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● 将来を担う人が育つまちをつくる
● 安心して生活できるまちをつくる
● 賑わいのあるまちをつくる
● 暮らしやすいまちをつくる
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あなたの知らない図書館の世界へ ～

知識のトビラを開きませんか！

想像のもりへ 子どもとでかけよう

インターネットで調べてみても、見つけられない情報が、
図書館では見つかるかもしれません。探し方が分からない方は、
お気軽に「レファレンスコーナー」の窓口へおいで下さい。
探し物のエキスパートが資料探しをお手伝いします！

どんな本がおすすめ？
書籍の紹介～ テーマ別にご案内

　図書資料は小説だけではありません。「パスファイ
ンダー（テーマ別資料案内）」では、例えばビジネス
や起業支援をテーマとした本の紹介をしています。
独立開業したい、就職活動を始める、労働問題に直
面している時などにお
すすめのコーナーです。 
詳細は、中央図書館5階
で配布しているリーフレ
ットをご覧いただくか、
町田市立図書館HP（図
書館専用のホームペー
ジ）➡レファレンス➡
パスファインダーへ

データや資料の収集は、 
レファレンスコーナーにお任せを!

約2万4000点の資料やツールをフル活用
●図書館備え付けのイン
ターネット端末席（1台）
では、図書館で契約してい
るデータベースを無料で
見ることができます（新
聞、判例法令、国立国会図
書館の貴重な資料等）。
●町田の情報を探したい
方は、地域資料コーナーに新聞、タウン紙、地域資
料等をファイリングしているのでご活用下さい。
また、昭和４０年以降の住宅地図もあるので、昔は、
どうだったのか確認してみてはいかがですか？

ご自宅のパソコンから、図書館 
資料を検索

町田市立図書館HP➡詳細検索➡いろいろ検索
　書名や著者名での検索のほか、ジャンルや分類、
貸し出しや予約のランキング、新着資料の検索が
できます。
町田市立図書館HP➡詳細検索➡レファレンス検索
　図書館で受けた過去の質問事例を見ることが
できます。「キーワード検索」や「カテゴリー検索」
で探してみましょう。カテゴリーの「Ｍ」は、町田
に関する事例です。
　図書館リンク集の、「図書館関連」で
は、東京都立図書館や、国立国
会図書館、全国の大学図書館が
所蔵する図書の目録などを検
索するページに移ります。
町田市立図書館HP リンク  検索

❶中央図書館
☎︎728・8220

❸さるびあ図書館
☎︎722・3768

❺金森図書館
☎︎710・1717

❼木曽山崎図書館
☎︎793・6767

❷鶴川駅前図書館
☎︎737・0263

❹鶴川図書館
☎︎735・5691

❻忠生図書館
☎︎792・3450

❽堺図書館
☎︎774・2131

※9月～2018年3月は工事により休館

各市立図書館のご案内

図書館は本を借りられるだけではありません
　図書館に行ったのは子どもの時という方、市民なのに町田の図書館を利用しないのは、もった
いない！  蔵書数約120万冊の中には、あなたにピッタリな本があるかもしれません。
　そして、図書館は本の貸し出しだけではありません。レファレンスコーナーでは、
さまざまな方法で、皆さんの情報収集のお手伝いをしています。
　趣味や勉強、ビジネス等を始めたい方、お子さんとのお出かけ先にもおすすめです。
この春、知識のトビラを開いて新たな世界を見つけませんか？
問中央図書館☎︎728・8220

調べもののお手伝い　　　
中央図書館５階　

レファレンスコーナーへＧＯ！

開館時間 ㊋㊌㊎ ❶❷　午前10時～午後8時
  ❸～❽午前10時～午後6時
 ㊍㊏㊐㊗ ❶～❽午前10時～午後5時

休館日  ㊊（祝日は開館）・第2㊍（祝日は開館し翌日
休館）、年末年始、館内特別整理期間

よむぽん

図書館には子どもたちの大好きな絵本や物語の本がいっぱいです。
おはなし会などのイベントもあります。
♥おはなし会（各館）
♥子ども映画会（中央・木曽山崎・堺図書館で開催）
小学新1年生の皆さんへ 　　　　　　　　　　　　　
・本のお楽しみ袋を借りに行こう！ 中身は開けてのお楽しみ！
　　日程  4月22日㈯、23日㈰、各15人（先着順）
　　会場  中央図書館4階児童コーナー
・「としょかん1ねんせい」…小学校で配布した引換券に必要事項
　を記入して持参すると小さなプレゼントを差し上げます。
　引換券をもらっていない方は各図書館カウンターで配布します。

4月30日は
図書館記念日だよ！

みんな図書館を上手に
利用しているかな？

こんな本が
読みたい！  と思ったら、

各図書館の窓口に
相談してね！

◎ご利用下さい
　町田市立図書館公式Twitter

図書館の講座・講演会などの
イベントや、臨時休館などの
情報は、広報まちだ・市立図書
館ホームページの他、ツイッ
ターでもお知らせしています。 QRコード

　小学校で読み聞かせをしている（予定も
含む）保護者の方向けの講座です。
日時5月23日㈫午前10時10分～正午
会場中央図書館　定員30人（抽選）
申し込み4月25日正午～5月7日にイベント
ダイヤル（☎︎724・5656コード170425A）へ。

絵本の読み聞かせ講座
～小学校保護者向け・基礎編

近所に
図書館が

ない方は、
2面へ➡



2 2017．4．15 広報まちだは1日・15日の月2回発行です

　　市内を
巡回しています！

移動図書館「そよかぜ号
」が

●鶴川駅前図書館「C
カフェ
afe m

マーケット
arket」

　（和光大学ポプリホール鶴川内）
和光大学ポプリホール鶴川の開館日の午前10
時～午後8時（7月～9月は午後9時まで）
　1階カフェ前の共有スペースは、2階の
図書館と吹き抜けでつながっています。
開放的な空間で、お茶と読書はいかが
ですか？

●中央図書館「喫茶けやき2号店」
開館日の午前10時～午後４時30分
　中央図書館４階の小さな喫茶店です。
図書館閲覧用雑誌等の持ち込みが
できます。コーヒーなどを飲みながら、
読書を楽しみませんか？

意外な図書館の本の借り方

知って
る？

こんな方
法も！

そよかぜ号は、図書館が遠い地域の方でも

本が借りられるように、約3500冊の本を積んで、

市内66か所を巡回しています。

各巡回場所に2週間に1度、４0～50分停車します。

日程及び巡回場所は、

町田市立図書館HP そよかぜ 検索 で

確認していただくか、各市立図書館へお問い合わせ下さい。

　図書館の本の予約（リクエストサービ
ス）の受付・貸出場所は、各市立図書館だ
けではありません。

●図書館以外の予約受付・貸出場所
　そよかぜ号・小山市民センター・南町田
駅前連絡所・子どもセンターぱお分館

（WAAAO）、成瀬コミュニティセンター
※リクエスト用紙で受け付けるほか、インタ
ーネットからも予約ができます。

耳より情報
「和光大学附属梅根記念図書・
情報館」では、町田市立図書館
利用登録者は、利用券を提示す
ると登録料1000円が無料にな
ります！

インターネット予約をするには
町田市立図書館HP リクエスト 検索

で「予約（リクエストサービス）」から、
「予約申し込みのしかた」にあるPＤＦ
「インターネット予約利用のてびき」を
ご覧いただき、マイページの登録を行
ったうえで、予約をして下さい。
※詳細は、各市立図書館へお問い合わせ
下さい。

新着図
書も

ありま
す

　町田市内の5つの大学（和光・桜美
林・国士舘・法政・東京家政学院）の

各図書館では、利用資格のある方に一般
開放しています。研究や調査に役立てて
はいかがですか？
　各大学により、年齢や目的などの利用
資格が違います。利用登録手続き、登録料
等の詳細は、
町田市立図書館HP 大学 検索

から、「図書館リンク集」の中の「市内の大
学図書館」をご覧下さい。

　町田市民の方は、相模原・八王子・府中・調布・日野・多摩
・稲城・川崎の各市立図書館をご利用いただけます。
　各市の図書館で利用手続きを行ってご利用下さい。
町田市立図書館HP 近隣 検索

※詳細は、各市立図書館へお問い合わせ下さい。

ヤングアダルト（中学・高校生向け）

絵本

子どもの本を選ぶための本
まんが 知識の本

小さい子向け絵本

外国の読みもの 日本の読みもの

知識の本

知識の本

日本文学
エッセイ・紀行・
ノンフィクション
　　　　　　など

日本文学 文庫本

外国文学 小説　
　　　　　など

外国文学 文庫本等

日本文学　小説

日本文学　小説　ノベルズ

紙
芝
居

紙
芝
居

※
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芸術・スポーツ・
趣味・手紙・英会話・
料理・育児　など

医学・ペット・
ガーデニング・
家庭　など

社会一般・福祉・
教育・冠婚葬祭・
自然　など

コンピューター・哲学・
宗教・歴史・伝記・
旅行ガイド　など

料　理
実用書

手　芸
実用書

大型実用書
実用書

雑　誌
実用書

通勤・通学途中で利用してみてはいかが？

予約サービスを利用しよう

本の
予約サービ

スも

あります
！

子ども向け
の

本もたくさ
ん
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　２０１６年度 部長の「仕事目標」の年度末成果をまとめました（３月３１日時点）。
　その中から、主な取り組みの成果をご紹介します。市のホームページにすべての取り組みの成果を公開しています。 問経営改革室☎７２４・２５０３

政策経営部長
市川　常雄

経営改革室長
榎本　悦次

広報担当部長
谷　博夫

総務部長
西澤　哲郎

取　組 評価 取　組 評価 取　組 評価 取　組 評価
次期５ヵ年計画（町田市５ヵ年計画１７
−２１）の策定 Ｃ 新５ヵ年計画（２０１２年度〜２０１６年度）

の着実な推進 Ｃ シティプロモーションの推進（『まちだ
自慢』推進計画の実行） Ｂ 「めざす職員像」の実現 Ｂ

未来づくりプロジェクトの推進 Ｃ 次期５ヵ年計画行政経営改革プランの
策定 Ｂ 適切な広報手段を選択し、テーマや状

況に即した情報を提供 Ｂ 特定事業主行動計画に基づく、ワーク
・ライフ・バランスの実現 Ｃ

公共施設等総合管理計画（実行計画）の
策定 Ｃ 事務事業見直し Ｂ 組織的な情報発信力向上 Ｂ 次期５ヵ年計画期間における定数適正

化計画の策定 Ｃ

情報システム担当部長
熊坂　惠司

財務部長
馬場　昭乃

営繕担当部長
西村　正明

税務担当部長
市川　二郎

取　組 評価 取　組 評価 取　組 評価 取　組 評価
社会保障・税番号制度への対応 Ｃ 健全で持続可能な財政の確立 Ｃ 中期修繕計画の推進と見直し Ｃ 収納率の維持・向上 Ａ

システム評価の推進 Ｂ 管理会計機能の強化とわかりやすい財
務情報・財政状況の公表 Ｂ 学校施設整備による教育環境の向上 Ｂ 強制徴収公債権の一元化の実施 Ａ

情報セキュリティの向上（インターネ
ット、電子メールのセキュリティ対策） Ｃ 市有財産の適正管理・有効活用 Ｃ 業務執行体制の見直し Ｂ 償却資産課税客体の適確な把握 Ｂ

市民部長
内山　重雄

市民協働推進担当部長
持田　勝正

防災安全担当部長
福田　均

文化スポーツ振興部長
田後　毅

取　組 評価 取　組 評価 取　組 評価 取　組 評価

「さわやか窓口」の推進 Ｂ 地域の担い手を育成する新たな支援施
策の調査・分析 Ｃ 防災対策の基本となる、町田市地域防

災計画の修正による災害対応力の充実 Ｂ 東京オリンピック・パラリンピックキ
ャンプ地招致 Ｂ

老朽化した地域センターの建て替え及
び建て替え準備 Ｃ 第３次男女平等推進計画の進捗確認と

次期計画の策定 Ｄ 地域防災活動をけん引できる自主防災
リーダーの育成 Ｃ （仮称）国際工芸美術館管理運営準備、文

化芸術ホールの基本的な考え方の策定 Ｃ

市民部施設中長期マネジメント方針の
検討 Ｃ 安心した消費生活を目指した関係団体

との連携強化 Ｃ 官民協働のパトロール隊による防犯活
動の実施 Ｃ 国際版画美術館や博物館の魅力ある展

覧会の開催 Ｄ

地域福祉部長
須﨑　信孝

いきいき生活部長
堀場　淳

保健所長
広松　恭子

子ども生活部長
　小池　晃

取　組 評価 取　組 評価 取　組 評価 取　組 評価
医療的ケアが必要な重度障がい者の通
所施設整備支援 Ｃ 新しい介護予防・日常生活支援総合事

業の円滑な移行 Ｂ 出産・子育てしっかりサポート事業〜
ゆりかご・まちだ〜の実施 Ｂ 保育所整備の推進と保育所待機児童の

解消 Ｂ

市民後見人育成の推進 Ｂ データヘルス計画の策定 Ｃ いのち支える総合相談会など自殺防止
関連事業の推進 Ｂ 子どもの「居場所」整備の推進 Ｂ

生活困窮者に対する相談支援体制の充
実 Ｂ 介護度改善に伴うインセンティブ事業

の実施 Ｃ 困難を抱える若者の相談・支援体制の
充実 Ｂ 子育て世帯の自立応援プロジェクト

（子どもの貧困対策） Ｂ

経済観光部長
笠原　道弘

北部丘陵担当部長
荻原　康義

環境資源部長
小島　達也

循環型施設建設担当部長
田後　眞人

取　組 評価 取　組 評価 取　組 評価 取　組 評価
町田薬師池公園四季彩の杜観光拠点づ
くり Ｄ 北部丘陵活性化計画アクションプラン

の策定 Ｃ 第二次町田市環境マスタープランの推
進と、後期アクションプランの策定 Ｃ 建設地周辺住民との協働による施設整

備の検討 Ｄ

創業者支援の推進 Ｃ 山林の活用方針の作成 Ｃ 家庭系ごみ・事業系ごみの減量と資源
化の推進 Ｃ 熱回収施設等の建設事業者の選定 Ｃ

「観光まちづくり基本方針」の策定 Ｄ 都道１５５号線の整備及び管理計画（案）
の策定 Ｃ 持続可能なエネルギー事業の促進 Ｃ ビン・カン等、資源ごみ処理施設の設備

の検討 Ｄ

建設部長
楠本　啓二

都市づくり部長
宗田　隆由

都市整備担当部長
須原　和男

下水道部長
大場　信吾

取　組 評価 取　組 評価 取　組 評価 取　組 評価

都市計画道路の整備 Ｃ 南町田駅周辺地区のにぎわいある拠点
づくり Ｂ 町田駅周辺のまちづくりの推進 Ｃ 下水道整備の促進による良好な生活環

境の実現 Ｂ

幹線道路の渋滞緩和 Ｃ 町田薬師池公園四季彩の杜の魅力向上 Ｃ 鶴川駅周辺街づくりの推進 Ｂ 下水道事業の安定した経営の促進 Ｃ

駅周辺施設の整備 Ｃ 多摩都市モノレールの延伸検討 Ｃ 相原駅西口の生活中心地形成 Ｂ 施設の耐震化などによる災害に強いま
ちづくり Ｃ

会計管理者
藤田　明

市民病院事務部長
亀田　文生

医事調整担当部長
関口　高史

議会事務局長
古谷　健司

取　組 評価 取　組 評価 取　組 評価 取　組 評価
会計事務システムの再構築 Ｃ 経営状態の安定化 Ｃ 新公立病院改革プランの策定 Ｃ 議場見学の推進 Ｂ
管理会計機能の強化 Ｃ 患者満足度の向上 Ｃ 地域医療連携の推進 Ｂ 議会報紙面の充実 Ｂ
資金管理計画に基づいた効率的な資金
管理 Ｃ 災害拠点病院としての機能強化 Ｃ 病院機能評価受審準備の推進 Ｃ 新たな情報発信の検討 Ｂ

選挙管理委員会事務局長
古屋　中

監査事務局長
高橋　修一

農業委員会事務局長
荻原　康義

学校教育部長
𠮷川　正志

取　組 評価 取　組 評価 取　組 評価 取　組 評価
迅速な選挙情報の提供 Ｂ 財務監査におけるリスクアプローチ Ｃ 農地利用最適化 Ｂ 学校施設・設備整備の計画的推進 Ｃ
参院選に向け、投票行動につながる啓
発事業の実施 Ｃ 監査事務の委託による監査報告書の質

の向上 Ｃ 農地利用集積円滑化事業による農地の
あっせん Ｄ 小・中学校が連携した教育の推進 Ｃ

若年層に向け、出前講座やＳＮＳを活用
し、投票行動につながる啓発事業の実施 Ｂ 「都市監査基準」に準拠した監査の実施 Ｃ 地域に密着した農業活動の支援 Ｃ 児童・生徒の学力・体力の向上に向けた

取り組みの実施 Ｃ

生涯学習部長
北澤　英明

取　組 評価
地域づくり型生涯学習の推進 Ｂ
文化財の保存と活用の促進 Ｃ
図書館利用者の拡大 Ｃ

評価基準
Ａ： 当初の目標を大幅に上回

る成果を達成した
Ｂ： 目標水準を上回る成果を

達成した
Ｃ：ほぼ目標水準を達成した
Ｄ：成果が不十分である
Ｅ：取り組みが滞っている

２０１６年度　部長の「仕事目標」　年度末成果

　部長は、年度当初にその年度の目標を設定
し、中間期に取り組みの進捗状況、年度末に
取り組みの成果を確認し、評価を行います。
　各段階において、市長がその内容を確認し
ます。

市長確認

目標設定 中間確認 成果確認
自己評価➡ ➡

⬆⬇⬆⬇
⬆⬇

部長の仕事目標の流れ
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システムメンテナンスのため、4月25日㈫午後7時～11時は、コンビニエンスストアでの戸籍証明書の

募　集募　集
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
町田市民病院

病 院 ボ ラ ン テ ィ ア
対１６歳以上の健康な方（未成年は保
護者の許可が必要）
日月～金曜日（祝休日を除く）、午前９
時～午後３時の間で都合のよい時間
内入院患者の受付後の病棟への案
内、外来案内、手作業（材料作り等）
問町田市民病院総務課☎７２２・
２２３０（内線７４１３）

お知らせお知らせ
「町田市都市計画マスタープラン（実
施方針編）」を

部 分 改 定 し ま し た
　２０１１年・２０１３年に改定した「町
田市都市計画マスタープラン」の具
体的な施策・事業を位置付けた「実施
方針編」について、施策の進

しん

捗
ちょく

確認等
を踏まえて、部分改定を行いました。
　内容は、都市政策課（市庁舎８階）

の窓口、各市立図書館で閲覧できる
ほか、市政情報課（市庁舎１階）で１冊
６００円（都市計画マスタープラン全編
＝１８００円）で販売しています（町田市
ホームページでダウンロードも可）。
問都市政策課☎７２４・４２４８
実施します～環境に関する

ア ン ケ ー ト 調 査
　市では毎年、第二次町田市環境マ
スタープランに基づいた施策の進み
具合や目標の達成状況などを点検・
評価し、「町田市環境白書」で公表し
ています。
　環境白書の作成にあたり、市民の
皆さんの環境施策に対する評価や環
境問題に対する意識などを基に、施
策の点検・評価を行うため、市内在住
の方３０００人を対象に「環境に関す
る市民アンケート」を実施します。対
象となった方には、アンケート用紙
を郵送しますので、ご協力をお願い
します。
問環境政策課☎７２４・４３８６
生涯学習センター～募集します

家 庭 教 育 支 援 学 級 生
【①手作りコース②音コース】
対市内在住の、子育て中で家庭教育
支援活動に意欲や関心のある方
日２０１８年３月までのおおむね月２回
①火曜日（初回は５月３０日）②木曜日
（初回は６月１日）、いずれも午前１０
時～正午、計各１８回
場生涯学習センター
内①物語（絵本）を通して、子どもの
成長に係る「手作り」を学ぶ②子ども

の成長に係る音の効果性及び音を使
って楽しむ方法（遊び）を学ぶ
定各１５人（抽選）
申所定の申込書（同センターに有り）
に記入、またはハガキに家庭教育支
援学級と書き、コース名・住所・氏名
（ふりがな）・電話番号・お子さんの年
齢・保育希望の有無（８か月以上の未
就学児、１５人まで）、保育希望者はお
子さんの氏名（ふりがな）・生年月日
を明記し、５月１５日まで（必着）に同
センター（〒１９４－００１３、原町田６
－８－１）へ。
問同センター☎７２８・００７１

町 田 市 自 然 休 暇 村 
夏 期 利 用 申 し 込 み
　町田市自然休暇村の夏期利用の抽
選申込を受け付けます。
※２泊３日での申し込みとなります。
１泊、３泊の場合は、抽選後の受け付
けとなります。
対市内在住、在勤、在学の方とその同
伴者
利用日本館＝①７月２９日～３１日②７
月３１日～８月２日③８月２日～４日④８
月４日～６日⑤８月６日～８日⑥８月８
日～１０日⑦８月１０日～１２日⑧８月
１２日～１４日⑨８月１４日～１６日⑩８

月１６日～１８日⑪８月１８日～２０日、キ
ャビン＝⑫７月２８日～３０日⑬７月３０
日～８月１日⑭８月１日～３日⑮８月３
日～５日⑯８月５日～７日⑰８月７日～
９日⑱８月９日～１１日⑲８月１１日～１３
日⑳８月１３日～１５日㉑８月１５日～
１７日㉒８月１７日～１９日、すべて２泊
申「自然休暇村夏期利用申込」と書
き、利用施設（本館／キャビンの別）・
希望利用日の番号（第３希望まで可）、
キャビン申し込みの方は「ペット連
れの有無」「動物アレルギーの有無」・
利用予定人数（大人〔中学生以上〕・小
学生・幼児〔寝具利用の有無〕）・代表
者住所（市内在勤・在学の方はその旨
を明記）・氏名・電話番号を明記し、５
月３１日まで（必着）にハガキ、ＦＡＸま
たはＥメール（１グループ１通、重複申
込は無効）で町田市自然休暇村（〒
３８４－１４０３、長野県南佐久郡川上村
秋山５３－１５、返０２６７・９９・２２４０遍ｉ
ｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａｋｙｕｋａｍｕｒａ．ｊｐ）へ。
※施設の詳細・利用料等は、町田市自
然休暇村ホームページをご覧いただ
くか、１月に全戸配布しました「別冊
タウンページ　町田市わたしの便利
帳」の４８ページをご覧下さい。
問自然休暇村☎０２６７・９９・２９１２

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１２４

　春は、草木、鳥、虫などの移ろいの
早い季節です。桜花が散り、新緑が煙
る、鳥のさえずる季節。もうすぐそこ
に初夏、５月がやってきます。月の初
めに南から、ツバメが渡ってきまし
た。後を追って、センダイムシクイや
里山の猛きんサシバも渡ってきま
す。九州など国内の暖地からヒヨド
リの群れが移動してきています。
　広袴、真光寺の上空をアオサギの
１５、６羽が、かぎ形の編隊を組んで北
の方角、多摩川あたりを目指して飛
んでいきました。まだ、居残っている
冬鳥、ウソ、シメ、アカハラ、シロハ
ラ、アオジ、ジョウビタキなども見ら
れました。野鳥も季節による交代の
ときです。
　さて、こちらは例年のイベントで
すが、今月のはじめに、第１７回まち
だ全国バレエコンクールが市民ホー
ルで開催されました。ＮＰＯの町田バ
レエ育成振興会が主催するこのコン
クールは、過去にも、世界的に活躍す
るバレリーナを多く輩出している、
世界への登竜門とも言うべきもので
す。
　今年は、特別審査員としてパリ・オ
ペラ座バレエ団の首席ダンサーであ
る、エマニエル・ティボー氏を迎えて
開催されました。表彰式の最後にサ

プライズがあり、この夏の研修に招
かれる受賞者がティボー氏から発表
されました。
　町田市では、ピアノのコンクール
も毎年開かれています。今年も、７月
～８月に第４２回の全国町田ピアノコ
ンクールが予定されています。バレ
エにしろ、ピアノにしろ、全国から応
募をしていただいて、こうしたコン
クールができるのは、町田の市民に
とってもうれしいことであり、関係
者の努力に敬意を表したいと思いま
す。また、今後の発展に期待をしてい
ます。
　コンクールなど、こうした機会を
とらえて、これまで以上に文化芸術
の振興を図り、都市としてのイメー
ジアップにもつなげていきたいと思
っています。

第１7回まちだ全国バレエコンクール
表彰式の様子

長）水島弘／環境資源部循環型施
設建設担当部長（下水道部水再生
センター所長）田中耕一／道路部
長（建設部長）楠本啓二／都市づく
り部長（都市づくり部都市政策課
長）神蔵重徳／会計管理者（総務部
次長兼総務課長）髙階康輔／学校
教育部長（生涯学習部長）北澤英明
／学校教育部指導室長（練馬区教
育委員会副参事〔教育政策特命担
当〕）金木圭一／生涯学習部長（政
策経営部次長兼企画政策課長）中
村哲也

　市川常雄（政策経営部長）／熊坂
惠司（総務部情報システム担当部
長）／𠮷川清美（総務部次長〔労務
担当〕）／馬場昭乃（財務部長）／西
村正明（財務部営繕担当部長）／市
川二郎（財務部税務担当部長）／内
山重雄（市民部長）／持田勝正（市
民部市民協働推進担当部長）／田
後毅（文化スポーツ振興部長）／須
𥔎信孝（地域福祉部長）／叶内ひと
み（保健所次長兼保健総務課長）／
笠原道弘（経済観光部長）／田後眞
人（環境資源部循環型施設建設担
当部長）／宗田隆由（都市づくり部
長）／藤田明（会計管理者）／𠮷川
正志（学校教育部長）／宮田正博
（学校教育部指導室長）／佐藤裕
（町田市民病院副院長）

　４月１日付けで次のとおり人事
異動がありました（部長級、カッコ
内は旧職）。

　政策経営部長（環境資源部長）小
島達也／総務部情報システム担当
部長（総務部次長兼情報システム
課長）中田直樹／総務部次長〔労務
担当〕（市民部市民課証明係担当係
長）今野俊哉／財務部長（いきいき
生活部長）堀場淳／財務部営繕担
当部長（財務部営繕課長）德重和弘
／財務部税務担当部長（市民部次
長兼市民総務課長）宮崎慶三／防
災安全部長（市民部防災安全担当
部長）福田均／市民部長（町田市民
病院事務部医事調整担当部長）関
口高史／市民部市民協働推進担当
部長（地域福祉部次長兼福祉総務
課長）平林隆彦／文化スポーツ振
興部長（文化スポーツ振興部次長
兼スポーツ振興課長）能條敏明／
地域福祉部長（地域福祉部障がい
福祉課長）叶内昌志／いきいき生
活部長（いきいき生活部高齢者福
祉課長）奥山孝／子ども生活部長
（子ども生活部次長兼子ども総務
課長）三橋薫／経済観光部長（子ど
も生活部長）小池晃／環境資源部
長（環境資源部次長兼環境政策課

　選挙管理委員会では、７月２２日の
任期満了に伴い、７月２日に予定さ
れている東京都議会議員選挙の立
候補予定者説明会を開催します。
※直接会場へおいで下さい。
日５月１９日㈮午後２時から

場市庁舎２階会議室２－１
※会場の都合により、出席者は１
候補者につき２人以内に限らせて
いただきます。
問選挙管理委員会事務局☎７２４・
２１６８

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
町田市廃棄物減量
等推進審議会

4月28日㈮午
後6時～8時

市 庁 舎2階
会議室2－2

10人
（申し込み順）

4月26日午後5時までに電話で
環境政策課（☎724・4386）へ

立候補予定者説明会

退 職 者（３月３１日付け）

人事異動

東京都議会
議 員 選 挙
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自動交付サービスを一時停止します。 ※住民票や税証明は、通常どおり取得できます 市民課☎724・2123問

お知らせお知らせ
空家に関する相談窓口を設置
　市では、空家対策を推進するため
に、各種専門家等の団体と連携し、無
料で相談できる窓口を設置します。
相談日４月２４日～９月２５日の毎月第
２・４月曜日、午前９時～正午（１人５０分）
場市民相談室（市庁舎１階）
※第２月曜日は弁護士、宅地建物取
引士、第４月曜日は税理士、宅地建物
取引士が相談に応じます。
申電話で住宅課へ。
問住宅課☎７２４・４２６９
小・中学校でかかる費用の

一部を援助しています
　お子さんを小・中学校に就学させ
ることが困難な、経済的にお困りの
家庭の保護者に対して、学校でかか
る費用の一部を援助しています。
　また、市内在住で町田市立以外の
小・中学校（義務教育学校前期・後期
課程及び中等教育学校の前期課程を
含む）及び私立小・中学校に在籍の方
も就学援助費が申請できます。

【就学援助費】
対①生活保護を受けている方②世帯
全員の２０１６年中の合計所得の合算
が一定の基準額を超えない方
内学用品通学用品費・入学準備金・給
食費・修学旅行費等の援助
※町田市立小・中学校以外に在籍の
方は、給食費は対象外です。

【就学奨励費】
対町田市立小・中学校の特別支援学
級に在籍する児童・生徒の保護者
内学用品通学用品費・入学準備金・給

食費・修学旅行費・宿泊訓練費等の援
助（世帯の所得により援助の内容が
異なる）
※通級指導学級在籍の方には、通級
費のみを支給します。
申４月２８日までに直接学校または学
務課（市庁舎１０階、郵送も可、４月２８
日消印有効）へ。
問学務課☎７２４・２１７６

ひなた村プログラムサービス
【７月１日～１９日分申し込み】
　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５月１４日午前１０時～１０時３０分に
電話でひなた村へ。

【プログラムサービス夏季利用案内
～子ども会等活動支援事業】
対市内の子ども会、クラス会、青少年
のサークル等
日７月２０日～８月３１日（月・火曜日を
除く）
※開催日とは別日程で打ち合わせが
必要です。
時間昼の部＝午前１０時～午後３時、
夜の部＝午後４時～８時３０分
内キャンプファイア、野外炊飯、遊
び、工作等の指導（キャンプファイア
を除く出張指導も有り）
費材料費
申往復ハガキに団体名・希望日（第３
希望日まで）・希望の部・参加予定人数
（小学生・中学生・青年〔高校生以上２０
歳未満〕・大人に分けて記入）・代表者
の住所・氏名・電話番号、返信用にも代
表者の宛先を明記し、５月１５日まで
（必着）にひなた村（〒１９４－００３２、本
町田２８６３）へ（重複申し込みは無効）。
※実施日・打ち合わせ日は、ひなた村

で決定します。
◇

問ひなた村☎７２２・５７３６
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 人 物 列 伝
【小島家をめぐる人々１　新選組副
長土方歳三】
　小野路村の小島鹿之助は、幕末に
小野路村外３４ヶ村組合村の寄場名
主として活躍しました。鹿之助を巡
る人々の生きざまを通して、幕末を
見ていきます。
※直接会場へおいで下さい。
対市内在住、在勤、在学の方
日４月１９日㈬、５月１７日㈬、いずれも
午前１０時～１１時
場和光大学ポプリホール鶴川１階交
流スペース
講小島資料館館長・小島政孝氏
定各１５人（先着順）
問生涯学習センター☎７２８・００７１
認知症予防教室

認知症に強い脳を作ろう！
　終了後もグループの仲間と活動を
継続することを目指します。

【ウォーキング編】
対原町田・中町・森野・旭町・木曽東の
一部（都営木曽森野アパート）の地域
にお住まいの全回参加できる６５歳
以上の方
日①事前講演会＝５月１１日㈭午後１
時３０分～３時３０分②５回プログラム
＝５月１８日～６月１５日の毎週木曜
日、午後１時３０分～４時
場原町田５丁目町内会館
内①認知症を予防する生活習慣等の
講話、脳の健康度テスト②ウォーキ
ングを習慣化する知識や方法を学
び、体験
定２０人（申し込み順）
費９００円
申５月２日午後４時までに町田第１高
齢者支援センター（☎７２８・９２１５）へ。

【料理編】
対玉川学園・東玉川学園・南大谷の地
域にお住まいの全回参加できる６５
歳以上の方
日①事前講演会＝５月１２日㈮午前
１０時～午後０時３０分②５回プログラ
ム＝５月１９日～６月１６日の毎週金曜

日、午前１０時～正午
場玉川学園こすもす会館
内①認知症を予防する生活習慣等の
講話、脳の健康度テスト②知的機能
を使うことを習慣化する知識や方法
を学ぶ（調理も有り）
定１０人（申し込み順）
費８００円
申５月２日午後５時までに町田第３高
齢者支援センター（☎７１０・３３７８）へ。

◇
講①認知症予防サポートセンター職
員②高齢者支援センター職員
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
※当日についての詳細は、各高齢者
支援センターへお問い合わせ下さ
い。

多 摩・ 三 浦 丘 陵 
ウ ォ ー キ ン グ ラ リ ー

【守り育てられた緑を感じながら、里
山ガーデンを目指す】
日５月２０日㈯午前９時～午後２時（受
付時間は午前９時～１０時、順次出発、
荒天中止）
コースＪＲ横浜線十日市場駅～にい
はる里山交流センター～新治市民の
森～三保市民の森～全国都市緑化よ
こはまフェア里山ガーデン会場（ズ
ーラシア北門付近）、全長約７㎞
定３００人程度（申し込み順）
申申込書（公園緑地課〔市庁舎８階〕
に有り）に記入し、４月１７日～５月１５
日にＦＡＸでウォーキングラリー事
務局（返０３・３２７２・６０１７）へ（多摩・
三浦丘陵トレイルホームページで申
し込みも可）。
問公園緑地課☎７２４・４３９７
５月２２日から受付開始

住 宅 バ リ ア フ リ ー 化 
改 修 工 事 助 成 金
　住宅のバリアフリー化のための改
修工事に対する助成制度です。市内
事業者が施工する工事が対象です。
※既に契約や着工している工事に関
しては助成の対象外です。
受付期間５月２２日～６月２日
※予定件数を超えた場合は抽選です。
※詳細は、住宅課へお問い合わせい
ただくか、町田市ホームページをご
覧下さい。
問住宅課☎７２４・４２６９

　設備更新工事のため、施設貸出
を一時中止します。まちだ施設案
内予約システムの団体登録で、ホ
ームグラウンドを堺市民センター
にしている団体は、施設を変更す
ることができます。詳細はお問い
合わせ下さい。ご理解ご協力をお
願いします。
※行政窓口は、工事期間中も業務
を行います。
貸出中止期間９月１日～２０１８年３
月３１日（予定）
問同センター☎７７４・０００３

　耐震補強工事のため、ホールの
貸し出しを一時中止します。期間
中は、他の公共施設等をご利用下
さい。なお、他の公共施設を予約す
る際、ホームグラウンド（抽選申込
施設）の変更手続きが必要となる
場合があります。詳細はお問い合
わせ下さい。ご理解ご協力をお願
いします。
貸出中止期間８月７日～２０１８年１
月３１日
問同センター☎７２８・００７１

堺市民センター
施設貸出を一時中止

生涯学習センター
ホールの

貸し出しを一時中止

　４月１日付けで、常勤監査委員に
高野克浩氏（１９６０年生まれ、５６歳）
が就任しました。任期は４年です。

　高野氏は税理士です。
問監査事務局☎７２４・２５４７

　武相マラソン大会は、約２０００
人が参加し、一般道を走ります。当
日は午前９時～午後１時ごろ（図師
交差点より西側は午前１１時３０分
ごろ）まで、交通規制が行われます。
　選手の走行にご協力のうえ、ご
声援をお願いします。
※交通規制の詳細は、町田警察署
（☎７２２・０１１０）へ。

※資源やごみの収集時間に遅れが
生じる場合があります。お問い合
わせは３Ｒ推進課（☎７９７・７１１１）へ。
日４月２９日㈷午前８時２０分開会、
スタートは、ハーフの部＝午前９
時、８㎞の部＝午前１１時３０分（雨
天実施、荒天中止）
※参加申し込みの受け付けは終了
しています。
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※大会の詳細は、町田市ホームページでご覧いただけます。

コース案内図（ハーフ）

常勤監査委員に高野克浩氏が就任

交通規制・選手走行にご協力を
４月２９日㈷武相マラソン第４０回記念大会開催

問武相マラソン大会事務局☎７９９・１１００、町田市スポーツ振興課☎７２４・４０３６
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選ばれ続けるまちだの実現
～町田市5ヵ年計画17－21スタート！

2017年度の主な事業と予算額

問財政課☎７２４・２１４９
2017年度予算

　「未来づくりプロジェクト」は町田市の都市の魅力を高めるため、町田市が持つ強み
と、市民生活をより充実させるための要素を結び、１０年を超える長期的な視点に立っ
て進める取り組みです。町田市基本計画「まちだ未来づくりプラン」の推進において先
導的な役割を果たす次の５つのプロジェクトで構成されています（事業名一部再掲）。
1．�地域社会づくりを基本とするまちづくりプロジェクト� ３億２８２５万円�
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

2．�町田駅周辺の魅力を向上させるプロジェクト� １億１０６８万円�
芹ヶ谷公園芸術の杜整備事業、中心市街地整備事業、創業支援・企業等立地促進事業

3．�団地再生に向けたプロジェクト� ６７５万円�
団地再生推進事業

4．�みどりを活用したまちづくりを推進するプロジェクト� ４億８２７６万円�
町田薬師池公園四季彩の杜整備事業、北部丘陵整備事業

5．基幹交通機能を強化するプロジェクト� １億４９５３万円�
　多摩都市モノレール延伸促進事業、小田急多摩線延伸促進事業、路線バス利用促進事業

「未来づくりプロジェクト」とは

※�【新規】は、２０１７年度から開始される新規事業です。
※�各枠内に示した事業は、「まちだ未来づくりプラン」に定められた４つの「まちづくり基本目標」を達成するため
に「町田市５ヵ年計画１７－２１」に位置づけられた重点事業及びそれに類する事業です。
※�複数年度にわたる事業についても、２０１７年度の予算額のみ掲載しています。
※�各事業の詳細は、冊子「平成２９年度（２０１７年度）予算概要」でお知らせしています。冊子は市政情報課（市庁舎１
階）、各市立図書館及び町田市ホームページでご覧いただけます。

予算特集

　２０１７年度の一般会計予算規模は、１４６１億５７０２万円で、対前
年度比較で５９億３０４８万円（４．２％）の増加となりました。これ
は、重度障がい者通所施設整備費などが減少したものの、将来を
見据えた投資的な事業などの財源とするため公共施設整備等基
金積立金が２２億７千万円、循環型施設整備事業費が１９億９千万
円、南町田駅周辺地区拠点整備事業費が１４億６千万円増加した
ことなどによります。

一般会計の年間歳入歳出予算

歳入歳入 目的別
歳出

性質別
歳出

繰入金
65億
6374万円

医療・生活
支援のため
764億
312万円

市政運営のため173億7758万円

保健衛生・
環境のため
141億7181万円

市税
683億

2788万円国庫支出金
264億
4958万円

都支出金
191億1308万円

市債
64億
2100万円 その他

158億
1862万円

使用料及び手数料
34億6313万円

教育のため
114億5901万円

道路・公園等
整備のため

127億7941万円

市債返済のため
65億3483万円

消防・防災のため
53億1742万円 その他（議会・産業

振興などのため）
21億1383万円

その他
37億4561万円

人件費
228億
6518万円

扶助費
487億
8011万円

公債費65億3483万円
投資的経費 
122億6445万円

物件費
214億
9229万円

補助費等
123億5291万円

繰出金
181億

2164万円

子育て世代応援事業　子育てひろば事業、一時預かり事
業などを推進し、子育て世代を応援する。�４億１８４２万円
【新規】幼保小連携推進事業　幼稚園・保育園・小学校
の連携を強化し、学びや生活の円滑な接続を図る。�
� ３１３万円
待機児童解消対策事業　民間保育所や認定こども園
の整備の支援等により定員増を図る。� ６億７７３４万円
【新規】送迎保育ステーション事業　待機児童と定員
に余裕のある施設をつなぐ、送迎保育ステーションを
整備、運営する。� ７０５０万円
子どもクラブ整備事業　町田第三中学校区に、乳幼児
とその保護者から１８歳までの青少年を対象とした子
どもクラブを整備する。� ２億１７２万円
学童保育クラブ整備事業　狭あい化及び老朽化して
いる鶴川学童保育クラブを、鶴川第三小学校内に移設
するため、教室改修工事を実施する。� ７０８６万円
冒険遊び場補助事業　子どもたちが自己の責任の下
で自由に遊びながら成長することのできる冒険遊び
場に補助を行う。� １５０３万円
鶴川第一小学校改築事業　鶴川第一小学校の給食棟
工事（２年度目）及び体育館棟工事（１年目）を実施する。
� ２億７６００万円
町田第一中学校改築事業　町田第一中学校の改築に
向け、２０１６年度の基本設計に引き続き、実施設計を行
う。� １億１９３６万円
教育の情報化推進事業　新しい学習指導要領に対応
し、タブレットなどを活用した授業を実施することに
より、児童・生徒の学習意欲を引き出し、授業の理解度
を高めていくための環境を整備する。� １億１６３７万円

将来を担う人が育つまちをつくる

その他の取り組み（行政経営改革プラン、公共施設等維持保全事業など）
公共施設等マネジメント事業　公共施設等の総合
的かつ計画的な管理を実施するための実行計画「町
田市公共施設再編計画」を策定する。� ４７４３万円
公共施設等維持保全事業　施設の安全性の確保と
財政負担の平準化を図るため、計画的に施設の長
寿命化工事を行う。� １２億６５１１万円

【新規】公共施設における行政サービス改革の推進　公共施設に
おける行政サービスのあり方を見直し、施設の量、機能、コストの
最適化を図る。� １２４５万円
（仮称）戦没者合同慰霊塔会館整備事業　戦争の悲惨さ、平和の尊
さを将来に伝えるために、戦没者合同慰霊塔の近くに（仮称）戦没
者合同慰霊塔会館を整備する。� ５３００万円

まちだの台所事情 ―貯金（基金積立金）と借金（市債）はどれくらいあるの？新公会計を活用した予算編成について

市民一人あたり予算の使い道

　基金積立金は、家計にたとえると貯金にあたるものです。
　「財政調整基金」では、歳入が足りない時に取り崩し、逆にお金が余った時には、積み立てして
年度間の財源を調整しています。
　２０１７年度末現在高見込額は、２０１６年度末と比較して３１億８１９０万円下回りますが、今後
２０１６年度の剰余金などを積み立てることで、現在高を確保します。

基金積立金（貯金）の状況

区　分 ２０１６年度末
現在高見込額

２０１７年度中増減見込み ２０１７年度末
現在高見込額当初予算積立見込額 当初予算取崩見込額

財政調整基金 ７１億６４６６万円 ２７万円 ３１億８２１７万円 ３９億８２７６万円
その他特定目的基金※ ７９億１７８７万円 ２６億９２６２万円 １０億８１５７万円 ９５億２８９２万円

合　計 15０億８253万円 2６億９2８８万円 42億６3７4万円 135億11６８万円
※�その他特定目的基金：あらかじめ使い道を決めて積み立てや取り崩しをする基金で、公共施設整備等基金や、
福祉基金などがあります。

　市債とは、家計にたとえるとローンにあたるものです。
　公共施設などをつくるために必要となる多額の資金を長期ローンとして借り、将来利用する
市民との費用負担を公平にしています。ただし、借金であることには変わりはないので、借り入
れには十分気をつけています。また、特別会計の市債は、医療収益や下水道使用料をもとに返済
していきます。

市債（借金）の状況

会計区分 ２０１６年度末
現在高見込額

２０１７年度中増減見込額 ２０１７年度末
現在高見込額起債見込額 元金償還見込額

一般会計 ７６８億１９９０万円 ６４億２１００万円 ５８億３７８４万円 ７７４億３０６万円
下水道事業会計 ４８９億７２４０万円 ２９億４９３０万円 ２８億３２４１万円 ４９０億８９２８万円
病院事業会計 １２６億３０５２万円 ７８００万円 ６億７３０６万円 １２０億３５４６万円
合　計 13８4億22８1万円 ９4億4８3０万円 ９3億4331万円 13８5億2７８０万円

※６・７面の各金額は、四捨五入による端数処理を行っているため、合計と合致しない場合があります。

億円 1367 1372 1369 1384 1385

2013 2014 2015 2016（見込）2017（見込）年度

714 738 752 768 774

653 633 617 616 611
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市債現在高の推移 ＝一般会計＝特別会計市民一人あたりに
換算すると…

※人口：４２万８５７２人
　（２０１７年１月１日現在）

財政調整基金（貯金）の残高
(2017年度末見込）
9293円

市債（借金）の残高
(2017年度末見込)
32万3231円

市民一人あたりの予
算額34万1033円の
うち、市税でどのく
らい負担しているの
ですか？

市民一人あたりの予算額に対する
市税負担額は15万9431円で、ほ
ぼ半分を占めています。
　残りの半分は、国・都支出金
10万6313円や、
基金の取り崩し
1万5315円、市
債1万4982円な
どにより賄われ
ています。

　２０１７年度一般会計予算額を、２０１７年
１月１日現在の町田市の人口（４２万８５７２
人）で割って算出しました。

　２０１２年４月から市区町村としては全国で初めて、日常の会計処理の中で複式
簿記を行う新公会計制度を導入しました。２０１６年８月に公表した「平成２７年度
（２０１５年度）町田市課別・事業別行政評価シート」では、事業の有効性・効率性の
検証により、さまざまなマネジメント上の課題を明らかにしました。２０１７年度
予算編成にあたっては、明らかになった事業のマネジメント上の課題を解決で
きるように、予算に反映させました。
　市では、ＰＤＣＡサイクルを意識した“評価から計画へ”つながる取り組みを進
めることによって、市民サービスの向上を図ります。

予算に反映�
させた取組 件　数 予算反映額

成果向上に向
けた取組強化 ６８件 １６億７４１７万円

行政運営の見
直し ２８件 －２億７７７５万円

歳入確保 １０件 ７億８８３８万円

PLAN
（計画）

（改善）
ACTION

（評価）
CHECK

DO
（実行）

予算に反映

課題解決方法の検討

成果を達成できる
ように業務を実施

「課別・事業別
行政評価シート」で
マネジメント上の
課題を明らかにする

　市の行政サービスの大部分を経理する一般会計の他に、特定
の目的を持った事業の収支を切り分けて経理する特別会計が５
つあります。
　特別会計の介護保険事業会計の予算額は、保険給付費の伸び
に伴い増加しました。

2017年度予算の全体像
【2016年度予算】

【2017年度予算】

1461億5702万円
一般会計

1461億5702万円
国民健康保険
事業会計

510億2480万円

国民健康保険
事業会計

510億2480万円

介護保険
事業会計
326億
9056万円

介護保険
事業会計
326億
9056万円

病院事業会計
154億5844万円
病院事業会計

154億5844万円

後期高齢者
医療事業会計
103億
6776万円

後期高齢者
医療事業会計
103億
6776万円
下水道事業会計
121億3522万円

1402億2654万円1402億2654万円 514億9941万円514億9941万円 308億
8036万円
308億
8036万円

166億
6772
万円

166億
6772
万円

135億6220万円135億6220万円 96億5839万円96億5839万円

総額2678億3380万円（対前年度比＋2.0％）

　市の予算は、市民の皆さんに納めていただいた税金などの収入を生かして、市がどのような事業を行っていくかを表すものです。２０１７
年度にどのような事業やサービスを行うのか、予算の概要をお知らせします。

　２０１７年度は、町田市基本計画「まちだ未来づくりプラン」の６年目であり、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。１５年後も３０年後も選ばれ
続けるまちだを実現するために、計画に位置づけられた事業が確実に目標達成
できるような予算を編成しました。
　「まちだ未来づくりプラン」に定めた４つの「まちづくり基本目標」を達成する
ために、「町田市５ヵ年計画１７－２１」に位置づけられた重点事業を中心に取り組
みます。
　また、「まちだ未来づくりプラン」の推進において先導的な役割を果たす５つ
の「未来づくりプロジェクト」を重要な取り組みとして一層の推進を図ります。

つの「まちづくり基本目標」４
将来を担う人が育つまちをつくるⅠ
安心して生活できるまちをつくるⅡ
賑わいのあるまちをつくるⅢ
暮らしやすいまちをつくるⅣ

eco

玉川学園コミュニティセンター整備事業　玉川学園コミュ
ニティセンターの建替工事及び（仮称）玉川学園前駅デッキ
を整備する。� ３億２６２３万円
新たな地域協働推進事業　中間支援組織のあり方等を決定
し、その設立準備を行う。� ２０２万円
介護施設整備事業　特別養護老人ホーム及び地域密着型サ
ービスの施設整備費の補助を行う。� ３億３７９８万円
介護人材開発事業　介護人材の確保・育成・就労継続を目的
に、介護人材開発事業を行う団体に対し、支援を行う。�
� ３０００万円
がん予防対策推進事業　がんの予防・早期発見・早期治療を
目的に、５種類のがん検診等を実施する。� ３億５６２万円
住宅耐震化促進事業・緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進
事業　住宅及び「緊急輸送道路」の沿道建築物の耐震化を促
進するため、建築物の耐震化費用を助成する。� ３億５７５万円
汚水管渠

きょ

地震対策事業（下水道事業会計）　汚水管の耐震化、避
難施設にマンホールトイレシステムを整備する。�１億９１８９万円
雨水管渠

きょ

整備事業（下水道事業会計）　浸水被害を軽減する
ため、雨水管を整備する。� ７億６３１５万円

安心して生活できるまちをつくるⅡⅠ
シティプロモーション推進事業　市の魅力を市内外
に戦略的かつ継続的に情報を発信する「次期シティ
プロモーション推進計画」を実行する。� ４０４２万円
南町田駅周辺地区拠点整備事業　２０１９年秋のまち
びらきを目指して、南町田駅周辺の土地区画整理事
業を実施するとともに、自由通路の整備や鶴間公園
再整備の設計を行う。� １７億４６４３万円
東京2０2０オリンピック・パラリンピック等国際大会
キャンプ地招致・文化プログラム推進事業　東京
２０２０オリンピック・パラリンピック等を契機とし、
スポーツ・文化・観光などあらゆる分野の振興を進
め、まちの魅力向上及び地域の活性化に取り組む。�
� ３９０６万円
町田薬師池公園四季彩の杜整備事業　町田薬師池公
園四季彩の杜を整備するための用地取得や西園の整
備、ゲートハウスの設計等を行う。� ４億５３４４万円
野津田公園スポーツの森整備事業　第二次野津田公
園整備基本計画に基づき、用地取得等を進める。ま
た、陸上競技場の施設整備として、大型映像装置の整

備や観客席増設の設計等を行う。� １１億８４２４万円　　
芹ヶ谷公園芸術の杜整備事業　芹ヶ谷公園再整備基本計画に
基づき、さわやかみどりゾーンの設計と小田急線側の密集した
樹木を間伐する。� ５５７８万円
公園・緑地整備事業　鶴川地域の観光拠点の一つとするため、
香山緑地の基本構想を策定する。また、三輪緑地に管理棟を整
備し、散策者の利便性向上を図る。� １億６７０６万円
【新規】スポーツをする場の環境整備事業　学校跡地や調整
池、都市計画道路の高架下等、限られたスペースを有効に活用
し、スポーツ施設を整備する。� １億８３１万円
中心市街地整備事業　「町田市中心市街地まちづくり計画
『“夢”かなうまちへ』」に基づき、中心市街地重点検討地区の整
備検討を進める。� ２３５７万円
外国人観光客等受入推進事業　町田市に多くの外国人観光客
を誘客するための受け入れ環境を整える。� １１１５万円
創業支援・企業等立地促進事業　市内産業の持続的な発展の
ため、創業の支援及び企業の立地を促進し、市内経済活動を活
性化させ、雇用拡大につなげて税収増加を図る。� ３１３３万円
高ヶ坂縄文時代遺跡公園整備事業　国指定史跡である高ヶ坂
縄文時代遺跡のうち、牢場・八幡平遺跡の遺跡公園整備工事を
行う。� ５０４５万円

賑わいのあるまちをつくるⅢ
暮らしやすいまちをつくる

多摩都市モノレール延伸促進事業　多摩都市モノレ
ール延伸事業実施に向けた路線計画に関する調査検
討を行う。また、導入空間の確保に向け、都市計画道
路の調査等を実施する。� ６８１８万円
小田急多摩線延伸促進事業　小田急多摩線の延伸事
業実施に向けた必要な調査を相模原市と共同で実施
する。� １０００万円
【新規】路線バス利用促進事業　小山田桜台バス停の
乗り継ぎ拠点化を図り、唐木田方面へのバス路線導
入に向けた検証運行を実施する。また、町田市役所市
民ホール前バス停の発着場を増設する。� ７１３５万円
循環型施設整備事業　循環型社会の形成に向け、熱
回収施設等（焼却施設、バイオガス化施設、不燃・粗大
ごみ処理施設）並びに、相原地区及び上小山田地区に
ごみの資源化施設の整備を進める。� ２２億５９８３万円
都市計画道路整備事業　円滑に移動できる道路網を実
現するため、都市計画道路を整備する。�４億８３２４万円

忠生5７９号線・忠生６3０号線新設改良事業　円滑� �
な通行のため、都市計画道路と生活道路を結ぶ準幹線
道路を整備する。� ２億１万円
相原駅周辺街づくり事業　相原駅西口駅前及び東口
のアクセス路沿道の土地利用を検討する。� ３５７万円
鶴川駅周辺街づくり事業　「鶴川駅周辺再整備基本方
針」に基づき、北口広場や南北自由通路の調査設計を
行う。また、南口は土地区画整理事業やアクセス路の
測量を行う。� ８６７９万円
【新規】水素ステーション誘致事業　水素社会の実現
に向け、移動式水素ステーションの誘致を行う。�
� １４４０万円
北部丘陵整備事業　里山環境の回復、保全を図るとと
もに、観光資源として活用することで、地域の活性化
を目指す。� ２９３２万円
【新規】空家対策事業　「町田市空家０

ゼロ

計画」に基づき、
空家の発生予防や未活用空家の不動産市場での流通
などを促進するため、相談窓口の設置や空家の所有者
等への支援を行う。� ９３１万円

Ⅳ

選ばれ続けるまちだの実現
～町田市5ヵ年計画17－21スタート！

子どもや障がい者、
高齢者などの
医療・生活支援のため
17万8274円
（前年度比+1392円）

市政の運営のため
4万548円（前年度比+6488円）

市民の健康やよりよい生活環境のため
3万3068円（前年度比+3141円）

道路や公園、区画整理などのため
2万9819円（前年度比+3215円）

小・中学校や文化、スポーツなど教育のため
2万6738円（前年度比－2104円）

市債の返済のため
1万5248円

消防・防災のため1万2407円 その他4932円

※前年度比1000円以上の増減があったところのみ、前年度比を掲載しています。
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日４月17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

催し・講座催し・講座
鶴見川流域水マスタープラン関連イ
ベント
鶴 見 川 源 流 祭

　源流保水の緑の中で流域交流を深
めませんか。
※直接会場へおいで下さい。
日５月１４日㈰午前１１時３０分～午後
２時３０分（雨天中止）
場都立小山田緑地本園みはらし広場
内源流コーヒー、各種展示、マッカチ
カニカニ音頭の合唱等
【源流ウォッチング】
　谷戸山や源流保水の森を巡ります

（約４．５㎞）。
※都合により内容が変更になる場合
もあります。
対小学４年生以上の方（小学生は保
護者同伴）
日５月１４日㈰午前９時～午後０時３０
分、集合は上小山田みつやせせらぎ
公園（雨天中止）
定５０人（申し込み順）

費５００円
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、５
月９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ｇｅｎｒｙｕｓａｉ－２０１７＠ｏｆｆｉｃｅ．ｅ
ｍａｉｌ．ｎｅ．ｊｐ）へ（鶴見川源流ネットワ
ークホームページで申し込みも可）。
問同事務局☎７９８・２６９３、町田市下
水道総務課☎７２４・４２９０
消費生活センター
暮 ら し の セ ミ ナ ー

【町田のくらしをもっと知ろう】
対市内在住、在勤、在学の方
日①５月１０日㈬②５月１８日㈭③５月
２５日㈭、いずれも午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
内①町田のくらしの今昔そして未来
②これならできる備える防災③町田
産野菜で地産地消
講①町田天満宮宮司・池田泉氏③

（特）たがやす　他
定各４０人（申し込み順）
申４月１８日正午～５月７日にイベン

トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０４１８Ｂ）へ。保育希望者（１歳以上
の未就学児、申し込み順に６人）は併
せて申し込みを。
問同センター☎７２５・８８０５
さがまちカレッジ
講 座 参 加 者 募 集

【毎日みつける素
す

敵
てき

な私～おしゃれ
は心のサプリメント】
対１８歳以上の方
日５月２７日㈯午後２時～４時
場なるせ駅前市民センター
内おしゃれの効果、色の心理効果、着
こなしのヒント等
講町田・デザイン専門学校ファッショ
ンデザインコース講師　友添成実氏
定２０人（抽選）
費１０００円
【本格伊勢型紙で金彩箔を使いタペ
ストリーをつくりましょう】
　女子美術大学が収蔵している小紋
柄などの伊勢型紙を使用し、和風タ
ペストリーを作ります。
対高校生以上の方
日６月３日㈯午前１０時～午後３時
場町田市生涯学習センター
講女子美術大学短期大学部講師・眞
田玲子氏
定１５人（抽選）
費５０００円（材料費含む）

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書

（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、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）に記入し、５月８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
生涯学習センターコンサート事業
まちだフレッシュコンサート

　今春、大学を卒業した若手音楽家
によるクラシックコンサートです。
対市内在住、在勤、在学の方
日５月１３日㈯午後５時開演
場生涯学習センター
定１２０人（申し込み順）
申４月１９日正午～５月９日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード１７０４１９
Ａ）へ。附室からの親子鑑賞希望者（３
組まで）は、併せて申し込みを。
※未就学児は入場できません。
問同センター☎７２８・００７１

認知症サポーター養成講座
　認知症の基礎知識や対応方法を学
びます。
対市内在住、在勤、在学の方
日５月２４日㈬午前１０時～１１時３０分
場堺市民センター
定１２０人（申し込み順）
申４月１９日正午～５月２１日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０４１９Ｒ）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

　期間中は、観光案内人による園内
ガイド、花摘み娘の衣装で記念撮影、
ぼたんの苗木販売（売り切れ次第終
了）等もあります。
※開花状況等は、町田市ホームペー
ジでお知らせします。
市ＨＰ ぼたん園開花状況  検索
開園期間４月１５日㈯～５月７日㈰、午
前８時３０分～午後４時
入園料５００円（中学・高校生２００円）
※有料は開園期間中のみ。なお、期間
中、薬師池公園の駐車料金は有料です。
※ペットを連れての入園はできません。
交通小田急線町田駅北口ＰＯＰビル
先、２１番乗り場から本町田経由野津
田車庫行き、または、鶴川駅行きバス
で「薬師ヶ丘」下車、徒歩７分。また

は、各野津田車庫行きバスで「野津田
車庫」下車、徒歩８分
期間中のイベント
日・内４月２８日㈮～５月２日㈫＝グル
メキッチンカー出店、４月３０日㈰～５
月５日㈷、午前１１時～正午＝さるびあ
亭かーこ。の紙芝居、５月３日㈷、４日㈷
＝町田名産品のれん会出店、５月５日
㈷＝ぼたんぬりえコンテスト、このほ
か野だてや音楽ステージなど日替わ
りプログラムが予定されています。
※出店やイベント内容は変更になる
ことがあります。

◇
問ぼたん園☎７３６・４４７７（有料開園
期間中のみ）、町田市公園緑地課☎
７２４・４３９９

　ご応募いただいた作品の中から、
２４人の受賞者が決定し、表彰式と作
品発表会を２月５日㈰にひなた村で
行いました。
　受賞された方々は次のとおりです

（敬称略、カッコ内は学校名と学年）。
○小学校低学年の部
【市長賞】泉和花菜（南成瀬小３年）
【教育長賞】岡真優（南四小１年）
【審査員特別賞】青木楓子（町田五小
２年）
【ひなた村賞】井上咲佳（南成瀬小３
年）、田村逸貴（鶴間小１年）、後藤沙
帆（町田五小３年）、塩田七都（南成瀬
小３年）、立石海音（高ヶ坂小３年）
○小学校高学年の部
【市長賞】羽中田紀美（南成瀬小５年）
【教育長賞】伊藤諒平（南成瀬小６年）
【審査員特別賞】木村里月花（南成瀬
小４年）
【ひなた村賞】長井小苗（町田二小５
年）、野村雪葉（三輪小５年）、小田柚

（南成瀬小５年）、田中綾（南成瀬小６

年）、鈴木瑞来（藤の台小５年）
○中学・高校の部
【市長賞】由利智尚（南成瀬中２年）
【教育長賞】阿蘓日和（鶴川二中１年）
【審査員特別賞】江波那月（鶴川二中
１年）
【ひなた村賞】杉本祐那（鶴川二中２
年）、入江颯桃（鶴川二中１年）、南部
亜紀（國學院大久我山高２年）、佐藤
慶佳（鶴川二中１年）、江良拓美（金井
中３年）
上位各３賞の作品を掲載した優秀作
品集「童話の木」をひなた村と市政情
報課（市庁舎１階）で販売しています。

　市は、節電意識の啓発を目的に、快
適に夏を過ごせるよう、ゴーヤなど
のつる性植物を窓辺に伝わせた緑の
カーテンの普及を進めています。
　今年度も、市民団体「緑のカーテン
プロジェクト」によるゴーヤの苗の
配布等を支援します。
①市民向け苗の無料配布
日５月１３日㈯、１４日㈰、午前１０時～
正午、午後１時～３時
場市庁舎正面玄関前
※市庁舎立体駐車場は有料です。
配布数３０００苗（１世帯３苗まで、申し
込み順）
②団体向け苗の無料配布
対市内の町内会・自治会、社会福祉法
人等の施設、有志の団体
日５月１５日㈪午前９時３０分～午後３
時
場下小山田苗

びょう

圃
ほ

（下小山田町、駐車場
有り）
配布数３０００苗（町内会・自治会＝
３００苗〔１００世帯分〕まで、施設・団体
＝３０苗まで、いずれも申し込み順）
③緑のカーテン普及の協力商店会を
募集
　イベントやお祭りで、ゴーヤの苗
を配布し、緑のカーテン普及に協力
いただける市内商店会を募集します。
日Ａ＝５月１３日㈯、１４日㈰、午前１０
時～正午、午後１時～３時、Ｂ＝５月１５
日㈪午前９時３０分～午後３時
場Ａ＝市庁舎正面玄関前、Ｂ＝下小山
田苗圃
配布数２４００苗（１団体６００苗まで、

申し込み順）
※Ａ・Ｂいずれかでの配布です。詳細
は、緑のカーテンプロジェクトから
申込者宛てに連絡します。
④緑のカーテン作り方講習会
　初めての方も安心して取り組める
よう、分かりやすくお伝えします。
日５月１１日㈭、午前１０時～１１時、午
後１時３０分～２時３０分（各回とも同
一内容）
場生涯学習センター
※駐車場はありません。
講恵泉女学園大学非常勤講師・山浩
美氏
定各３０人（申し込み順）
⑤「緑のカーテンプロジェクト」サポ
ーター募集
　苗の配布や講習会等の活動をお手
伝いしていただける方を募集します。
定１０人（申し込み順）
※申込者には、緑のカーテンプロジ
ェクトから個別に連絡します。
○いずれも事前申込制です
申４月１８日正午～５月９日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０４１８Ｄ）へ（②③は電話のみの受
け付け）。
※往復ハガキでも申し込めます。住所
・氏名・電話番号・申し込む項目の番
号（①～⑤）、②③は「名称、希望苗数」
を、④は「午前／午後の希望」を書き、
返信用にも宛先を明記し、５月９日ま
で（必着）に環境・自然共生課（〒１９４
－８５２０、森野２－２－２２）へ（１枚の往
復ハガキで、複数項目に申し込み可）。

町田薬師池公園四季彩の杜 ぼたん園有料開園

ぼたん・しゃくやくまつり

町田市第２０回創作童話コンクール受賞者を表彰
問ひなた村☎７２２・５７３６

緑のカーテンで節電
ゴーヤの苗を配布しますゴーヤの苗を配布します 問環境・自然共生課

☎７２４・４３９１

審査員の映画作家・大林宣彦氏、映像作家
・小林はくどう氏の講評をいただきました

ひ な た 村
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催し・講座催し・講座
生涯学習センター

市民大学人間学公開講座
【医療的ケアが必要な子どもたちと
家族の安らげる場～「もみじの家」の
現場から】
　重い病気があり、在宅での医療的
ケアを必要とするお子さんやご家族
を、どう支えていくか考えます。医療
型短期滞在施設の国立成育医療研究
センター「もみじの家」ハウスマネー
ジャーの、元ＮＨＫアナウンサー内多
勝康氏に語っていただきます。
日５月１７日㈬午後７時～９時
場生涯学習センター
定１００人（申し込み順）
申４月１９日正午～５月９日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０４１９Ｂ）へ。
問同センター☎７２８・００７１
子育てママのための

カ ラ ダ メ ン テ ナ ン ス
　赤ちゃんと一緒に参加できるセミ

ナーです。
対２歳未満のお子さんがいる女性
日５月１９日㈮午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
内ストレッチ、ヨガ、ピラティス等
講フィットネスコーチ・池田美帆氏
定８人（申し込み順）
申４月１８日正午～５月１５日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０４１８Ａ）へ。保育希望者（６か月以
上の未就学児）は併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８
配布しています～野菜を食べやすく
する！！

野 菜 料 理 レ シ ピ 集
　保育園、小学校、病院等の栄養士と
教員が考案した「簡単」「手間いらず」
のレシピに、食材や味付けのアレン
ジ方法、野菜量、調理時間、卵・乳・小
麦の使用の有無、栄養量の他、野菜の
栄養情報や、農産物の旬のカレンダ
ー等も掲載しています。
配布場所保健予防課（市庁舎７階）、
町田市保健所（中町庁舎）、健康福祉
会館、市内のアグリハウス等
問保健予防課☎７２２・７９９６

は じ め よ う、 シ ニ ア 
健 康 づ く り 講 座

【かんたん！水中運動コース】
　介護予防に興味がある方、運動を
始めたい方におすすめです。
対市内在住の全回参加できる６５歳
以上の方
※医師から運動制限を受けている方
はご遠慮下さい。
日６月７日～２８日の毎週水曜日、午
後２時～３時、全４回
場市立室内プール
内姿勢や歩行の改善・転倒予防を目
的とした水中歩行、簡単なバランス
トレーニング、下肢筋力トレーニング
定１５人（抽選、結果は５月８日ごろ発送）
費４００円（資料代、施設利用料）
申４月１９日正午～２５日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０４１９
Ｃ）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
春のゲートボール

初 心 者 教 室
　用具の持ち方からゲームの基本的
な進め方まで学べます。
※運動のできる服装でおいで下さい

（用具の貸し出しも有り）。
対市内在住の両日参加できるゲート
ボール初心者
日５月１０日㈬、１１日㈭、いずれも午
前９時３０分～午後３時３０分（予備日
１２日）、全２回
場芹ヶ谷公園
申所定の用紙（町田市ゲートボール
協会に有り）に記入し、５月２日午後３
時までに直接同協会（せりがや会館
内、☎７２２・２２５３）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
福祉講座

高次脳機能障がいとは？
　高次脳機能障がいとは、どんな障
がいか、どのような支援が必要か、専
門医が分かりやすく話します。
日５月７日㈰午後２時～４時
場市庁舎
講東京慈恵会医科大学附属第三病院
リハビリテーション科・渡邉修医師
定６０人（申し込み順）
申氏名（ふりがな）・電話番号及び、当
事者・家族・支援者等の別を明示し、
５月１日までに電話またはＦＡＸでひか
り療育園（☎７９４・０７３３返７９４・
０７７２）へ。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
混声合唱団町田フロイデ発表会「春の歓びを歌う」 ４月２３日㊐午後２時～４時 町田市文化交流センター 無料 渡辺☎７２９・１６６４ ご来場をお待ちしてます
高尾山、だれにも会わない森の山歩き教室 ５月６日㊏、１９日㊎午前１０時 ＪＲ高尾駅北口集合 １５００円 森の遊歩隊・益田☎０９０・３０９０・９８２５ 要申込み、先着１０人程度
ソフトテニス教室　藤の台ソフトテニスクラブ ５月１３日、２０日午前９時３０分から 藤の台テニスコート 無料 関谷☎７３４・２３３６ １０月も有　ラケット貸与
百人一首かるた会（小～高校生対象） ５月２０日㊏午後１時３０分～４時３０分 生涯学習センター和室１ ３００円 𠮷川☎返７２２・６３７０ 初心者の方もどうぞ
酒匂川にて室内鑑賞石を探そう会参加者募集 ５月２１日午前８時 小田急線町田駅下り待合室 交通費実費 堀泰洋☎０９０・８６８４・４７１６ 主催　武相愛石会

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集

市民の広場

おいで下さい　特定の期日に行うイベント

サークル名・活動内容 活動日時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
書道紅の会　かな文字　実用書 毎月第２・４㊎午前１０時～正午 なるせ駅前市民センター他 入会無料・月３５００円 安部☎７９６・４４４８ 初心者大歓迎　見学可
よそおい　手結びで浴衣から留袖まで 月２回㊋午前９時４５分～１１時４５分 生涯学習センター他 入会無料・月１０００円 泉春代☎７３５・５０４２ 随時見学歓迎
日本文学読書サークル「水の音」 毎月第２・４㊊午後１時～３時 町田市民フォーラム３階 入会無料・月１０００円 岡本☎７２６・４１５７ 常に見学歓迎
忠生誠吟会・健康と体力増進に役立つ 月３回㊋午前１０時～正午 忠生市民センター 入会無料・月３０００円 白石☎７３６・０８７７ ５月９日、１６日無料講習
フラダンスノヘア 月３回㊍午後６時３０分～８時 わくわくプラザ町田他 入会無料・月３０００円 俣江☎０８０・３３９４・４９３４ お気軽にお越し下さい
武術太極拳　太極拳クラブ悠悠 毎週㊏午後１時～３時 木曽森野コミュニティセン

ター 入会２０００円・月２０００円 野中☎７９３・１２４８（要電話） ４月２２日㊏は無料体験あり
太極拳＆気功／吹矢　無料体験ＯＫ 毎週㊎午後１時～３時 金井クラブ 入会無料・月３０００円 徳永美智子☎７３６・９３５０ 吹矢は午後３時３０分からです
たちばな剣友会　剣道：初心者歓迎 毎週㊏午後６時から、㊌午後７時から 堺中学校武道館 入会３０００円・月２０００円 實方（ジツカタ）☎７７１・７００８ 年長～大人まで・ＨＰ有！
山崎ブルーファイアーズ（ミニバス） 毎週㊏・㊐午前９時～正午 山崎小学校 入会５００円・月１５００円 森宗☎０９０・７８２９・３２５１ 小学生対象ミニバスケット
山登りとハイキングを楽しむ会 毎月第１㊋定例会、月３～４回山行 町田市民フォーラム 入会１０００円・月５００円 町田山百合の会・大野☎７９１・５０３１ 初心者歓迎です
鶴川歌のアルバム～みんなで歌う会 月１回主に㊎午前１０時～１１時５０分 和光大学ポプリホール鶴川 入会無料・月１０００円 村上☎７３５・５０３２ ５月１２日、６月２日に開催
なでしこハーモニー町田女声コーラス 毎週㊌午前１０時～正午 成瀬コミュニティセン

ター他 入会無料・月３０００円 松澤☎７９６・７９２４ 楽しく歌って脳トレを！
植物観察会　かしの木山愛護会主催 毎月第１㊏午前９時３０分～正午 かしの木山自然公園 入会無料・月無料 長島☎７２３・５７５６ ５月は６日㊏です
楽しくビデオ映像を作る　仲間募集！ 毎月第３㊏午後１時～５時 生涯学習センター６階 入会無料・月７００円 町田映像クラブ鳥井☎０９０・２３１１・０３２８ 初心者歓迎・見学参加無料
町田やきものの会　てびねり陶芸教室 毎月第４㊎午後１時～４時 生涯学習センター美術工芸室 入会無料・月１１００円 大川原☎０９０・８６８１・６５５３ 初心者大歓迎、材料費自費

5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（申し込み制）
申イベントダイヤル（☎724・5656
コードＡコース=170301Ｍ、Ｂコー
ス＝170301Ｎ）へ

16～35週の妊婦と
その夫 健康福祉会館

Ａコース
12日㈮

午後1時30分～4時
妊娠中の過ごし方、歯の衛生等

保健予防課
地域保健係

☎725･5127

19日㈮ 分娩経過とリラックス法等
Ｂコース 27日㈯ 午前10時～正午 もく浴実習、妊婦体験等

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 15日、29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

鶴川保健センター 8日㈪
小山市民センター 10日㈬
子どもセンターばあん 12日㈮
忠生保健センター 22日㈪

母性保健相談、母乳育児相談
申来所相談と乳房マッサージは要
予約、電話で保健予防課へ

市内在住の方
（里帰り中の方の参
加も可）

健康福祉会館 11日、18日、25日㈭ 午前10時～正午、午後1時～
3時

助産師による相談、乳房マッサ
ージ～電話相談は随時可、健康
福祉会館（☎725・5419）へ。

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
コード170315Ｐ）へ

16～35週の妊婦 健康福祉会館 25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
離乳食講習会（初期・後期）、幼児食

講習会（いずれも申し込み制）
申イベントダイヤル（☎724･5656
コード初 期=170315Ｓ、 後 期= 
170315Ｋ、幼児食=170418Y）へ

4～6か月児の保護者

健康福祉会館

初期 8日㈪、
23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8～10か月児の保護

者 後期 15日㈪、
31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 幼児食 9日㈫ 午前9時55分～11時45分 親子遊び、幼児食の話と試食

【お知らせ】５月１５日号から、掲載ルールを変更します
●おいで下さい：毎月１５日号
※掲載されたら３か月後の１５日号から申し込み可能です。
●仲間に：年２回
※１回目は５月１５日号（申込期限４月２０日）、２回目の掲載

日については５月１５日号でお知らせします。
【新しい申込用紙・掲載ルール】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
問広報課☎７２４・２１０１



10 2017．4．15 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

4月1日～30日「町田市職員募集」　 町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索

催し・講座催し・講座
町田茶道会・町田市観光おもてなし
協働事業

新緑の薬師池を楽しむ茶会
　東京都指定有形文化財の旧荻野家
住宅前でお茶会を行います。
※直接会場へおいで下さい。
日４月３０日㈰午前１０時～午後３時
３０分
場町田薬師池公園四季彩の杜薬師池
旧荻野家住宅前
費大人３００円、４～１２歳１００円　
※３歳以下無料
問町田茶道会☎７４５・９９５６、町田市
産業観光課☎７２４・２１２８

親 子 で 里 山 散 策 と 
タ ケ ノ コ ほ り 体 験
　緑豊かな北部丘陵の里山を親子で
散策し、小野路町の奈良ばい谷戸で、
タケノコほり体験を楽しみませんか

（タケノコのお土産付き）。
対中学生以下の子どもとその保護者
日４月３０日㈰午前１０時～正午ごろ
定１５家族（抽選）
費１家族１０００円（体験費用、保険料等）
申４月１７日正午～１９日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０４１７Ａ）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
介護・福祉のしごと

就 活 フ ェ アｉｎ町 田ʼ１７
　市内高齢者福祉施設・介護保険事
業所の企業説明会を開催します。
※直接会場へおいで下さい。
対就職を希望する専門学校・大学の在
学生、卒業後３年以内の既卒者、保護者
日５月１０日㈬午後１時～４時３０分
場町田市文化交流センター６階ホール
※詳細は、町田市介護人材開発セン
ター（☎８５１・９５７８）へお問い合わ
せ下さい。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６

　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。

まちだ子育てサイト 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）

●町田市民文学館～ちちんぷいぷい
　直接会場へ対市内在住の０・１歳児
とその保護者日毎月第１～３火曜日
（８月を除く）、午前１０時１０分～１１
時４０分（受付時間＝午前９時５０分～
１０時１０分、受付時間を過ぎた場合
は入室不可）場同館３階保育室内絵
本、わらべうた遊び、親子交流問同館
☎７３９・３４２０
●子どもセンターぱお～ばーすでぃ
８
　ぱおの８周年を祝うお祭りです／
直接会場へ（当日は午前１１時から開
館、駐車場は利用不可）日４月１６日㈰
午前１１時～午後３時（雨天実施）内工
作・遊びコーナー、模擬店（有料）、ス
テージ等問ぱお☎７７５・５２５８
●子どもセンターまあち開館１周年
イベント～まあち１

ワン

バースデー
　直接会場へ日４月３０日㈰午前１１
時～午後３時（当日はイベント時間
のみ開館）内ゲーム・工作コーナー、
ステージ発表等、模擬店（有料）問ま
あち☎７９４・７３６０
●ひなた村
【①春のひなた村まつり】
日５月７日㈰午前１１時～午後３時内
模擬店、工作、遊び等（一部有料）
【②糸のこ教室】

対市内在住、在学の小学２年生～１８
歳の方（小学２年生は保護者同伴）日
５月２０日㈯午後２時～４時内電動糸
のこ盤を使って、パズル等組み木の
おもちゃ作り定１０人（申し込み順）
費３００円（糸のこ１台につき）

◇
申①直接会場へ②４月１５日午前１０
時から電話でひなた村（☎７２２・
５７３６）へ。定員に満たない場合は、５
月１３日午前１０時から電話受付しま
す（１９歳以上の方の申し込みも可）。
●大地沢青少年センター～川上村子
ども自然体験塾（林業編）
　林業体験を通して、人間と自然と
のつながりを知り、山のお宝を探しま
す。夜には満天の星を見ます対市内
在住、在学の小学４～６年生日５月２０
日㈯午前８時２０分～２１日㈰午後４時
３０分、１泊２日、集合・解散は同センタ
ー第１駐車場場町田市自然休暇村（長
野県南佐久郡川上村）定３５人（抽選）
費５０００円（宿泊費、３食分の食事代、
体験料等）申ハガキに全員の住所・氏
名（ふりがな）・電話番号・性別・学年を
明記し、４月２５日まで（必着）に同セン
ター（〒１９４−０２１１、相原町５３０７−
２、☎７８２・３８００）へ（ハガキごとに抽
選、グループ単位で申し込みも可）。

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。

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。

●相原中央公園～新緑のさとやまフ
ットパス
　相原中央公園周辺の尾根道、古道
を散策します日４月３０日㈰午前９時
～午後３時ごろ（雨天中止）、集合は
午前８時５０分にＪＲ横浜線相原駅西
口講自然緑道の会会員・石坂隆氏定
２０人（申し込み順）費５００円申４月
２４日までに電話で同公園管理事務
所（☎７７２・１４４９、受付時間＝午前９
時～午後８時）へ
●野津田公園
【①自然観察教室植物編～春の植物
観察】
　大人１人での参加も歓迎です対小
学生以上の方（保護者同伴の未就学
児も可）日５月６日㈯午前９時～正午
講（有）植生技術代表・三瀬章裕氏定
２０人（申し込み順）費大人５００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
【②里山自然・クラフトサークル入会募
集】
対小学生以上の方（小・中学生は、保
護者と一緒に登録が必要、未就学児
は無料）日５月～２０１８年３月内野津
田パーククラブの農作業体験、自然
観察教室、山仕事体験、炭焼き、紙工
作教室等講野鳥の会会員、植物調査
の専門家等定１００人（申し込み順）費
年間参加費＝大人２０００円、小・中学
生５００円（保険料、材料費等込み）／
未就学児無料

◇

●町田市自然休暇村～春の登山ツア
ー
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者日６月４日㈰午前８時～６日㈫午
後４時ごろ、２泊３日、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）内自然休暇村周辺林道
散策、甲武信岳（上級登山、往復約８
時間）、清里周辺を登山・トレッキン
グ定４０人（申し込み順）／最少催行
人数３５人費大人２万４０００円（交通
費、宿泊費、１日目昼食～３日目昼食、
保険料、ガイド料含む）申４月１５日午
前９時から電話で自然休暇村（錆
０１２０・５５・２８３８）へ（５月２５日以降
の取り消しはキャンセル料が必要）
●市立総合体育館
【①障がい者卓球教室】
対１８歳以上で体育館まで
通える障がいのある方日５月１３日～
６月１０日の土曜日、午前１０時～１１
時３０分、全５回定２０人（抽選）費７００
円
【②初心者和弓教室】
対１６歳以上の方日５月２０日～７月
１５日の土曜日（６月１７日を除く）、午
前９時３０分～１１時３０分、全８回定
２５人（抽選）費５０００円
【③まちだ★こどもフェスタ】
　イベントによって入場制限、整理
券配布、先着順等有り／詳細は同館
ホームページを参照対市内在住、在
勤、在学の方（小学３年生以下は保護

場同公園
申①４月１５日午前９時から電話で同
公園へ②申込書（同公園に有り、同公
園ホームページでダウンロードも
可、電話・FAXで取り寄せも可）に記
入し、４月１７日午前９時から直接同
公園へ問同公園☎７３６・３１３１返
７３５・４５１２（受付時間＝午前９時～
午後５時、Ｊリーグ等イベントのない
土・日曜日、祝日も可）
●小野路宿里山交流館
【①茶摘み体験】
日５月７日㈰午前９時３０分～正午（小
雨実施、荒天時は翌日に順延）／作業
時間は２時間程度場同館定２０人（申
し込み順）費１０００円（茶摘み料、昼
食代込み）
【②新緑の小野路を巡るツアー】
日５月１０日㈬午前９時３０分～午後３
時ごろ（小雨実施、荒天中止）場同館
周辺定２０人（申し込み順）費１５００円
（ガイド料、昼食代、保険料込み）

◇
申①４月１９日正午から②４月１８日正
午からイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６コード①１７０４１９Ｅ②１７０４１８
Ｃ）へ問同館☎８６０・４８３５
●町田市フォトサロン～春
の薬師池公園作品展
　今年３月に開いた撮影会
の作品のほか、薬師池公園の春をと
らえた作品を展示します日５月３日
㈷～１４日㈰場・問同サロン☎７３６・
８２８１

者同伴）日５月５日㈷午前９時～午後
５時（各ゾーンにより開始時間が異
なる）内親子体操、巨大エア遊具、工
作体験、健康測定会、飲食コーナー
（有料）等

◇
申①②往復ハガキに必要事項を明記
し、①４月２２日まで②４月２９日まで
（いずれも消印有効）に同館へ（①は
同館ホームページで申し込みも可）
③直接会場へ問同館☎７２４・３４４０
●サン町田旭体育館
【町田ゼルビアバトントワ
ーリング教室】
対①２０１１年４月２日～２０１３年４月１
日生まれの幼児②小学生日５月１１日
～６月８日の木曜日、①午後３時１５分
～４時②午後４時１５分～５時３５分、
各全５回費①４０００円②５０００円（体
験参加も可、１人１回まで、各５００円）
【町田ゼルビアタッチラグビー教室】
対①２０１１年４月２日～２０１２年４月１
日生まれの幼児②小学生日５月２３日
～６月２０日の火曜日、①午後３時４５
分～４時３０分②午後４時４０分～５時
５０分、各全５回費①３０００円②３５００
円（体験参加も可、１人１回まで、各
６００円）

◇
定各２０人（抽選）申往復ハガキに必
要事項を明記し、４月２８日まで（必
着）に同館へ／体験参加希望者は当
日直接会場へ問同館☎７２０・０６１１

　大形のぼり旗約４０本が立ち並ぶ中、約２００匹もの鯉のぼりが川を渡り
ます。
※直接会場へおいで下さい。
日４月２９日㈷～５月６日㈯
場鶴見川「参道橋」上流付近
交通小田急線鶴川駅から野津田車庫行きバ
ス、または町田駅から本町田経由野津田車庫
行きバスで「田中入口」下車
※詳細は鶴見川育成会（☎７３５・３４１３）へお問い合わせ下さい。
問下水道総務課☎７２４・４２９０

鶴見川・泳げ鯉のぼり第14回
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●（公財）東京都福祉保健財団～東京
都子育て支援員研修
対市内在住、在勤の、今後子育て支援
員として就業する意欲のある方内保
育や子育て支援分野の各事業に必要
な知識や技能等を有する「子育て支
援員」の養成研修（地域保育・地域子
育て支援・放課後児童・社会的養護コ
ース）申「子育て支援員研修受講申込
書」（募集要項に添付）に記入し、４月
２５日まで（消印有効）に郵送（簡易書
留）で同財団人材育成部福祉人材養
成室子育て支援員担当へ／詳細は、
募集要項（子ども総務課〔市庁舎２
階〕で配布、東京都福祉保健財団ホー
ムページ、東京都ホームページでダ
ウンロードも可）を参照問同財団福
祉人材養成室子育て支援員担当☎

０３・３３４４・８５３３
●町田市シルバー人材センター～初
心者向けパソコン講習会
日５月９日～１２日、午前９時～正午、５
月１６日～１９日、午後１時～４時場わ
くわくプラザ町田費１コース６５００
円申ハガキに講座名・受講日・住所・
氏名・電話番号を明記し、同センター

（〒１９４－００２２、森野１－１－１５、☎
７２３・２１４７）へ
●町田市観光コンベンション協会～
“花の上三輪” の里山を巡るガイド
ウォークツアー
日５月１６日午前９時～午後３時ごろ、
集合は和光大学ポプリホール鶴川玄
関前、解散は小田急線鶴川駅前（小雨
実施）コース庚申塔～営農団地巡り
～岡上神社～熊野神社～高蔵寺～三
輪 の 里 山 ～ 馬 頭 観 音（ 約７㎞）費
１２００円（保険料、ガイド料、資料代
等）申参加者住所・氏名（ふりがな）・
電話番号・生年月日・性別を明記し、

５月１４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）情報コーナー

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①～⑦市民相談室（☎724・2102）⑧八王子少年センター（☎
042・679・1082）⑨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（24日

～28日を除く） 前週の金曜日から電話で予約

②交通事故相談 19日、26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） 21日、28日㈮ 電話予約制（随時）／午後1時30分～4時
④国税相談 18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 25日㈫
⑥登記相談 20日㈭
⑦行政手続相談 27日㈭
⑧少年相談 25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

⑨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
※土曜日は電話相談のみ

●
当
番
医
（
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

16
日
㈰

いのうえ内科クリニック（内）
鶴間1-18-13� ☎706・2630

しあわせ野医院（内）
成瀬台2-40-1� ☎739・0477

23
日
㈰

成田クリニック（内）
成瀬が丘2-23-16� ☎795・1281

若山クリニック（内）（小）
金井2-3-18� ☎736・7720

鶴間公園
南町田駅南町田駅

南町田駅西南町田駅西

保土ヶ谷バイパス
保土ヶ谷バイパス

東急田園都市線東急田園都市線

スーパー

成瀬台中

成瀬中央小

奈良三丁目
成瀬
三丁目
成瀬
三丁目

成瀬台
幼稚園

成瀬
熊ヶ谷戸公園

小川高校

銀行

成瀬駅

なるせ駅前市民センター
スーパー 成瀬駅

ガード北
成瀬駅
ガード北

至長津田至長津田小川高校入口小川高校入口

至町田至町田

ＪＲ横浜線

ＪＲ横浜線

コンビニ

藤の台小

スーパー 金井スポーツ広場

金井一丁目金井一丁目
木倉木倉

西村内科（内）
根岸2-33-3� ☎793・2677 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

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

東京消防庁
救急相談センター
♯7119または
☎042・521・2323

24時間365日
根岸根岸

町田街道町田街道

忠生中忠生中 忠生忠生

町田消防署
忠生出張所
町田消防署
忠生出張所

至
旭
町
至
旭
町

至
常
盤
至
常
盤

芝
溝
街
道

芝
溝
街
道

下根岸下根岸

小山中央小

小山保育園

多摩境敬愛
保育園

小山市民センター

小山駐在所小山駐在所

坂本橋坂本橋

←至橋本←至橋本

↑至南大沢↑至南大沢

多摩境駅多摩境駅

町田街道
町田街道

京
王
相
模
原
線

京
王
相
模
原
線
境川境川

多摩ニュー
タウン入口
多摩ニュー
タウン入口

29
日
㈷

南町田クリニック（内）（小）
鶴間3-2-2� ☎796・1555

川口内科クリニック（内）
中町1-30-24� ☎725・6206

30
日
㈰

園田クリニック（内）
南成瀬1-8-21� ☎739・7322

内山胃腸科（内）
旭町1-15-23� ☎728・1371

鶴間公園
南町田駅南町田駅

南町田駅西南町田駅西

保土ヶ谷バイパス
保土ヶ谷バイパス

東急田園都市線東急田園都市線

町田税務署

町田一小
町田シバヒロ

町田一中前町田一中前

町田税務署入口町田税務署入口

中央橋北中央橋北

中町一丁目中町一丁目

至町田至町田

小田
急線

小田
急線

→→

←←

至
玉
川
学
園
前

至
玉
川
学
園
前

町田一中

町田消防署

恩田川
恩田川

成瀬駅東成瀬駅東

成瀬ガード北成瀬ガード北

至町田至町田

至長津田至長津田
成瀬駅成瀬駅

JR横浜線
JR横浜線 成瀬駅前成瀬駅前

→

←

銀行

南成瀬小

南成瀬
中央公園

町田一中

町田シバヒロ町田四小

旭町旭町

森野森野

鎌倉
街道

鎌倉
街道

コンビニ

町田街道
町田街道

さるびあ
図書館

すみれ教室

牧内科医院（内）（小）
山崎町1921-1� ☎793・3873 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

たまがわ医院（内）
玉川学園4-16-40� ☎720・3888 歯科口腔健康診査を

受けましょう
町田市歯科医師会
☎７２６・８０１８

町田市保健予防課
☎７２５・５４３７

正和幼稚園

コンビニ

忠生地域子育て
相談センター

上山崎
入口
上山崎
入口

山崎団地入口山崎団地入口

町田市立
博物館

コンビニ 町田五小駐在所
市立博物
館入口
市立博物
館入口

鶴
川
街
道

鶴
川
街
道

●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
●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
●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前９時～午後５時）、２９日
＝成瀬台耳鼻咽喉科（☎７２９・３３４１、成瀬台３-８-１６）、３０
日＝ほづみ耳鼻いんこう科・小児科医院（☎７２８・０２７５、
南大谷１４２６-１３８）
●休日眼科急患診療（午前１０時３０分～午後５時）、３０日
＝氏川眼科医院（☎７２０・０５３０、原町田６-１-１１）

●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

15日㈯、19日㈬ 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

17日、24日㈪ 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

18日、25日㈫ 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

20日㈭ ふれあい町田
ホスピタル ☎798・1121 小山ヶ丘1-3-8

21日、28日㈮ あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

22日㈯、27日㈭ 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

26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

16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
南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

23日㈰
内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

外科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3
町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

29日㈷
内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

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

30日㈰
内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

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

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。
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♬
♪ ♫

♭

国際版画美術館企画展  

問イベントダイヤル☎７２４・５６５６、同館☎７２６・２７７１、０８６０
　１９６０年代から今日まで、縦横
無尽な創作を続ける横尾忠則氏
の新作を含むほぼ全ての版画約
２５０点を展示する大回顧展です。
○会期　４月２２日㈯～６月１８日㈰
○休館日　月曜日
○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　８００円（高校・大学生
・６５歳以上４００円、中学生以下
無料）
※４月２２日は無料です。
○会場　同館企画展示室１・２

関 連 催 事
　横尾忠則氏本人が登場するイベントもあり
ます。詳細は、同館ホームページをご覧下さい。
  横尾忠則　ＨＡＮＧＡ　ＪＵＮＧＬＥ  検索

【イベントスタジオをポスターで埋め尽く
します！】
※直接会場へおいで下さい。
○日時　４月２４日㈪～５月２日㈫の月～金
曜日、午前８時３０分～午後５時（最終日は午
後４時まで）
○会場　イベントスタジオ（市庁舎１階）

同時開催 常設展示室 「１１人のポップ・アーティスト」
○会期　６月１８日㈰まで

　椎名誠氏と目黒考二氏によって１９７６年４月に創
刊された「本の雑誌」は、当時は無名だった２人の青
年の活字への熱い思いから生まれ、個性豊かな執筆
陣が魅力となって人気を博しました。
　創刊４２年目を迎えた「本の雑誌」の世界を紹介す
る本展で、“読書の愉

たの

しみ”をお届けします。
○会　期　４月２２日㈯～６月２５日㈰
○休館日　月曜日、５月１１日㈭、６月８日㈭

○観覧時間　
　午前１０時～午後５時

関連イベント  
【椎名誠×目黒考二　対談～ぼくら
はこうやって雑誌を作ってきた】
　「本の雑誌」の編集にまつわるエピ
ソードを語っていただきます。
○日時　 ５月１３日㈯午後２時～３時

３０分
○会場　同館
○定員　８０人（申し込み順）
○申し込み　４月２０日正午～５月１１
日にイベントダイヤル（☎７２４・５６５６
コード１７０４２０Ａ）へ（申し込みは２
人まで）。

【北上次郎　講演会～プロの本好き
が語る読書のススメ】
○日時　 ５月２０日㈯午後２時～３時

３０分
○会場　同館
○定員　８０人（申し込み順）
○申し込み　４月２０日正午～５月１８
日にイベントダイヤル（☎７２４・５６５６
コード１７０４２０Ｂ）へ（申し込みは２
人まで）。

【「本の雑誌」編集者による公開編集
会議】
　誌面作りの過程を初公開します。
※直接会場へおいで下さい。
○日時　５月１４日㈰午後３時～４時
○会場　同館２階展示室
○定員　２５人（先着順）

【読書会～流動的読書会】
　詩人の武田祐子氏を進行役に毎回
１作品について感想を語り合います。
※直接会場へおいで下さい。
○日時　 ４月２８日、５月２６日、６月１６

日、いずれも金曜日、午後６
時～７時３０分

○会場　同館２階展示室
○定員　１０人（先着順）

【展示解説】
　直接会場へおいで下さい。
○日時　 ５月９日㈫、２８日㈰、６月１３

日㈫、２５日㈰、いずれも午
後２時から３０分程度

○会場　同館２階展示室

30周年記念展
　直接会場へおいで下さい。
○日時　４月２１日㈮までの月～金曜
日、午前８時３０分～午後５時
○会場　イベントスタジオ（市庁舎１階）

○内容　３０年間の活動と作品を
振り返る紹介コーナー、「とっても
ゴースト」の小道具展示、作品にち
なんだ写真が撮れるパネル等

「とってもゴースト」ホームタウン公演
　華麗なファッション業界を舞台に、
死を通して「生命の尊さ」「生きる勇気
と希望」を描いた、お洒落で骨太な“大
人の童話”です。
○対象　５歳以上の方（小学生以下は
保護者同伴）
○日時　６月２４日㈯、午後１時開演、午
後６時開演、２５日㈰午後１時開演

○会場　町田市民ホール
○定員　各８００人（申し込み順）
○料金　Ｓ席８６４０円（全席指定）
○申し込み　４月１８日午前８時３０
分から電話で町田市民ホールへ。
保育希望者（有料、６か月以上の未
就学児、申し込み順）は併せて申し
込みを。

　市内に稽古場（芹ヶ谷スタジオ）を
構える音楽座ミュージカルは、今年
で旗揚げ３０周年を迎えました。

問公演内容に関して＝町田市民ホー
ル☎７２８・４３００、その他に関して＝
町田市文化振興課☎７２４・２１８４

　薬師池公園の北西、町田ぼたん園や
ふるさと農具館・七国山ファーマーズ
センター近くの畑で、菜の花が見ごろ
を迎えます。
※お出かけは、公共交通機関をご利用
下さい。路上駐車は、近隣住民の迷惑に
なりますので、絶対におやめ下さい。
問ふるさと農具館☎７３６・８３８０（月曜
日休館）、町田市農業振興課☎７２４・
２１６６

　資源とごみの収集日程をお伝
えする「資源とごみの収集カレ
ンダー」は、毎年９月に市内全戸
へ約１９万部を配布しているほ
か、市内転入者や転居者、希望者
へも配布しています。
　会社やお店の宣伝にご利用下
さい。
※掲載できる広告の制限等があ
ります。

○対象　 市内または近隣市に事業所を有
する事業主

○費用　 １枠あたり５万円（縦３㎝×横１１
㎝）

○募集枠数　２２枠（３枠まで申し込み可）
※市内事業者を優先のうえ抽選です。
○募集期間　６月５日㈪まで
※詳細は、お問い合わせ下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・２７２３

▶《ターザンがやって
くる（緑）》１９７４年、シ
ルクスクリーン、横尾
忠則現代美術館蔵

横尾忠則　 ＨＡＮＧＡ ＪＵＮＧＬＥ
町田市民文学館

『本の雑誌』厄よけ展
－オモシロ本を求めて42年

町田市文化芸術パートナーシップ協定事業

音楽座ミュージカル３０周年記念展と
「とってもゴースト」ホームタウン公演

▶▶▶▶▶▶ 会社やお店の広告を載せませんか ◀◀◀◀◀◀

「資源とごみの収集カレンダー」広告募集「資源とごみの収集カレンダー」広告募集

○交通　小田急線町田駅北口Ｐ
ＯＰビル先２１番乗り場から本町
田経由野津田車庫行き、または
本町田経由鶴川駅行きバスで

「薬師ヶ丘」下車、徒歩約１０分

問同館☎７３９・３４２０

花だより

七国山の菜の花畑

関連イベント　村野常右衛門は野津田村出身の
民権家で、大正期は立憲政友会の
代議士、横浜倉庫や横浜日日新聞
社等の経営者として活躍しまし
た。
　本年１月、「村野常右衛門関係史
料」が町田市指定有形文化財に指定
されました。これを記念し、同史料
により、常右衛門の民権家・政治家
としての活動を中心に紹介します。
○会期　４月２９日㈷～６月１８日㈰
○休館日　月曜日
○観覧時間　午前９時～午後４時
３０分
○会場　同館企画展示室

　いずれも直接会場へ
おいで下さい。

【講演会】
　担当学芸員による講演会です。
○日時　①５月１３日②６月３日、いずれ
も土曜日、午後２時～４時
○会場　同館閲覧室
○内容　①南多摩郡県会議員不正選挙
と村野常右衛門②新自由党結成と村野
常右衛門

【ギャラリートーク】
○日時　４月２９日㈷、５月３日㈷、６月１０
日㈯、いずれも午後２時から１時間程度
○会場　同館企画展示室

村野常右衛門関係史料（前期）

村野常右衛門
（大正４年撮影）

第１回
特別展

自由民権資料館　町田市有形文化財指定記念 問同館☎７３４・４５０８
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