」

抽選で、Ｎｅｗニンテンドー３ＤＳ　ＬＬ本体
（４人）、ニンテンドー３ＤＳ専用ソフト「ポ
ケットモンスター　サン・ムーン」（各５
人）、まち☆べジ詰め合わせ（２０人）、まち
だサイダー（１０人）等

　市内でごみとして回収された傘の布を使い、市と相模女子大学生活デザイ
ン学科が協力してエコバッグを製作しました。

【中央図書館の貸出用袋として使用します】
　このエコバッグをＣＤ・ＤＶＤ等の貸し出し用通い袋として、試験的に使用
します。
○実施期間　３月１０日㈮～２３日㈭　　○場所　中央図書館

【エコバッグを市庁舎で展示します】
　期間中はエコバッグ展示のほか、スケルトン収集車「みえるくん」もやってき
ます。また、ごみの相談窓口や、家庭で不要となった「陶磁器・ガラス食器」など
の対象品目を無料で持ち込めるリサイクル広場の開催、町田市剪

せん

定
てい

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。
○日時　 ３月２７日㈪～３１日㈮、午前８時３０分～午後５時（２７日は午前９時３０

分から、３１日は午後４時まで）
○場所　イベントスタジオ（市庁舎１階）
※ごみの相談窓口と剪定枝たい肥販売は、午前１０時～午後３時に行います。
※ 「みえるくん」展示とリサイクル広場は、市庁舎こもれび広場で２８日㈫、３０

日㈭、午前１０時～午後２時に行います（「みえるくん」展示は、雨天中止）。

問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

　３月１９日に阪神甲子園球場で開幕する第８９回選抜高等学校野球大会
に、日本大学第三高等学校（日大三高）が出場します。
　同大会は全国から選出された３２校によって行われ、日大三高は６年ぶ
り１９回目の出場となります。
　小倉全由監督は「２０１０年、２０１１年のセンバツ出場では、準優勝、ベス
ト４と良い成績を収めることができた。センバツとしては間があいてい
るので、まず１回戦でしっかりと自分たちの野球をすることで勢いをつ
け、優勝を目指したい」と決意を語られました。
　この出場決定を受け、市庁舎で壮行会を実施します。紫紺の優勝旗を目
指し甲子園へ向かう日大三高に、熱いエールを送りましょう！

頑張れ!日大三高�

センバツ出場　壮行会

まちだの魅力発見！
「リアル宝探しｉｎ町田市」～幻の桜を探せ

ごみとして回収された傘が「デザインの力」で

エコバッグに
生まれ変わりました！
エコバッグに

生まれ変わりました！

原町田中央通り
中央図書館

■

世
見
仲

街
店
商東急

ツインズ
     ■ ■　東急

ツインズ
ルミネ

■

原町田中央通り
まちの駅

ぽっぽ町田
■

町田市民
フォーラム

■　

生涯学習
センター
■ 109

至横浜→
市立中央図書館前

↑至新宿
　■

カリヨン
広場

モディ
■

イ
ル
マ

■至八王子
至相模大野
↓

駅駅
田田
町町
急急
田田
小小

ＪＲ町田駅ＪＲ町田駅

←

ちびヒロ

リアル
宝探し
受付

3
25・26

3
13～17

問広報課☎７２４・２１０１

町田駅周辺の「歩きたい」まちづくり実証実験

【日大三高壮行会】
日３月１４日㈫午前１０時～１０時２０分

場ワンストップロビー（市庁舎１階）
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

３月２５日㊏・２６日㊐ ３月１３日㊊〜１７日㊎

“ちびヒロ”を開催します！
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