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● 3面 市税の納税通知書の発送と減免等のお知らせ

● 4面 5月12日は民生委員・児童委員の日
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放課 後は、新しい
「まちとも」に集合 ! !
市では2009年度から、放課後に子どもたちが安心して遊べる
居場所をつくるため、主に小学校の校庭での外遊びを見守る事業
「まちとも」
を実施してきました。
2017年度からの市の新しい計画
「町田市5ヵ年計画17-21」
では、
新たに「放課後子ども教室 まちとも」として、これまでの校庭で
の自由遊びに体験活動や学習活動を加え、地域人材による地域ぐ
るみの取り組みを実施します。
今年度は4月から10校で順次開始し、2021年度までにすべて
の学校で新しい「まちとも」に移行します。
指導課☎724・2154
問児童青少年課☎724・4097、
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「まちとも」
ってなぁに？

行った小学生です。利用料はかかりません
「まちとも」は、大人に見守られて過ごす （実費負担有り）
。
ことのできる、自由来所型の活動です。
実施
地域の実情や特性にあわせた活動が行
日に自由に来て遊んだり、活動することが われるよう、各小学校の運営協議会が運営
できます。
対象は、
「まちとも」
の利用登録を します。

これまでの放課後

新しい放課後

「まちとも」
（主に校庭での外遊び）

※シルバー人材センターに委託

新しい
「まちとも」
（外・室内遊び、
体験・学習活動）
※地域や学校、
行政が連携した運営協議会が運営

学童保育クラブ

イラスト協力／えらちはる・さかしたひなの・せきねあん・もりやまゆき・わたなべももか

人口と世帯（外国人含む）

その他の地域活動

自由に参加可能
学童保育クラブ

（前月より620 人増）／ 世帯 ： 193,144 世帯（前月より747 世帯 増）
人口 ： 429,114 人（ 男：210,638人・女：218,476人）

連携
その他の地域活動

２０１7年4月1日現在
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「今日 は なにする？」
遊び だって、勉強 だって、
やりたいことは自分 で 決める
外遊び

校庭では、草野球やサッカー、フリスビー、鬼ごっこ、
教室では、段ボールハウスづくりや、リボン編み、スラ
イムづくり、電子ピアノ、風船遊び、宿題など、
「まちと
も」
では、子どもたちがやりたいことを自分たちでルー
ルをつくって楽しんでいます。
今回は、2016年度からモデル校として新しい「まち
とも」
事業に取り組んでいる、市立小中一貫ゆくのき学
園大戸小学校の様子を紹介します。

室内遊び

広大な芝生の校庭を使い放題。
芝生に野球のマウンドの跡が
残ってしまうくらい遊んでいます。

学習活動

好きな材料を使って、
世界に一つの作品を生み出しています。

「まちとも」を支える地域の方々

遊びの前にまず宿題。隣でわいわい
遊んでいても、気にせず集中しています。学習
習慣も自然に身についています。

ボランティアコーディネーター、元教員、保護者や地域の方々、大学生ボランティアなど、多くの皆
さんが「まちとも」に関わり、遊びや学習のサポートを行っています。
「まちとも」
での日々の思い出が、
将来を担う子どもたちの町田への愛着を育んでいます。

学校と連携して

まずは見守る

社会性を身につける

思いきり過ごす

発想力にびっくり

吉田眞由美さん（まちとも部会長） 藤野澄枝さん（ボランティア）

守屋裕一校長（大戸小学校）

金子大哉さん（大学生ボランティア） 田﨑綾子さん（大学生ボランティア）

まちともは、子どもとじっ
くり向き合い、成長を見届け
ることができるのがやりがい
となっています。学校を拠点
とした地域再生というイメー
ジで毎日の活動を行っていま
す。施設利用のルールや児童
のメンタルケアなど、さまざ
まな情報を学校と共有し、連
携を深めています。

のびのびとボール遊びをす
るなど、子どもらしく活動で
きるので、子どもたちに落ち
着きが出てきました。異学年
交流だけでなく、スタッフは、
大学生から80代までいて、異
年齢交流もできるので、大人
との信頼関係も自然に築いて
います。昔の「下町」のような
雰囲気ですね。

地元の大学でボランティ
アサークルをしています。そ
の一環で、まちともに参加し
ています。子どもたちは、そ
の日の気分で、好きな遊びを
思いっきりします。校庭でサ
ッカーや野球をする子ども
のパワーを受け止めるのは
大変ですが、子どもたちから
元気をもらっています。

定年後に近所の方に声を
かけられたのが参加のきっ
かけです。心掛けていること
は、子どもたちが経験から学
べるように活動の邪魔をせ
ず、見守ることです。帰りに
子 ど も た ち か ら「 楽 し か っ
た」という言葉を聞けるのが
楽しく、私も若返った気持ち
になります。

地域の人たちも、学校の先生も、みんなを待ってるよ！
運営協議会の一員として運営を担う方や、実際に日々の子どもの遊びの見守りを行う

で
方など、地域の子どもの成長を支えていただける方を募集しています。
さん
の皆
域
」を
詳細は、まちだ子育てサイトをご覧下さい。
地
も
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まちとも 検索
せ
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教師を目指し、この学校で
学習支援のボランティアをし
ています。図工が苦手な子ど
もが、みんなにつられて工作
を始める姿をみるとうれしく
なります。気まぐれにふくら
ませた風船で、ボール遊びを
始めたり、顔を書いてみたり、
遊びのルールをつくったり、
いろいろな発想に出会えま
す。

2017年度実施校は、大戸小の他、町田第
一小、町田第二小、町田第三小、町田第六小、
本町田小、鶴川第一小、忠生第三小、小山中
央小、相原小です。

紙面で伝えきれない魅力が満載！
続きは
で
５月１日から３１日まで、
「放課後は新
しい『まちとも』に集合！ 」でも魅力
をお伝えしています。
まちテレ

検索

市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

健康案内
ぼくとわたしのデンタルケア
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対乳幼児～１８歳ぐらいの方
日６月４日㈰午前１０時３０分～午後５
時
場小田急百貨店町田店９階バンケッ
トルーム
内むし歯・歯並び相談、正しい歯の磨
き方指導
定１２０人
（申し込み順）
申５月１０日から電話で町田市歯科医
師会
（☎７２６・０５５５、受付時間＝月
～金曜日の午前１０時～正午、午後１
時～４時）へ（同会ホームペ
ージで申し込みも可）。
問保健総務課☎７２２・６７２８

募 集
町田市男女平等参画協議会

市

民

委

員

同協議会は、男女がお互いの人権
を尊重しあい、自らの意思によって

返０４２・７２４・５６００

あらゆる分野の活動に参画する機会
対年間を通じて活動できる方
が確保される「男女平等参画社会」を 【第１回実行委員会を開催します】
めざす男女平等推進計画の推進状況
日５月１８日㈭午後２時から
の把握、点検、評価などを行う協議会
場市庁舎
です。
申電話でまちだエコライフ推進公社
この「町田市男女平等参画協議会」 （☎７９７・９６１７）へ。
の市民委員を募集します。
問資源循環課☎７９７・２７３２
対市内在住で、男女平等参画社会の
町田市成人式「二十祭まちだ」
実現に向けて意欲的な方＝３人
実
行
委
員
任期７月～２０１９年３月
選考作文
当日の式典や関連イベントを企画
申募集要項を参照し、５月１７日まで
・運営する実行委員を募集します。
（必着）に直接または郵送で男女平等
思い出に残る魅力的な成人式を一緒
推進センターへ。
に作りませんか。
※募集要項を郵送希望の方は、同セ
対新成人または２０歳前後の方で、成
ンターへお問い合わせ下さい（町田
人式当日まで週１、２回程度の会議及
市ホームページでダウンロードも
び各イベントに出席できる方
可）
。
場文化振興課（市庁舎１０階）
問同センター☎７２３・２９０８
【実行委員希望者向け特別オリエン
テーションを開催します】
町田エコフェスタ２０１７
日６月１０日㈯午前１０時から１時間程
実
行
委
員
度
場市庁舎
ごみ減量、資源の再利用、再生可能
申住所・氏名・電話番号・出身中学校
な自然エネルギーの有効活用等、地
を明示し、電話またはＥメールで文化
域のよりよい環境を育てることを目
振興課〔二十祭まちだ実行委員会事
指して、１０月１日㈰に「町田エコフェ
務局〕
（☎７２４・２１８４遍ｍｃｉｔｙ１８９０
スタ」を開催予定です。
今回、その実行委員を募集します。 ＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
へ。
実行委員は、実行委員会・作業部会へ
※二十祭まちだの活動紹介は、町田
の出席、当日の準備等を行います。
市ホームページをご覧下さい。

町田市職員採用試験情報

問職員課
☎７２４・２518

ツイッターで情報発信を始めました！
【Twitter アカウント名】 町田市職員採用試験情報（町田市公式）

一般事務

職

種

身体障がい者対象一般事務
一般事務（心理学専攻）
土木技術
建築技術
電気技術
保育士
保健師
獣医師・薬剤師・衛生技術
土木技術
電気技術
保健師

Ⅰ類大卒程度

募集人員
35人

日程等

採用日
（予定）

若干名
1人

○電子申請受付
期間
Ⅰ類大卒程度
5人
5月8日 ㈪~19
若干名 日㈮午後5時
※申込受付は電 2018年4月1日
若干名 子申請のみです
若干名
Ⅰ類大卒程度
○1次試験日
若干名
6月25日㈰
若干名
社会人経験者
若干名
対象
若干名
10人

※受験資格等試験の詳細は「町田市職員採用試験実施要項」
をご確認下さい。
※「町田市職員採用試験実施要項」は町田市ホームページでダウンロードできます。ま
た、
市役所・各市民センターでも配布しています。 市ＨＰ 採用試験
検索

市税の納税通知書
の発送と減免等の
お知らせ
【納税通知書の発送について】
２０１７年度の課税額やその根拠
となる所得額、控除額等が記載さ
れた、
納税通知書・税額通知書を次
の日程で発送します。納期限まで
に納付をお願いします。
○個人の市・都民税
６月２日に発送します（第１期納
期限＝６月３０日）
。
※６５歳以上の公的年金所得のあ
る方は、
６月１５日に発送します。給
与差し引きの方は、勤務先へ税額
通知書を５月１８日に発送します。
○軽自動車税
５月１１日に発送します（納期限
＝５月３１日）
。
○固定資産税・都市計画税
５月１日に発送します（第１期納
期限＝５月３１日）
。５月１２日までに

番号間違いにご注意下さい

届かない場合は、資産税課へご連絡
下さい。
【減免制度について】
○個人の市・都民税
生活保護法の規定による保護を受
けている方、災害で住宅や家財に損
害を受けた方などは、申請により減
免が認められる場合があります。
○法人市民税
収益事業等を行っていない公益社
団法人及び公益財団法人は、申請に
より減免されます。該当すると思わ
れる法人には、個別にご案内してい
ます。
○軽自動車税
一定の障がいのある方、またはそ
の方と同一世帯の方が所有（登録）
し、障がい者自身が使用、またはその
障がい者のために使用する軽自動車
等は、申請により軽自動車税が減免
されます。ただし減免されるのは、普
通自動車、軽自動車、二輪車を含むす
べての自動車と原動機付自転車のう
ち、障がいのある方１人に対して１台

第１回

市ＨＰ 二十祭まちだ活動

検索

お知らせ
町田市北部丘陵活性化計画アクショ
ンプランを

策

定

し

ま

し

た

市では、２０１１年３月に策定した
「町田市北部丘陵活性化計画」で掲げ
た目標像の実現に向けて、具体的な
実施事業を明確にするために「町田
市北部丘陵活性化計画アクションプ
ラン」を策定しました。
この計画では、取り組みの核とな
る５つの事業を「重点事業」として、
集中的に実施します。そして、北部丘
陵全体の活性化を目指す上で、重点
事業と連携して取り組みを強化して
いくことで相乗効果が期待できる
１０の事業を掲げます。これら１５事
業を「推進事業」として位置付け、取
り組みます。
計画の冊子は、北部丘陵整備課（市
庁舎９階）、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１０００円で販売します（町田市ホ
ームページでダウンロードも可）。
問北部丘陵整備課☎７２４・２１６４

行政経営監理委員会

市では、
「市役所の生産性の向
上」と「公共施設における行政サー
ビス改革」の２つを改革の柱とす
る行政経営改革プランを着実に推
進するため、外部有識者や市長・副
市長等で構成する行政経営監理委
員会を開催します。
第１回は「市民サービスの向上と
行政経営の効率化の両立に向けて」
をテーマに意見交換を行います。

この会議の傍聴を希望される方
は、
事前にお申し込み下さい。
日５月２９日㈪午後２時～４時
場市庁舎２階市民協働おうえんル
ーム
定１５人（申し込み順）
費実費（会議資料コピー代）
申５月２３日までに電話で経営改革
室へ。
問経営改革室☎７２４・２５０３

公開している会議
会議名
町田市教育委員
会定例会
町田市情報公開
・個人情報保護運
営審議会
町田市高齢社会
総合計画審議会

3

2017．5．1

傍聴のご案内

日 時
会 場
5月12日㈮午前10 市庁舎10階会
時から
議室10－3~5

定

員

申し込み
会議当日に教育総務課（市
☎724・2172）
へ
庁舎10階、

事前に電話で市政情報課
5月15日㈪午前10 市庁舎2階会議
3人
（申し込み順）
へ
（☎724・8407）
時~正午
室2－2
5月22日㈪午後6 市庁舎2階会議 10人 事前に電話でいきいき総
時30分~8時30分 室2－1
（申し込み順）務課
へ
（☎724・2916）

に限られます。申請には、平成２９年
度軽自動車税納税通知書（納付しな
いで下さい）
・身体障害者手帳等・運
転者の運転免許証・納税義務者の印
鑑・納税義務者の番号確認書類（マイ
ナンバーカード、個人番号通知カー
ド等）
・窓口に来庁する方の身分確認
書類（運転免許証等）
・代理申請の場
合は委任状等をお持ちのうえ、５月
３１日までに市民税課（市庁舎２階）で
手続きをして下さい。
※法人等が福祉事業に専用する車両
や車検証に身体障がい者輸送用等と
記載されている車両、中国残留邦人
の方で自立支援法による支援給付を
受けている方が所有する車両等につ
いても減免となる場合があります。
※軽自動車税を納付済みの場合や申
請期限の５月３１日を過ぎた場合は、
減免を受けられませんのでご注意下
さい。
○固定資産税・都市計画税
集会所や福祉施設、また一般に開
放された遊び場や公園等、専ら公益

のために利用する固定資産（有料
で利用するものは除く）、災害等に
より価値を著しく減じられた固定
資産、生活保護法により生活扶助
を受けている方などの固定資産に
ついては、申請により減免が認め
られる場合があります。
【市税のお支払いが困難な方は納
税相談を】
災害や病気等やむを得ない理由
で納期限までに市税の支払いが困
難な方には、その事情に応じた納
税相談を実施しています。お早め
に納税課へご相談下さい。
◇
問個人の市・都民税について＝市
民税課☎７２４・２１１４、２１１７、法人
市民税について＝市民税課☎７２４
・３２７９、軽自動車税について＝市
民税課☎７２４・２１１３、固定資産税
・都市計画税について＝資産税課
☎７２４・２１１６、２１１８、２１１９、
２５３０、納税相談について＝納税
課☎７２４・２１２２

4
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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

お知らせ
家 族 介 護 者 教 室
【もの忘れ等に関する高齢者相談】
認知症の人とその家族が安心して
暮らせるまちを目指し、町田市医師
会等の協力のもと、認知症について
の身近な相談窓口「もの忘れ等に関
する高齢者相談」
を月１回、各高齢者
支援センターで開催しています。
認知症の症状や治療に関すること
等については専門医が、認知症に関
わるさまざまな悩み等については臨
床心理士が、
相談をお受けします。
家族に認知症の症状がでてきた、
病院へ行った方がよいのか等の心配
ごとがありましたらご相談下さい。

対市内在住の方
申電話で各高齢者支援センター、ま
たは各あんしん相談室へ。
【家族介護者交流会】
介護経験者への悩み相談や情報交
換、介護技術の学習会や介護用品の
紹介などを行っています。
※日時・会場等の詳細は、各高齢者支
援センター、または各あんしん相談
室へお問い合わせ下さい。
※参加には、１００～２００円程度の費
用がかかる場合があります。
対市内在住の方
申電話で各高齢者支援センター、ま
たは各あんしん相談室へ。
【徘徊高齢者探索サービス（ＧＰＳ）～
対象者を拡大します】
認知症の高齢者が行方不明になっ
た場合に、現在の位置を知らせるた
め、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。
これまで徘徊行動のある方を対象
としていましたが、徘徊の恐れのあ
る方に対象を広げました。
対市内に住所を有するおおむね６５
歳以上の在宅生活者で、認知症等の
診断を受けている方
費４００円／月（税別）
申お住まいの地域を担当する各高齢
者支援センター、または各あんしん
相談室へ。
◇
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

等についてお話しします。
※直接会場へおいで下さい。
対町田リサイクル文化センター周辺
にお住まいの方、周辺の学校に通っ
ている学生及び保護者
日①５月１９日㈮午後２時３０分～４時
②５月２０日㈯午後２時３０分～４時③
５月２０日㈯午後６時～７時３０分④５
月２８日㈰午後２時３０分～４時
場①忠生市民センターホール②小山
田小学校体育館③小山田南小学校体
育館④図師小学校体育館
定各１００人程度（先着順）
※手話通訳、要約筆記を希望する方
は、ＦＡＸまたはＥメールで循環型施
設整備課（返０５０・３１６０・５４７９遍ｍ
ｃｉｔｙ２９１０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊ
ｐ）へお問い合わせ下さい。
問循環型施設整備課☎７２４・４３８４

はい かい

新しい熱回収施設等の

工 事 説 明 会 開 催

現在の町田リサイクル文化センタ
ーの建替工事を７月ごろから開始す
る予定です。
説明会では、工事の進め方や方法

民生委員制度創設１００周年
５月１２日

問福祉総務課☎７２４・２５３７

民生委員・児童委員の日

福祉に関する

身近な相談相手
主にどんな活動をしているの？

市の関係窓口や社会福祉協議会、児童相談所など
の関係機関と連携し、相談内容に応じて、適切な福祉
サービスが受けられるよう「地域の方々と行政をつ
なぐパイプ役」
として活動しています。

相談したいときは？

民生委員・児童委員はそれぞれ担当地区を持って
活動していますので、お気軽に電話等でご連絡下さ
い。
お住まいの地域の民生委員・児童委員を知りたい
方は、
福祉総務課へお問い合わせ下さい。

秘密は守ってくれるの？

民生委員は法律により守秘義務が課されており、
活動上で知った個人のプライバシーは厳守します。
守秘義務は委員を退任した後も課されますので、安
心して相談して下さい。

ＰＲ展を実施します

民生委員・児童委員の活動を多くの方に知ってい
ただくため、５月８日㈪～１２日㈮に、イベントスタジ
オ（市庁舎１階）で民生委員制度１００年の歴史や、活
動紹介等のパネル展示を実施します。会場でアンケ
ートに回答していただいた方に、東京都民生委員・児
童委員キャラクター「ミンジー」のミニタオル・シー
ル等を差し上げます。
※数に限りがあります。

現在、町田市では、２２６人の民生委員・児童委
員（主任児童委員１７人を含む）が活動していま
す。市民の皆さんが安心して暮らせるよう、
地域
に暮らす身近な相談相手として、高齢で暮らし
や健康に不安がある、自分や家族の医療や介護、
子育ての心配ごとや不安など、福祉に関する悩
みや問題を伺い、
必要な支援を行っています。

市民の皆さんと地域・行政をつなぐ、地域に根ざした活動
●民生委員・児童委員
●主任児童委員

関係機関・団体と
連携・協力

暮らしの中の心配・
困りごとをサポート
例えば…
○高齢者・障がい者に
関する相談
○子育てに関する相談
など

相談・
支援

ネットワークづくり

パイプ役

・市役所
・社会福祉協議会
・高齢者支援センター
・子育て相談センター
・学校等

地域の自治会・町内会や関係機関と連携・協力

民生委員制度創設１００周年を迎えて
“見つめ直し思うこと” 町田市民生委員児童委員協議会
代表会長

民生委員・児童委員は、
それぞれの地域で、皆さ
んとご一緒に「誰もが安心して暮らすこと
ができる地域」を目指し、地域の皆さんの身
近な相談相手になれるよう心掛けて活動し
てきました。
民生委員制度創設１００周年という歴史の
中で、家族のあり方も変わりましたが、誰も
が健康で幸せを願う思いは同じです。
民生委員制度も時代とともに少しずつそ
の姿を変えてきましたが、常に「人々の幸せ
のために」という先達の思いが引き継がれ

青山

豊子さん

て、今日の福祉に繋がっています。
子育て支援活動の変遷にも、先達の思い
を受け継ぎ、地域の「子育てサロン活動」の
取り組みが始まりました。地域の皆さんや
保育園、民生委員・児童委員が協働して開催
しています。乳幼児と保護者、高齢の方にも
ご参加いただき、ふれあいの場所となって
います。
地域の皆さんと共に支え合い助け合いな
がら、協働して住み良い“いいことふくらむ
まちだ”になりますよう願う日々です。

民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委
嘱された非常勤の地方公務員です。給与の支給はなく、
ボランティアとして活動しています（任期は３年、再任
可）。また、児童福祉法により児童委員を兼務していま
す。厚生労働大臣の指名を受けた、子どもの問題を専門
に担当する主任児童委員も活動しています。

東京都民生委員・児童委員
キャラクター「ミンジー」

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

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

洗剤の計量スプーン、ペットボトル
のふた、パン袋の留め具、インクカー
トリッジ、小型家電
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

お知らせ
車ごと出店できる！

指定管理者を募集します

ま ち エ コ・ フ リ ー マ ー
ケ ッ ト 出 店 者 募 集

市HP 町田市ホームページ

○説明会を開催します
いずれも直接会場へおいで下さ
い。
日５月９日㈫①午前９時３０分から②
午前１０時３０分から
場市庁舎２階会議室２－１
問児童青少年課①☎７２４・2182②
☎７２４・４０９７

【①学童保育クラブ】
対学童保育クラブ、認可保育所、認証
保育所、幼稚園、認定こども園のいず
家庭で不要になったものをリユー
成年後見制度利用支援
れかの運営の実績があり、市内に事
ス
（繰り返し使う）
するフリーマーケ
務所・事業所を有する社会福祉法人、
ットの出店者を募集します。
市では、成年後見制度の利用が必
学校法人及び特定非営利活動法人
日６月４日㈰午前９時～午後２時
要な方で、申立費用及び後見人等へ
対象施設南大谷学童保育クラブ（南
場町田リサイクル文化センター隣接
の報酬の支払いが困難な場合、その
大谷８１１番地１）
地
費用を市が負担します。
指定期間２０１８年４月１日～２０２１年
定８０台
（申し込み順）
※保険者が町田市以外の方、市町村
３月３１日（３年間）
費２０００円
長の審判請求により成年後見人等が
【②子どもクラブ】
申５月１５日～２６日に直接または電
付された方及び任意後見制度は対象
対児童館、学童保育クラブ、認可保育
話でまちだエコライフ推進公社（木
外です。
所、認証保育所、保育室、認定こども 【申立費用の助成】
曽東2－1－1）
へ。
園等の子どもに関する施設の運営実
※電話申込の方は、出店者説明会及
対次のすべてに該当する申立人とな
績等があり、市内に事務所・事業所を
び出店区画の抽選を５月２７日に境川
る方 ①生活保護を受給中、または
有する法人
クリーンセンターで行います。
準じている②申立対象者の住民票が
対象施設Ⓐ南大谷子どもクラブ（南
問同公社☎７９７・９６１７、町田市３Ｒ推
町田市にある③自身について申し立
大谷２６４番地）Ⓑ（仮称）町田第三中
てを行う④申請日の翌月末までに必
進課☎７９７・０５３０
学 校 区 子 ど も ク ラ ブ（ 木 曽 東１－
ず家庭裁判所へ申し立てを行う
リサイクル広場・小山田
３７３－１１ 他）
内申し立て後に、申立費用のうち、診
桜 台 を 開 催 し ま す
指定期間Ⓐ２０１８年４月１日～２０２３
断書料・収入印紙代・郵送費・鑑定費
年３月３１日（５年間）Ⓑ２０１８年１月１
用を助成（予算の範囲となるため、予
地域の方々が身近に利用できるリ
日～２０２２年３月３１日（４年３か月）
算額に達した場合は受付終了）
サイクル広場を開催します。
◇
【報酬費用の給付】
※対象品目をお持ちのうえ、直接会
※募集要項・仕様書・申請書は、５月１
対次のすべてに該当する被後見人等
場へおいで下さい。
日㈪午前９時～１９日㈮午後５時に児
の方 ①生活保護を受給中、または
日５月２０日㈯午前１０時～午後３時
童青少年課（市庁舎２階）で配布しま
準じている②住民票が町田市にあ
場小山田桜台センター商店街アーケ
す（募集要項・仕様書は町田市ホーム
る、または施設等への入所・入居等に
ード
（小山田桜台１－２０付近）
ページでもご覧いただけます）。
伴って市外に転出した方で保険者等
対象品目陶磁器・ガラス食器、フライ
のいずれかが町田市となっている③
パンなどの家庭金物、ビデオテープ、 申５月２２日午前９時～２６日午後５時
他の助成の対象とならない④当該年
廃食用油、
ヨーグルトなどの紙容器、 に直接児童青少年課へ（郵送不可）。
度を含む直近１年間以内の分の報酬
付与の申し立てを、１月９日～３１日
民生委員・児童委員は地域の身近な相談相手です！
の間に必ず家庭裁判所へ行う
内報酬費用を被後見人等へ給付（予
算の範囲となるため、該当者の人数
により金額が変動）
４月１日に、一部の地区で担当の民生委員・児童委員の変更がありま

民生委員・児童委員に異動がありました
した。
新しい担当委員は下表のとおりです。
※その他の担当は、福祉総務課へお問い合わせ下さい。
問福祉総務課☎７２４・２５３７

民生委員・児童委員（4月異動）
地

区

地

町田第二

1丁目
玉川学園

2～4、22～25

都営成瀬
成瀬台

4丁目

南第二

南成瀬

鶴川第一

金井
金井町

鶴川第二

鶴川

問子ども総務課☎７２４・２１４３
担当委員
氏名・電話

域

2丁目
1～9
7丁目
1～4、27～32
8丁目
11～17
4丁目
全
2丁目
18～30
3丁目
全
10～12号棟

東玉川学園

児童育成手当

全

3丁目
全（除39、42）
4・5丁目 全
1～85
2283～3032
3丁目

全

4丁目

18～19、28～41

（新）
橋本秀行
☎727・1050
欠員
欠員
股木美智子
（電話番号変更）
☎719・4273
（新）
遠藤仙子
☎８１２・４５５７
（新）
中澤澄江
☎735・6037
欠員
（新）
榎本幸子
☎736・4270
（新）
岡田紀子
☎734・1319

忠生第一
忠生第二

5丁目
5
1～459、730、1417～1431、1913～ （新）
石田尚子
☎791・7390
1928、2203～2291
図師町
（新）
加藤貴一
1961～2202、2292～3484
☎791・4733
1～231、2720～2727、2730～2732、
（新）
西潟正明
下小山田町 2741～2743、2746～2751、2813～
☎797・9627
3118、3315、3352、4000～4018
B号棟 1、3
（新）
江嶋充惠
都営木曽森野アパート
☎722・9230
C号棟 全
山崎

1丁目

全

山崎団地

2街区

全

町田市ホームページ

（新）
斉藤隆雄
☎793・6544

名

称

対

◇
申１２月１１日まで（必着）。
※申し込みの前に、必ず福祉総務課
へご相談下さい。
問福祉総務課☎７２４・２５３７
大地沢青少年センター

１１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５月６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。
※１１月６日、７日、１４日、２１日、２４
日、２８日は利用できません。
町田市自然休暇村

せせらぎの里

１１月の利用～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５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）。
※１１月１４日、１５日は利用できませ
ん。
赤十字の活動にご協力下さい

５月 は 赤 十 字 運 動 月 間

日本赤十字社は、国内外における
災害や紛争による被災者への救援活
動や献血の推進など、生命と健康を
守るための活動を行っています。
町内会・自治会の方が赤十字の協
賛委員として皆さんのご家庭に活動
資金のご協力のお願いにお伺いしま
す。ご理解ご協力をお願いします。
問福祉総務課☎７２４・２５３７

該当する方は申請を

児童育成手当は、５月１日㈪から
新年度の申請を受け付けます。
新 年 度 の 資 格 は、２０１７年 度
（２０１６年 中 ）の 所 得 で 審 査 し ま
す。前年度は所得超過で支給され
なかった方や、まだ申請していな
い方等で支給対象と思われる方は
申請して下さい。
制度の概要、所得限度額（前年度
と同額）は下表のとおりです。
※既に受給中の方は、申請の必要

手当の種類と対象等
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問 問い合わせ

はありません。６月に更新手続き
として現況届をお送りします。
※２０１７年１月２日以降町田市に転
入した方は、２０１７年度の所得証
明書（区市町村によって名称が異
なる）が必要です。２０１７年１月１日
に住民登録していた区市町村から
お取り寄せ下さい。
※所得証明書等の添付書類は申請
後の提出も可能です。

象

支給月額

申請に必要なもの

1999年4月2日以降に生ま
請求者及び児童の戸
児童育成手当 れた児童を養育している、ひ 1万3500円
籍謄本、請求者の振
（育成手当） とり親家庭、または父か母が（請求翌月から）
込先が分かるもの
重度の障がいを有する家庭
身体障害者手帳1・2級、愛の
障がいの状況が分か
手帳1～3度、脳性まひ、進行
るもの（手帳、または
児童育成手当
1万5500円
性筋萎縮症のいずれかに該
所定の診断書）、請求
（障害手当）
（請求翌月から）
当する20歳未満の児童を養
者の振込先が分かる
育している方
もの

2017年度
（2016年中）
所得限度額表
扶養親族等の数
所得限度額
0人
368万4000円
1人
406万4000円
2人
444万4000円
3人
482万4000円
1人増えるごとに38万円加算

※前年度と同額

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

※所得（給与所得者は給与所得控除
後の額）から控除可能なものを控除
して所得を審査します。控除可能な
ものについては、子ども総務課へお
問い合わせ下さい。
※左記の所得限度額は、一律控除額8
万円を加算して表示しています。

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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お知らせ
福祉サポートまちだ

成年後見制度出張講座

【ご存知ですか？成年後見制度】
日①５月９日②６月１３日、いずれも火
曜日午後２時～３時
場①鶴川市民センター②木曽森野コ
ミュニティセンター
内成年後見制度
（法定後見制度）の概
要や手続きの流れ、
相談先の紹介等
定各２０人
（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、直接、電
話またはＦＡＸで町田市社会福祉協
議会福祉サポートまちだ（町田市民
フォーラム４階、☎７２０・９４６１返
７２５・１２８４）
へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７

義援金の受け付けを
延
長
し
ま
す
市 は、 各 義 援 金 の 受 け 付 け を
２０１８年３月３１日まで延長します。
※義援金は、
福祉総務課、各市民セン

該当する方は申請を

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
ター窓口でも受け付けています。
【①東日本大震災の義援金】
義援金箱設置場所福祉総務課（市庁
舎７階）、市民課（市庁舎１階）、各市民
センター、町田・南町田・鶴川の各駅
前連絡所、国際版画美術館、市立総合
体育館、町田市民ホール、市庁舎１階
のコンビニエンスストア（受付時間
＝月～金曜日の午前８時３０分～午後
５時）
※お受けした義援金は、日本赤十字
社を通じ、岩手県・宮城県・福島県・茨
城県の被災者にお届けします。
【②平成２８年熊本地震災害義援金】
義援金箱設置場所福祉総務課（市庁
舎７階）、各市民センター、町田・南町
田・鶴川の各駅前連絡所
※領収書発行希望の方は、窓口職員
にお申し付け下さい。
○ゆうちょ銀行での振替による送金
窓口での取り扱いの場合、振替手
数料は無料です。
口座番号００１３０－４－２６５０７２
加入者名日赤平成２８年熊本地震災
害義援金
※受領証発行希望の方は、振替用紙
の通信欄に「受領証希望」と明記して

各種福祉手当
問障がい福祉課☎７２４・２１４８

下表の要件に該当する方には手当が支給される場合があります。既に
受給中の方の手続きは不要です。最近転入し、前住所地で手当を受けてい
た方は新たに手続きが必要です。
手当の新規申請には、印鑑のほかに身体障害者手帳・愛の手帳・診断書
のいずれかと、転入者は所得証明書（区市町村によって名称が異なる）が
必要な場合があります。
特別児童扶養手当の申請は、世帯全員の全部の内容が記載された住民
票、
申請者と児童の戸籍謄本も必要です。
※下表の要件は概要のため、認定とならない場合もあります。詳細はお問
い合わせ下さい。

各種福祉手当一覧
手当の種類

特別児童扶
養手当

特別障害者
手当

障害児福祉
手当

心身障害者
福祉手当

重度心身障
害者手当

2017年4月1日現在

対 象
手当額
（月額）
①～③のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶
養している方 ①身体障害者手帳1～3級程度②愛
手 当 等 級１級 ＝5万
の手帳1～3度程度③日常生活に著しい制限を受け
1450円、手当等級２
る程度の障がい・精神障がいがある
級＝3万4270円
※所定の診断書で審査（手帳に代えられる場合有
※2017年3月分まで
り）
。
は1級＝5万1500円、
※児童が施設に入所中、障がいを理由とする年金
2級＝3万4300円
を受給中、保護者・配偶者・扶養義務者の所得が一
定額以上の場合は除きます。
①～③のいずれかに該当する重度の障がいがある
ため、日常生活に常時特別な介護が必要な20歳以
上の方 ①おおむね身体障害者手帳1・2級②おお
むね愛の手帳1・2度③前述と同等の障がい・精神障
2万6810円
がいがある
※2017年3月分まで
※手帳の等級に関わらず所定の診断書で審査。
は2万6830円
※施設入所者、3か月を超えて継続して入院中の
方、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上
の方は除きます。
①～③のいずれかに該当する20歳未満の方 ①お
おむね身体障害者手帳1・2級程度②おおむね愛の
手帳1・2度程度③常時介護を必要とする状態にあ
1万4580円
る障がい・精神障がいがある
※2017年3月分まで
※手帳の等級に関わらず所定の診断書で審査。
は1万4600円
※施設入所者、障がいを理由とする年金を受給中、
本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上の方
は除きます。
①～④のいずれかに該当する20歳以上65歳未満
の方 ①身体障害者手帳1・2級②愛の手帳1～3度
③脳性マヒ④進行性筋萎縮症
1万5500円
※施設入所者、所得が一定額以上の方は除きます。
精神障害者保健福祉手帳は対象になりません。
①～③のいずれかに該当する常時複雑な介護が必
要な65歳未満の方 ①重度の知的障がいで、常時
著しい精神症状がある②重度の知的障がいと重度
の身体障がいがある③両上肢及び両下肢の機能が
6万円
失われ座位困難である
※施設入所者、3か月を超えて継続して入院中の
方、所得が一定額以上の方は除きます。

※扶養義務者＝申請者と同居している父母、祖父母、子、兄弟姉妹、
孫等

下さい。
○銀行による送金
振込手数料が別途かかる可能性が
あります。
口座番号三井住友銀行すずらん支店
（普）２７８７５３０、三菱東京ＵＦＪ銀行
やまびこ支店（普）２１０５５２５、みず
ほ銀行クヌギ支店 （普）０６２０３０８
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・振込金融機関名及び支店名
を日本赤十字社本社パートナーシッ
プ推進部へご連絡下さい。
◇
問①日本赤十字社東日本大震災義援
金担当☎０３・３４３８・１３１１②日本赤
十字社本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

催し・講座
高齢運転者安全運転講習会
市では、車を運転する市民の方を
対象にした「高齢運転者安全運転講
習会」を開催しています。教習所の教
官が運転のアドバイスを行います。
実車による指導のほか、動体視力測
定やシミュレーターによる講習も行

います。
※町田ドライヴィングスクールの送
迎バスが利用できます。送迎バスの
ルート・時間については、同スクール
ホームページをご覧下さい。
日①５月２４日②６月２１日③７月５日、
いずれも水曜日午前９時１０分～午後
０時３０分
場町田ドライヴィングスクール（南
大谷）
内交通安全講話、運転適性検査、運転
実習等
定各２４人（申し込み順）
申５月１日正午から①５月１４日まで
②６月１１日まで③６月２５日までにイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６）へ。
問市民生活安全課☎７２４・４００３
ダンボールコンポストによる

生ごみ減量・資源化講習会

参加者はダンボールコンポスト１
セットをお持ち帰りいただけます。
対市内在住の方
日①５月２６日㈮午後２時～３時３０分
②５月３０日㈫午後２時～３時３０分
場①市庁舎②成瀬コミュニティセン
ター
定各１５人（申し込み順）
申５月２日正午～１８日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６コード１７０５０２
Ｂ）へ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

町田市観光まちづくり基本方針（案）
の報告が行われました

「町田市観光まちづくり基本方
針（案）」について、３月２７日に町田
市観光まちづくり基本方針策定検
討委員会委員長の西田司氏（株式
会社オンデザインパートナーズ代
表取締役）から市長に報告があり
ました。
これは、２０１６年８月に市長から
委嘱を受けた委員で構成された同
策定検討委員会が、市の観光まち
づくりについて、専門的知見から
協議してきたものです。
町田市の観光まちづくりの将来
像を「住んでよし、訪れてよし、交
流感動都市まちだ」とし、方針１
「町田市ならではの地域素材の魅
力の洗い出し・磨き上げ」、方針２
「観光まちづくりの担い手と態勢
（体制）づくり」、方針３「地域素材

が持つ魅力の伝達と交流の拡大」
の３つの方針を掲げました。
今回の報告を受けて、市では「町
田市観光まちづくり基本方針」
（２０１７年度～２０３０年度）を策定
し、方針に基づいたさまざまな取
り組みを展開し、観光まちづくり
を推進します。
問産業観光課☎７２４・２１２８

報告書を手渡す西田氏（右）

南町田拠点創出まちづくり
プロジェクトにおける
景観形成の考え方ノートを
まとめました
「南町田拠点創出まちづくりプロジェクト」では、駅および鶴間公園、民
間商業施設の一体的な再整備に官民共同で取り組むため、町田市景観審
議会において景観形成の考え方を検討いただきました。
本書は、その内容を受けて南町田駅周辺地区のまちづくりにおける、地
区全体のコンセプトやゾーン別及び全体にかかる景観配慮事項や取り組
みをまとめたものです。
市は「みんなとつくる新しいパークライフ」を全体コンセプトとし、南
町田の良好な景観づくりを進めていきます。
市ＨＰ 南町田拠点創出 検索
問地区街づくり課☎７２４・４２６７

5月5日は「子どもの日」 市内のお風呂屋さんで「しょうぶ湯」を実施します。 日・場 5月5日㈷、大蔵湯☎723・5664＝午後2時～11時、

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

催し・講座
健康講座

高齢者の栄養と食事

【食生活で健康寿命を延ばそう】
対市内在住の６０歳以上の方
日５月３１日㈬午後１時３０分～３時
場堺市民センター
内食生活で、認知症や誤嚥性肺炎を
予防する調理のポイント等を学ぶ
講町田地域活動栄養士会管理栄養士
・村上律子氏
定３０人
（申し込み順）
申往復ハガキに講座名・住所・氏名
（ふりがな）
・電話番号・年齢を明記
し、５月２２日まで
（必着）に、町田市老
人クラブ連合会
（〒１９４－００２２、森
野１－１－１５、わくわくプラザ町田３
階）
へ。
問同連合会☎７２５・４６１３、町田市高
齢者福祉課☎７２４・２１４１
ご

アクティブシニアの

えん

地域活躍を応援します

【アクティブシニア介護人材バンク
～初級研修】
介護施設で周辺業務（清掃、ベッド
メイキング、配膳、介護補助等）を主
とした就労を希望する方向けの研修
です。修了後は、町田市介護人材バン
クに登録していただきます。
日５月２４日㈬午後１時３０分～５時
場町田市民フォーラム
定３０人（申し込み順）
申電話で町田市介護人材開発センタ
ー・町田市介護人材バンク（☎８６０・
６４８０、受付時間＝祝休日を除く月
～金曜日の午前９時～午後５時）へ。
◇
対市内在住のおおむね５０歳以上で
介護施設での就労を希望する方
問いきいき総務課☎７２４・２９１６
介護の基本を学びたい方へ

基礎介護技術講習会

対市内在住の①家庭で介護をしてい
る方②介護職に就労したい、または
関心のある方③現在介護の仕事をし
ていて基本を学びたい方
日６月４日㈰午後１時～５時
場
（社福）賛育会清風園（金井）
※車での来場希望者は、申し込み時
にお申し出下さい。
内認知症の基礎知識に関する講義、
移動・移乗介助、高齢者の疑似体験等
講
（公社）東京都介護福祉士会
定４０人（申し込み順）
費③のみ４０００円（会員事業所職員
は２０００円）
申住所・氏名・電話番号を明示し、５
月２６日午後５時までに、電話または
ＦＡＸで町田市介護人材開発センタ
ー
（☎８５１・９５７８返８５１・９５７９、受
付時間＝祝休日を除く月～金曜日の
午前９時～午後５時）へ。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６

住み慣れた地域の介護事業所で働
きませんか。アクティブシニアの介
護に関わる就労を支援します。
【悠々いきいき介護職員初任者研修】
介護資格
（介護職員初任者研修・旧
ホームヘルパー２級）の取得と、キャ
リアコンサルティングなど就労支援
を行います。
日６月９日㈮～７月２１日㈮、週４日、全
２６回
場鶴川インペリアルビル（能ヶ谷）、
特別養護老人ホーム悠々園（能ヶ谷）
定２０人
（選考）
費５４００円
（テキスト代）
申履歴書と所定の申込書（悠々会〔能
ヶ谷４－３０－１〕
で配布）に記入し、６
は じ め よ う、 シ ニ ア
月６日まで（必着）に郵送またはＦＡＸ
健 康 づ く り 講 座
で悠々会
（☎７３７・７２８８、受付時間
＝祝休日を除く月～金曜日の午前９ 【かんたん！ ロコモ予防コース】
時～午後５時）
へ。
日①６月２１日、２８日、７月５日、１２日、

郵便等による不在者投票のご案内

身体に重度の障がい等があり、投票所へ行くことが困難な方は、郵便等
で投票ができます。
※郵便等投票証明書を交付するまでに、１か月以上かかることもありま
す。また、
郵便等投票証明書には有効期限があります。有効期限が過ぎた
場合、
改めて申請する必要があります。
対自身で字を書くことができ、下表のいずれかに該当する方（自身で字を
書くことが困難な方でも、代理記載制度に該当すれば対象）
申申請書
（選挙管理委員会事務局〔市庁舎９階〕に有り、希望者には郵送も
可）
に記入し、
介護保険の被保険者証、身体障害者手帳、戦傷病者手帳の写
しを添えて、
直接または郵送で選挙管理委員会事務局へ。
検索
市ＨＰ 郵便等による不在者投票
問同事務局☎７２４・２１６８

対象となる方

手帳等の種類
内 容
介護保険被保険者証 要介護状態区分
両下肢・体幹・移動機能
身体障害者手帳
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸
免疫・肝臓
両下肢・体幹
戦傷病者手帳
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸
・肝臓

等級など
要介護５
１級・２級
１級・３級
１級～３級
特別項症～第２項症
特別項症～第３項症

※上記のいずれかに該当し、身体障害者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が1級で
あると記載されている方で、
自身で字を書くことが困難な場合は、
代理記載制度が利用で
きます。
戦傷病者手帳をお持ちで代理記載制度を利用する場合はお問い合わせ下さい。
※手帳の等級が上記の等級であっても、手帳に複数の障がい名または表以外の障が
い名が記載されている場合は該当しないこともあります。

金森湯 ☎796・5926＝午後4時～11時

イベシス

いずれも水曜日、午後１時～２時３０
分②６月１５日、２２日、２９日、７月６日、
いずれも木曜日、午後１時３０分～３
時、各全４回
場①市立総合体育館②市立室内プー
ル
内ロコモ予防に効果的な筋力・バラ
ンス能力を鍛える講座、介護予防に
関するミニ講座
定①３０人②２０人（いずれも抽選、結
果は５月２６日ごろ発送）
申５月１０日正午～１６日にイベントダ
イヤル
（☎７２４・５６５６コード１７０５１０
Ｂ）へ。
【キュッとしてＧｏｏｄ！ 女性体操コ
ース】
尿失禁の悩みを持つ方等に、骨盤
底筋運動、軽い有酸素運動、筋力トレ
ーニングを行います。介護予防に関
するミニ講座もあります。
日６月７日、１４日、２１日、２８日、いずれ
も水曜日、
午前１０時～１１時３０分
場ティップネス町田（原町田）
定２０人（抽選、結果は５月２６日ごろ
発送）
申５月１０日正午～１６日にイベントダ
イヤル
（☎７２４・５６５６コード１７０５１０
Ａ）へ。
◇
対市内在住の全回参加できる６５歳
以上の方
※いずれも医師から運動制限を受け
ている方は参加できません。
費各４００円（資料代）
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

旅行編のプログラムを行います。プ
ログラム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。
対市内在住の６５歳以上の全回参加
できる方
日①事前講演会＝５月１９日㈮、プロ
グラム（全５回）＝５月２６日～６月２３
日の毎週金曜日、いずれも午前９時
３０分～１１時３０分（５月２６日のみ午
前９時から）②事前講演会＝５月３０
日㈫、プログラム（全５回）＝６月６日
～７月４日の毎週火曜日、いずれも午
前１０時～正午
場①忠生公園忠生がにやら自然館②
智光院養運寺（本町田）
内①ウォーキングを習慣化するため
の知識や方法を体験しながら学ぶ②
旅行の計画（旅程）を考え、実施する
ことを通じて、認知症になる前に考
える知的機能を積極的に使う習慣を
身につける
講事前講演会＝（特）認知症予防サポ
ートセンター職員、プログラム＝高
齢者支援センター職員
定各１５人（①抽選②申し込み順）
費各１０００円
申５月１日午前９時から①５月１０日午
後５時まで②５月２６日午後５時まで
に、電話で①忠生第１高齢者支援セ
ンター②町田第２高齢者支援センタ
ーへ。
問当日について＝①忠生第１高齢者
支援センター☎７９７・８０３２②町田
第２高 齢 者 支 援 セ ン タ ー ☎７２９・
０７４７、認知症予防教室全般に関す
ること＝町田市高齢者福祉課☎７２４
・２１４６

ロコモ予防！ 歩く力測定会

対市内在住の６５歳以上の方
日６月７日㈬午後２時〜４時
場鶴川市民センター
内立つ・歩く等の移動に必要なバラ
ンス能力や筋力を測定し、今後の生
活や運動習慣につなげて、健康づく
りに役立てる
講健康運動指導士・柴田智氏
定２０人（申し込み順）
申５月１日午前９時から電話で鶴川第
１高齢者支援センターへ。
問当日について＝鶴川第１高齢者支
援センター☎７３６・６９２７、測定会全
般に関すること＝町田市高齢者福祉
課☎７２４・２１４６

消費生活センター

くらしに役立つテスト教室

【糖分テストから考える食生活～糖
分と糖質どう違う？】
飲料、果物などの糖分測定を体験
しながら食生活を見直してみません
か？
対市内在住、在勤、在学の方
日５月３０日㈫午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講コンシューマー技術教育研究会代
表・福岡ひとみ氏
定１６人（申し込み順）
費１００円（検体費）
申５月８日正午～２５日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６コード１７０５０８
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。
問同センター☎７２５・８８０５

認知症予防教室

認知症に強い脳を作ろう！

【①ウォーキング編②旅行編】
認知症を予防するための生活習慣
等についての講話と脳の健康度テス
トを実施し、ウォーキング編または

南多摩
斎 場
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検索

保守点検に伴う 臨 時 休 業 日

火葬炉の保守点検のため、下表のとおり臨時休業します。
※詳細は南多摩斎場ホームページをご覧下さい。
問南多摩斎場☎７９７・７６４１

保守点検に伴う業務予定
火葬業務
5月17日㈬
5月18日㈭
友引日
5月19日㈮
臨時休業日
5月20日㈯

○

式場利用
告別式
通 夜
○
×

受付
電話申込
使用料
○
○

霊安室
○

×

×

×

○

×

○

×

×

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○平常どおり、
×休業
※電話申込、
霊安室の業務時間は午前8時30分～午後10時です。
※５月１８日、
１９日は使用料の払い込み等の手続きはできません。

12歳以下のお子さん
（保護者同伴に限る）
にはドリンク一本プレゼント

問 産業観光課☎724・3296
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催し・講座
認知症予防教室

みんなで美味しく認知症予防

プログラム終了後もグループの仲
間との活動継続を目指します。
対成瀬、西成瀬、高ヶ坂、成瀬台在住
の６５歳以上で全回出席できる方
日①事前講演会＝６月７日㈬午前１０
時～正午②５日間プログラム＝６月
１４日～７月１２日の毎週水曜日、午前
１０時～正午、
全５回
場南第３高齢者支援センター、成瀬
コミュニティセンター
内①認知症を予防するための生活習
慣等についての講話、脳の健康度テ
スト②新しい料理を考え、知的機能
を使うことを習慣化するための知識
や方法を学ぶ
（調理も有り）
講①
（特）
認知症予防サポートセンタ
ー職員②南第３高齢者支援センター
職員
定１５人
（申し込み順）
費１０００円
申５月２日午前９時〜６月２日に電話
で南第３高齢者支援センターへ。
問当日について＝南第３高齢者支援
センター☎７２０・３８０１、認知症予防
教室全般に関すること＝町田市高齢
者福祉課☎７２４・２１４６
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６月８日㈭、１５日㈭、２７日㈫、いず

イベント申込システム 町田市イベントダイヤル

れも午前１０時～午後１時
場町田市民フォーラム
定２０人（抽選、結果は５月２４日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申５月１０日正午～１６日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コ ー ド
１７０５１０Ｄ）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

健 康 気 象 セ ミ ナ ー
【気象予報士・天達さんに聞く「知っ
て対策！ 熱中症」】
気象予報士が、近
年の気象情報から見
る気候の変化、今夏
の傾向、
それにより起
こりやすい熱中症へ
の対策を分かりやすく解説します。
※大塚製薬（株）との協定事業による
セミナーです。
日６月７日㈬午後２時～３時３０分
場町田市民フォーラム
講フジテレビ系列「情報プレゼンタ
ーとくダネ！ 」気象キャスター・天達
武史氏
定１８０人（申し込み順）
申５月９日正午～６月２日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コ ー ド
１７０５０９Ｅ）へ。
問健康推進課☎７２４・４２３６
環境省主催

熱中症対策シンポジウム

医学やスポーツ、暮らしに関する
専門家が、熱中症の基礎的な知識、夏
の快適な暮らし方等の役立つ情報を

２０１７年１月～３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
測定場所
測定月 ７０～７９ ８０～８９ ９０～９９ １００ｄＢ
（ｄＢ）
合 計 音
ｄＢ
ｄＢ
ｄＢ
以上
１月
２０３
９５
５
０
３０３
９３.１
本町田東小学校
２月
２２１
８０
８
０
３０９
９３.６
３月
１９３
６４
７
２
２６６
１０４.０
１月
３６５
５９
２
０
４２６
９２.０
小山小学校
２月
３１３
８１
６
０
４００
９７.５
３月
４２６
５４
０
０
４８０
８９.８
１月
２４８
６８
２
２
３２０
１０１.８
町田第五小学校
２月
２７８
５８
３
１
３４０
１００.８
３月
２８６
５４
９
０
３４９
９９.２
１月
１５８
１６５
２９
０
３５２
９９.７
忠生第三小学校
２月
１６５
１４８
３１
０
３４４
９６.３
３月
１６３
８６
２３
０
２７２
９４.５
１月
２０１
１８０
６
０
３８７
９３.９
南中学校
２月
１６４
１７３
６
０
３４３
９４.０
３月
１５６
１０７
５
０
２６８
９５.２
※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

２０１７年１月～３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、騒音解消に向けて国・米軍
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 に対し要請活動を行っており、今後
住まいの町名、騒音の発生時間をお も、粘り強く要請を行ってまいりま
皆さんから頂いた苦情は、
国
聞きしています。１月～３月に頂いた す。なお、
要請の際の資料
苦情の件数は右下表のとおりです。 や米軍へ伝えるほか、
米空母ロナルド・レーガンは、 として活用しています。苦情は企画政
２０１６年１１月２１日に横須賀港に入 策課・環境保全課で電話受付している
（遍ｍｃｉ
港しました。
空母入港の数日前や、入 ほか、Ｅメール
月
件 数
出港後は町田市内で航空機騒音が多 ｔｙ４７０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉ １月 １８２件
発するため、１１月以降は多くの苦情 ｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）でも受 ２月 １３０件
３月 １０３件
け付けています。
が寄せられています。

市役所はクールビズに取り組みます

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。

提供します。
※インターネット配信による中継映
像を放映します。
日①５月２１日㈰②５月２２日㈪、いず
れも午前１０時～午後４時（途中入退
場可）
場ベストウェスタンレンブラントホ
テル東京町田
※他会場等の詳細は環境省ホームペ
ージをご覧下さい。
内①救急医療について、スポーツ競
技別・労働現場での熱中症、天気予報
の見方と熱中症対策のポイント②介
護、地方自治体、子どもの熱中症等
※②は地方自治体、民生委員、介護施
設等の関係者向けの内容です。
定各３０人程度（申し込み順）
申氏名（ふりがな）
・電話番号・ＦＡＸ
番号またはＥメールアドレス・所属
先・参加希望日を明記し、５月１８日午
後５時までにＦＡＸで平成２９年度熱
中症対策シンポジウム事務局（返０３
・６２６４・６４４５）へ（環境省ホームペ
ージで申し込みも可）。
問同事務局☎０３・６２６４・６４３３、町
田市健康推進課☎７２４・４２３６

脂質異常症予防講習会
【コレステロール・中性脂肪が気にな
る方】
対市内在住の方
日５月１８日㈭午前９時３０分～１１時
４５分
場健康福祉会館
内コレステロールや中性脂肪が気に
なる方向けのメニューの試食、保健
師・栄養士の講話、グループワーク
定３２人（申し込み順）
申５月２日正午～９日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６コード１７０５０２
Ｃ）へ。
問保健予防課☎７２２・７９９６
高次脳機能障がいのつどい

ひ

か

り

教

室

専門スタッフがさまざまな活動の
機会を提供していきます。
対次のすべてに該当する方 ①１８
歳～６５歳未満②市内在住で「高次脳
機能障がい」と診断された③家族の
同席がある④全回参加できる
日５月３１日、６月７日、２１日、７月５日、
１９日、８月２日、いずれも水曜日午後
１時～４時、全６回
場ひかり療育園
定８組（応募者多数の場合は調整）

申氏名（ふりがな）
・電話番号を明示
し、５月１５日までに電話またはＦＡＸ
でひかり療育園（☎７９４・０７３３返
７９４・０７７２）へ。
町田ファミリー・サポート・センター

子育てのお手伝いを
し て み ま せ ん か

援助会員（有償ボランティア）を募
集しています。
【保育サポート講習会】
受講後、同センターの援助会員と
して登録し、活動していただきます。
対市内在住の保育サポートができる
満２０歳以上の方
※妊婦の方は、安全のため受講をご
遠慮下さい。
日・内６月６日㈫、午前１０時～正午＝
入会説明会、午後１時～３時＝子ども
の食事、６月７日㈬、午前１０時～正午
＝保育の心、午後１時～３時＝子ども
の世話と遊び、６月８日㈭、午前１０時
～正午＝心・体の発育と病気、午後１
時～４時＝普通救命講習
※初日に会員証に貼付する写真
（縦３
㎝×横２．５㎝、裏面にボールペンで記
名、
６か月以内撮影）
をお持ち下さい。
場町田市民フォーラム
定保育サポート講習会＝４５人、
普通救
命講習＝３０人
（いずれも申し込み順）
費１４００円（普通救命講習のみ、教材
費）
申５月２９日までに電話またはＦＡＸ
で同センター（☎返７２４・０９０１）へ。
保育希望者（３歳以上の未就学児、各
回４人〔入会説明会は除く〕、全回出
席者優先）は併せて申し込みを。
問子育て推進課☎７２４・４４６８
開催します

男女雇用平等セミナー

対事業主、人事労務担当者等
日①６月２１日㈬②６月２２日㈭、いず
れも午後２時～４時
場八王子労政会館
内①均等法・育児介護休業法改正等
②セクハラ・マタハラ等の裁判例・事
例
講弁護士・今津幸子氏
定各８０人（申し込み順）
申電話またはＦＡＸで東京都労働相
談 情 報 セ ン タ ー 八 王 子 事 務 所（ ☎
０４２・６４３・０２７８返０４２・６４５・
７１８５）へ（ＴＯＫＹＯはたらくネット
ホームページで申し込みも可）。
問産業観光課☎７２４・２１２９

ＦＣ町田ゼルビアホームゲームで

マイボトルキャンペーン
小型家電＆携帯電話の無料回収

を実施

ＦＣ町田ゼルビアのホームゲーム 【小型家電＆携帯電話の無料回収】
東京２０２０オリンピック・パラ
（Ｊ２リーグ第１２節ＦＣ町田ゼルビア
対湘南ベルマーレ戦）で「マイボトル リンピック大会のメダルを、小型
キャンペーン」と「小型家電＆携帯電 家電からリサイクルした金属で作
成する、東京2020組織委員会の
話の無料回収」を同時開催します。
プロジェクトに協力するため、不
【マイボトルキャンペーン】
マイボトル（水筒）を持参した方に 要となった小型家電と携帯電話の
は、オリジナルステッカーをプレゼ 無料回収を行います。
ントします（マイボトル１本につき１ ※携帯電話は、個人情報を消去し
枚、無くなり次第終了）。無料給水コ てからお持ち下さい。
ーナーも設置します。
日５月７日㈰午後１時３０分～４時
場市立陸上競技場イベント広場（ゼルビーランド）

問３Ｒ推進課
☎７９７・０５３０

期間 5月1日
（月）
～9月30日
（土） 問庁舎活用課☎724･2165

凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

催し・講座
町田市女子

ゲ ー ト ボ ー ル 大 会

対市内在住のゲートボール愛好者で
編成する女性チーム
日５月２５日㈭午前９時～午後４時（予
備日は２６日）
場木曽山崎グラウンド
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１０日午後
３時までに直接同協会へ。
※同協会未登録の場合は、同協会（せ
りがや会館内、☎７２２・２２５３）へご
相談下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

ずれも申し込み順）
申５月９日正午から①②５月２３日ま
で③６月４日まで④５月３０日までに
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６コ
ー ド ①１７０５０９Ａ②１７０５０９Ｂ③
１７０５０９Ｃ④１７０５０９Ｄ）へ。
問同センター☎７２８・００７１
生涯学習センター

親と子のまなびのひろば

市HP 町田市ホームページ

申５月１日午前９時から電話で同セン
ター（☎７２８・００７１）へ。
国際版画美術館

銅 版 画 一 日 教 室

対高校生以上の初心者
日６月１０日㈯、１１日㈰、午前１０時３０
分～午後４時（各回とも同一内容）
場同館
内銅版画のドライポイント技法で単
色刷りの小品（約１５㎝×１２㎝）を制
作（道具、材料は同館で用意）
講版画家・馬場知子氏
定各１４人（抽選、結果は５月２５日ご
ろ郵送）
費３０００円
申５月２日正午～２１日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６コード１７０５０２
Ｈ）へ（同館ホームページで申し込み
も可）。
問同館☎７２６・２８８９

いずれも直接会場へおいで下さ
い。
【きしゃポッポ】
子育ての情報を共有して育児の工
夫を学び合うひろばです。
対市内在住の０・１歳児（２歳になった
月の月末まで）とその保護者、妊婦の
方
日５月の第１・第３・第５火曜日、６・７月
の第１～第３火曜日、いずれも午後２
生涯学習センター〜町田市民大学
時～４時（月２回まで参加可）
HATS
【パパと一緒にきしゃポッポ】
大地沢青少年センター
公
開
講
座
育児に参加したいお父さんのため
のひろばです。赤ちゃんと遊んだり、 【①青空アトリエ】
【①まちだ市民国際学～アメリカと
簡単なおもちゃを手作りします。
東アジア アメリカの外交政策の変
電動糸のこや、のこぎりなどを使
対市内在住の０・１歳児（２歳になった
化は東アジアにどのような影響を与
い、木やまゆ等で椅子やクラフトを
月の月末まで）とその父親
えるか】
作ります（特別プログラムは、母の日
日５月２８日、６月２５日、７月３０日、い
情勢の分析を聞き、日本はどうす
をイメージした作品を予定）。
ずれも日曜日午後２時～４時
ればいいのかを考えます。
※直接同センター事務室へおいで下
◇
日５月２５日㈭午後７時～９時
さい。
場同センター６階保育室
講元防衛庁長官官房長・柳澤協二氏
日５月１４日㈰午前１０時～午後３時
問同センター☎７２８・００７１
【②環境学～豪雨にそなえる流域思
（雨天実施）
考の水土砂災害】
※毎月第２日曜日に開催（開催時間
和光大学共催講座
近年各地で多発している水害や土
内であれば、何時からでも参加可）
デザインと私たちの生活
砂災害について語っていただき、防
費１００～５００円（参加プログラムに
災について一緒に考えます。
よって異なる）
「デザイン」という単語は、ｄｅｓｉｇｎ
日５月２６日㈮午後７時～９時
＝ｄｅ＋ｓｉｇｎで「当たり前の事柄を否 【②ピザ窯・薫製箱利用講習会】
講慶應義塾大学名誉教授・岸由二氏
石窯とドラム缶窯でピザを焼き、
定して考えてみる」こと、つまり「違
【③町田の歴史Ⅰ～戦国時代の町田
薫製箱で基本的な薫製をして、その
った見方での考え方」と言われてい
人びとの暮らしぶりをさぐる】
利用について学びます。講座受講後
ます。
「 デザイン思考（Ｄｅｓｉｇｎ Ｔｈｉｎ
町田近隣の史料も参考に、郷村と
は、ピザ窯・薫製箱の個人利用が可能
ｋｉｎｇ）」を学んで、デザインと私たち
農民たちに注目した解説をします。
になります。
の生活について一緒に考えてみませ
日６月６日㈫午後６時１５分～８時１５
対高校生以上の方
んか。
分
日５月２８日㈰午前１０時～午後３時
対原則全回参加できる方
講成蹊大学名誉教授・池上裕子氏
定２０人（申し込み順）
日①６月１日②６月８日③６月１５日、
【④人間学～教育の社会的意義を問
費４００円
いずれも木曜日午後７時～９時、全３
い直す】
申５月３日午前９時から電話で同セン
回
若者の非正規雇用の増加など若年
ターへ。
場生涯学習センター
労働者を取り巻く環境は依然厳しい
◇
内①デザインと暮らし〜身近にある
状況です。社会的意義のある教育に
場同センター①研修棟②野外炊事場
モノ・コトのデザイン②デザインと
ついて一緒に考えます。
問同センター☎７８２・３８００
広報〜モノを売るためのデザイン技
日６月７日㈬午後７時～９時
法③デザインと社会〜コトを整える
忠生図書館開館２周年イベント
講東京大学教授・本田由紀氏
ためのデザイン思考
大人も楽しめる紙芝居
◇
講①③和光大学教授・倉方雅行氏②
場同センター
同大学教授・近藤忠氏
町田かみしばいサークル「ふわふ
定①５８人②④各１００人③１０８人（い
定３０人（申し込み順）
わ座」による紙芝居公演です。同館開
館記念日イベントとして行います。
※直接会場へおいで下さい。
ラグビーワールドカップ２０１９開催に向けたシンポジウム
日５月１２日㈮午前１１時～正午
連続シンポジウム企画
場同館多目的室
問同館☎７９２・３４５０

ＲＷＣ２０１９を町田市から盛り上げよう！

【ラグビーワールドカップが日本にやってくる！ その時町田市は…】
手話通訳があります。
日５月２８日㈰午後６時３０分から
場和光大学ポプリホール鶴川
内①講演「ラグビーワールドカップは日本に何をもたらすか」②講演「ラ
グビーワールドカップ２０１９開催と公認キャンプ地の役割」
講①
（公財）
日本ラグビーフットボール協会・永友洋司氏②（公財）ラグビ
ーワールドカップ２０１９組織委員会戦略・レガシー局長 牧野美則氏
定２００人
（申し込み順）
申５月１１日 正 午 ～２４日 に イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コ ー ド
１７０５１１Ａ）
へ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

町田市メール配信サービス
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問 問い合わせ

で下さい。
日５月１８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＝「山代巴」
／おはなし＝「王さまノミを飼う」
（スペインの昔話）、
「地蔵浄土」
（日本
の民話）、
「ふしぎな胡弓」
（ベトナム
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、５月２日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。
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

関

連

イ

ベ

ン

ト

【①坪内祐三講演会～「本の雑誌」と
いう雑誌】
「本の雑誌」が創刊された１９７０年
代後半の出版事情、特異性や個性的
な執筆陣についてお話しいただきま
す。
日６月３日㈯午後２時～３時３０分
講文芸評論家・坪内祐三氏
【②「本の雑誌」編集者による座談会】
「本の雑誌」ができるまでの編集ウ
ラ話について、雑誌編集の過程や苦
労話も交えてお話しいただきます。
日６月１７日㈯午後２時～３時３０分
講本の雑誌社
【③沢野ひとし×木村晋介 対談～
ぼくらは一緒に大人になった】
高校からの友人で「本の雑誌」の中
心的執筆者だったお２人に、椎名誠
氏との交遊や人生の楽しみ方につい
てお話しいただきます。木村氏によ
る新作落語「椎名の手」の口演もあり
ます。
日６月２４日㈯午後２時～３時３０分
講イラストレーター・沢野ひとし氏、
弁護士・木村晋介氏
◇
場同館２階大会議室
定各８０人（いずれも申し込み順）
申①５月２日正午～６月１日②５月１６
日正午～６月１５日③５月１６日正午～
６月２２日に、イベントダイヤル（☎
７２４・５６５６コ ー ド ①１７０５０２Ａ②
１７０５１６Ａ③１７０５１６Ｂ）へ（いずれ
も申し込みは２人まで）。
検索
市ＨＰ 本の雑誌
問同館☎７３９・３４２０

町田市立博物館
休館のお知らせ
５月８日㈪～７月７日㈮は、館内
整備及び展示替えのため、休館し
ます（事務室は開室〔祝休日を除く
月～金曜日〕）。ご理解ご協力をお
願いします。
問市立博物館☎７２６・１５３１

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

市立図書館5月、6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

①②5月17日、24日、31
①ちいさい子向けおはなし会
日、6月14日、21日、28日
②おおきい子向けおはなし会
③5月12日、26日、6月9
③乳幼児向けおはなし会
日、23日
④こどもえいが会
④5月10日、6月7日

時

間

会

場

①午後2時から
②午後3時から
中央図書館
③午前10時30分
☎728・8220
から、11時から
④午後3時から

※その他、
各市立図書館でも催しを行っています。詳細は各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

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
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催し・講座
米 作 り 農 業 体 験
農業委員の指導で、米作りを体験
してみませんか。
対市内在住の全回参加できる小学生
以上の親子（中学生以上の方は１人

イベント申込システム 町田市イベントダイヤル

での参加も可）
日田植え＝５月２８日㈰、草取り＝７
月１日㈯、稲刈り＝１０月７日㈯、収穫
祭＝１１月下旬（予定）、いずれも午前
９時から（雨天実施）
場忠生公園内田んぼ
定３０人（申し込み順）
費１人１０００円
申５月１日正午～1５日にイベントダ
イ ヤ ル（ ☎ ７ ２ ４・５ ６ ５ ６ コ ー ド

子どものイベントカレンダー
●町田市民文学館～ことばであそぼ
う！ ３・４歳児あつまれ！

直接会場へおいで下さい日５月１３
日㈯午前１０時３０分～１１時４０分場
同館２階大会議室内絵本、紙芝居、わ
らべうた、
ことば遊び、童謡等上演桃
の木工房問同館☎７３９・３４２０
●子どもセンターばあん～たんじょ
う祭
日５月５日㈷午前１１時～午後３時（当
日は午前１１時に開館し、午後４時か
ら通常開館）
内ゲーム、工作、模擬店
（有料）
、ステージ発表等問ばあん☎
７８８・４１８１
●子どもセンターただＯＮ～こども
の日スペシャル
子ども委員との綱引き、しっぽと
りもあります／直接会場へおいで下
さい日５月５日㈷午前１１時～午後３
時
（当日は午前１１時に開館し、午後４
時から通常開館）
内紙飛行機作り、木
工作、
集団遊び、
軽食
（有料）等問ただ

イベントカレンダー
●忠生公園
いずれも直接会場へおいで下さい。
【定例自然観察会～青葉の頃の谷戸
観察】
ルーペをお持ちの方はご持参下さ
い（同公園で貸し出しも可）日５月７
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）
内谷戸に生息
する野草や昆虫を観察
【春の
「花と緑の交換会」】
草花や盆栽などの鉢物を持ち寄り
交換し合いませんか／出品できる植
物は、
鉢植えに限る
（ポット苗での出
品は不可）
。
植物名を記載したラベル
をつけて出品（１人１０点まで）日５月
２５日㈭午前９時３０分～１１時（受付
時間＝午前９時～９時３０分、小雨実
施）
場同公園芝生広場
◇
問同公園☎７９２・１３２６
●野津田公園
【自然観察教室 野鳥編～春の野鳥
観察 繁殖期の鳥】
対小学生以上の方（保護者同伴の未
就学児の参加も可、大人１人での参
加歓迎）日５月２０日㈯午前９時～正
午場同公園講
（公財）日本野鳥の会・
島津哲也氏定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
【バラの魅力に触れよう！ ～栽培講
座と花柄摘み体験】
対バラの知識を深めたい方、バラの
栽培でお悩みの方日５月２８日㈰午前
１０時～正午場同公園ばら広場内バ
ラ栽培の講義とお手入れ体験講町田
ばら会会長・西尾譲司氏定３０人
（申し
込み順）
費大人８００円
（保険料込み）

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。

１７０５０１Ｃ）へ。
問農業委員会事務局☎７２４・２１６６
おいで下さい

町田産新鮮野菜の販売

市内の認定農業者が
作った新鮮野菜の販売
です。
※いずれも直接会場へ
おいで下さい。

【日曜朝市】
日５月７日㈰午前７時～８時
場教育センター校庭
【市役所まち☆ベジ市】
日５月１５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

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。

ＯＮ☎７９４・６７２２
●子どもセンターまあち～土器をた
べちゃえ！
【土器片形クッキー “ドッキー” をつ
くろう】
親子で町田から発見された本物の
土器を観察し、土器にそっくりなク
ッキーづくりをします対小学生とそ
の保護者日５月１４日㈰午前１０時～
午後０時３０分、午後２時～４時３０分
講お菓子作り考古学者・下島綾美氏
等定 各１６組費１組５００円申５月３日
午前１０時３０分から直接または電話
でまあち（☎７９４・７３６０）へ
●ひなた村
【①げんきっず】
対乳幼児とその保護者日５月１１日か
ら原則木曜日午前１０時３０分～１１時
１５分場ひなた村カリヨンホール内
親子体操、手遊び、体遊び、お話等
【②ひなた村シアター】
日５月１４日㈰午前１０時３０分～１１時

３０分場ひなた村第１レクルーム内
＝講評、受け取り講陶芸教室「徳」主
「釣りキチ三平～釣り場の子ギツネ」 宰・小口徳子氏定２０人（申し込み順）
「またあえるねツバメ君」
費大人７００円、子ども３００円
【③縄文の布作り】
【⑥キンボールスポーツ教室】
対市内在住、在学の小学３年生～中
直径１２０ｃｍの大きなボール（キン
学生日５月２０日㈯午後１時～４時内
ボール）
を使ったスポーツで、大会に
縄文時代の糸・布作りのレクチャー
も参加します対市内在住、在勤、在学
定２０人（申し込み順）費３００円
の小学４年生以上の方日５月３１日㈬
【④ひなた村科学クラブ～種子ので
～７月１９日㈬、いずれも午後３時３０
き方 八重咲の花に種子ができない
分～５時、
全８回定１５人
（申し込み順）
わけ】
【⑦ピザ窯講習会】
対市内在住、在学の小学３年生～中
ピザ作りから、ドラム缶ピザ窯の
学生日５月２１日㈰午前９時３０分～正
使い方まで学びます（受講者には、今
午内種ができる仕組みの解説、花の
後ピザ窯の利用ができる修了証を交
つくりの観察講ナチュラリスト・有
付）対市内在住、在勤、在学の高校生
賀文章氏定２０人費２００円
以上の方（中学生以下は保護者同伴）
【⑤親子陶芸教室】
日６月３日㈯午前１０時～午後２時定
対市内在住、在学の全日参加できる
２０人（申し込み順）費４００円
小・中学生とその保護者日・内５月２８
◇
日㈰午前１０時～午後３時＝形作り、
申①②直接会場へ③～⑦５月１日午
６月１１日㈰午前１０時～正午＝釉 薬
前１０時から電話でひなた村（☎７２２
・５７３６）へ
がけ、６月１８日㈰午前１０時～１１時
ゆう やく

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。

◇
申５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
●町田市フォトサロン
【野津田公園ばら撮影会】
直接会場へおいで下さい
日５月２０日㈯午前１０時～正午（小雨
実施）
場同公園ばら広場
【楽しく撮影！ コンパクトデジタル
カメラ教室】
持参したカメラを使って徒歩で移
動しながら撮影をします対コンパク
トデジタルカメラをお持ちの方日６
月１７日 ㈯ 午 前１０時 ～ 午 後０時３０
分、集合は同サロン定１５人（抽選）費
１５００円申往復ハガキに住所・氏名
（ふりがな）
・電話番号・お持ちのカメ
ラの機種を明記し、５月２５日まで（必
着）に同サロンコンパクト教室係（〒
１９５－００６３、野津田町３２７２、薬師
池公園内）へ
◇
問同サロン☎７３６・８２８１
●小野路宿里山交流館
【①小野路の戦争の記憶をめぐるツ
アー】
小野路空襲体験者の案内のもと、
地域に残る戦争の跡をたどります日
５月２３日㈫午前１０時３０分～午後３
時、集合・解散は同館（小雨実施、荒天
中止）場同館周辺定２０人（申し込み
順）費１５００円（保険料、昼食代、資料
代）
【②うどん作り教室】
日５月２４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）
【③ハンマーダルシマー演奏会】
１０世紀ごろの中東に起源がある

と言われている民族楽器「ハンマー
ダルシマー」の演奏会を行います日
５月２８日㈰午後２時～３時場同館
◇
申①②５月８日正午からイベントダ
イ ヤ ル（ ☎ ７ ２ ４・５ ６ ５ ６コード ①
１７０５０８Ａ②１７０５０８Ｃ）へ③直接会
場へ問同館☎８６０・４８３５
●市立総合体育館～ジュニ
アＨＩＰＨＯＰダンス教室
対 小 学１～３年 生日６月１６
日～７月１４日の金曜日、午後４時３０
分～５時３０分、全５回定３０人（抽選）
費１４００円申同館へお問い合わせい
ただくか、同館ホームページをご覧
下さい問同館☎７２４・３４４０
●サン町田旭体育館～はじ
めてのバスケ教室
対市内在住、在学の小学５・
６年 生日６月１７日 ～７月８日 の 土 曜
日、午前１０時３０分～１１時４５分、全４
回定２０人（抽選）費１０００円申往復ハ
ガキに必要事項を明記し、５月３１日
まで（必着）に同館へ問同館☎７２０・

０６１１
●市立室内プール～小学生
水泳教室Ｘ・Ｙ
対市内在住、在学の小学生
で水泳初心者日６月９日～３０日の金
曜日、Ｘ＝午後４時３０分～５時２０分、
Ｙ＝午後５時３０分～６時２０分、各全４
回定各３０人（抽選）費各６００円申往
復ハガキに必要事項を明記し、５月
２２日まで（必着）に同プールへ問同
プール☎７９２・７７６１
●小野路公園～ショートプ
ログラム体操教室
対４０歳以上の方日毎週月
・金曜日（除外日有り、要問い合わ
せ）、①午前１０時３０分～１０時５５分
②午前１１時～１１時２５分③午後３時
～３時２５分④午後３時３０分～３時５５
分／曜日、時間によりプログラム変
更 有 り定 ① ② 各１２人 ③ ④ 各１６人
（申し込み順）費各１００円、障害者手
帳をお持ちの方は５０円申参加当日
の午前８時３０分から電話で同公園へ
問同公園☎７３７・３４２０

暮らしに関する相談
予約制の相談は、電話で①～⑤市民相談室（☎724・2102）⑥八王子少年センター（☎
042・679・1082）
へ。
検索
市HP 暮らしに関する相談
名

称

日 程
予約方法／相談時間
月～金曜日 前週の金曜日から電話で予約
①法律相談
（1日～5日は除く）※8日～１２日分は電話受付中。
②交通事故相談
10日㈬
電話受付中／午後1時30分～4時
③人権身の上相談
12日㈮
電話予約制（随時）／午後1時30分～4時
（人権侵害などの問題）
④不動産相談
9日㈫
電話予約制
（次回分まで受け付け）
／午後1時30分～4時
⑤行政手続相談
11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
⑥少年相談
9日㈫
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎721・
⑦電話による女性悩
みごと相談
（家庭、人間 月～土曜日 4842）へ/午前9時30分～午後4時（水曜日のみ午後1
関係、女性への暴力）
時～8時
〔第3水曜日は除く〕
）
※法律相談有り＝要予約
各種相談 別冊タウンページ

町田市わたしの便利帳6～9ページを参照

対 対象

凡例

日 日時

場 会場

内 内容

情報コーナー
●東京都主税局～自動車税・個人事
業税・不動産取得税 市町村窓口で
の納付受付終了のお知らせ
市町村窓口での都税の受け付け
は、
３月３１日で終了しました。自動車
税等の都税の納付は、最寄りの郵便
局、
金融機関、
コンビニエンスストア
等をご利用下さい（都税クレジット
カードお支払サイトからクレジット
カードでの納付も可、別途決済手数
料が必要）
／ＡＴＭ、口座振替、クレジ
ットカード、
インターネット・モバイ
ルバンキングで納付した場合、領収
書が発行されず、都税事務所等で納
税証明書が発行されるのは約１０日
後です。
車検が近い方は、金融機関の
窓口やコンビニエンスストアで納付
して下さい／軽自動車税は、これま
でどおり市町村窓口で納付できます
問 同 局 徴 収 部 徴 収 指 導 課 ☎０３・

急病のときは

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

市HP 町田市ホームページ

午後２時３０分（荒天中止）場小田急町
田駅東口カリヨン広場内解雇、雇止
め、賃金不払い、労働条件の変更等の
労働問題全般、再就職や職業訓練等
の相談問同センター八王子事務所☎
０４２・６４５・６１１０
●（社福）町田市社会福祉協議会～傾
聴ボランティア養成講座
詳細は町田ボランティアセンター
へ対市内在住、在勤の方日６月８日～
７月１３日の毎週木曜日、午後１時３０
分 ～４時、 全６回場 同 セ ン タ ー費
４３２０円（税込み）申往復ハガキに住
所・氏名（ふりがな）
・電話番号・年齢
・応募の動機を明記し、５月２４日ま
で（必着）に同センター（〒１９４－
００１３、原町田４－９－８）へ問同セン
ター☎７２５・４４６５
●町田ツーリストギャラリーからの
お知らせ
【①鎌倉古道上道ウォーク～成瀬・か
しの木山の新田義貞＂鞍掛の松跡＂
と鎌倉古道】
日６月２日 午 前９時４５分 ～ 午 後３時

５３２１・１１１１（内線２８・５０６）
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【一般公募（家族向・単身者向）、定期
使用住宅（若年ファミリー向、多子世
帯向）、若年ファミリー向】
単身者は都内に３年以上居住、年
齢等の要件有り／詳細は募集案内を
参照配布期間５月８日～１６日配布場
所市庁舎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、同公社町田窓口セ
ンター、都庁等（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
５月８日～１９日（必着）問同公社都営
住宅募集センター☎０５７０・０１０・
８１０（土・日曜日、祝日は除く）
●東京都労働相談情報センター～街
頭労働相談
直接会場へ対労働相談や再就職に
関することで専門機関の担当者に相
談したい方日５月１９日午前１１時～
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問 問い合わせ

４５分ごろ、集合は小田急線玉川学園
前駅改札口、解散はＪＲ横浜線町田駅
（約６㎞、小雨実施）費２０００円（保険
料、ガイド料、資料代等）
【②平家落人の町～大戸地域の神社
を巡るガイドウォークツアー】
日６月８日午前９時～午後３時ごろ、
集合・解散はＪＲ横浜線相原駅西口
（小雨実施）コース御嶽神社～正八幡
宮～大六天社～多摩送信所跡～八雲
神社～大戸観音堂～若宮八幡社（約
７㎞）費１２００円（保険料、ガイド料、
資料代等）／相原駅～相原十字路バ
ス停、上大戸バス停～相原駅の路線
バス代は自己負担
◇
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、①５
月３０日まで②６月６日までにＦＡＸで
同ギャラリー（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）

くら かけ

※いずれの機関も受診する前に必ず電話をして下さい。
※救急措置・応急処置を行います。専門的治療については、他の医療機関につなげる場合があります。

●町田市医師会休日・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）、3日＝ほづみ耳鼻いんこう科・小
児科医院（☎728・0275、南大谷1426138）

●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

●日曜日、祝休日の救急病院

所

診察日

病院名
内科系 町田病院
3日㈷
町田市民病院
外科系
南町田病院
内科系 ふれあい町田ホスピタル
4日㈷
町田病院
外科系
多摩丘陵病院
内科系 町田市民病院
5日㈷
町田慶泉病院
外科系
南町田病院
内科系 南町田病院
7日㈰
おか脳神経外科
外科系
町田慶泉病院
内科系 町田市民病院
14日㈰
あけぼの病院
外科系
町田病院

1日㈪、
8日㈪、 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491
13日㈯
2日、
9日㈫

日曜日、
祝休日の午前9時～翌朝9時

町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

6日㈯、
あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3
12日㈮
10日㈬ 南町田病院

☎799・6161 鶴間4-4-1

11日㈭ 町田病院

☎789・0502 木曽東4-21-43

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）

電 話
☎789・0502
☎722・2230
☎799・6161
☎798・1121
☎789・0502
☎797・1511
☎722・2230
☎795・1668
☎799・6161
☎799・6161
☎798・7337
☎795・1668
☎722・2230
☎728・1111
☎789・0502

住 所
木曽東4-21-43
旭町2-15-41
鶴間4-4-1
小山ヶ丘1-3-8
木曽東4-21-43
下小山田町1491
旭町2-15-41
南町田2-1-47
鶴間4-4-1
鶴間4-4-1
根岸町1009-4
南町田2-1-47
旭町2-15-41
中町1-23-3
木曽東4-21-43

●当番医（午前９時～午後５時）

３日㈷

４日㈷
成瀬小林医院（内）

木下内科胃腸科（内）
高ヶ坂3-7-11

☎728・5884 成瀬8-4-33

小田急線

至玉川学園前

町田二中

町田六小

成瀬コミュニ
ティセンター
成瀬

高瀬橋

町田二小

芹ヶ谷ひだまり荘

富医院
（内）
大蔵町109

金井入口

銀行

森野

旭町

☎726・1505 鶴川2-17-1

玉川学園前駅

鶴川シオン幼稚園

踏切

信用金庫

コンビニ

鶴川市民センター

川井田橋

川
鶴見

踏切

鶴川市民センター前
鶴川
街道

おやま内科クリニック
（内） 加藤医院（内）

小田急
町田駅

小山郵便局前

鶴川ひばり
児童公園

ちょう内科医院
（内）

鶴川街道

金井一丁目

町田
街道

馬場

ゆうき山公園
金井小

ドラッグ
ストア

スーパー
成瀬駅
ガード北

境川

JR町田駅

今井谷戸

街道
鶴川

千代ヶ丘入口

さふらん
幼稚園

町田こばと
幼稚園

金井クラブ

町田商工
会議所 榛名坂

JR町田駅前

金井５丁目
遊び場

町田市文化 中央図書館
交流センター

金井中
市立中央図書館前

伊藤診療所
（内）

☎729・5341 鶴川4-35-2

武蔵岡診療所
（内）
（小）

☎735・0166 相原町3190-10

真光寺中

和光学園

法政大学
入口

国士舘大学
町田キャンパス

☎782・6001

武蔵岡
団地

クローバー
保育園

境川

鶴川第四小

☎737・3860

森の丘入口

給水塔前

山崎
団地東

南市民センター

小中一貫
ゆくのき学園

道
街
田
町

小山小

金井小学校下 八幡神社前

小川小

南中学校東

☎710・3183 金井3-17-13

原町田中央通り

鶴川三小
鶴川二中

至薬師池公園 →
木倉

南中

町田南保育園

至玉川学園前

至相模大野

☎860・0326 玉川学園5-24-40 ☎732・8566 本町田2938-1

小山

銀行

成瀬駅東

南中学校
入口

こばやしクリニック
（内） 榛名坂たなか内科クリニック
（内）

☎734・1958 原町田6-3-3

大蔵小

至町田

成瀬駅前

成瀬駅
至長津田→

小田急
線

金井

小田急線

和光大学ポプリ
ホール鶴川

←至町田 Ｊ
Ｒ横浜
線

鶴川図書館

鶴川団地
中央

☎795・5325

柳橋公園

南成瀬
中央公園

コンビニ

岩﨑整形・形成外科クリニック
（内） 鶴川胃腸科
（内）

☎735・5655 玉川学園8-8-1

鶴川街
道

小山町233-1

町田
警察署
ガソリン
スタンド

町田市民
病院入口

南成瀬小

☎729・1616 金森東4-33-4

南成瀬小

町田市民病院

桐畑公園

14日㈰

とくとみ内科消化器科医院（内）
（小） 熊谷医院
（内）

☎732・5777 南成瀬1-19-4

スーパー

川
恩田

せりがや
冒険遊び場

７日㈰

松林クリニック
（内）

☎725・2233 旭町1-4-1

道
街
田
町

至町田

５日㈷

円林寺前
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さを
あなたの優し
に
あなたのまち
市では、地域住民の方や来訪され
た方の集いや、つながりの場所とし
て、
市内の公園にベンチを設置し、賑
わいの創造をしています。
この度、市民に支えられた親しま
れる公園づくりの一環として、記念
プレートを付けたベンチ（まちっこ

辺０４２・７２２・３１１１

番号間違いにご注意下さい

返０４２・７２４・５６００

まちっこベンチ
ご寄附を募集します
ベンチ）を設置するため、市民の皆さ
んからのご寄附を募集します。
ベンチは５種類の中から選べ、ご
自身で設置する公園を選ぶことがで
きます。また、
記念プレートにはご自
身が希望するメッセージを入れるこ
とができます。

まちっこベンチ一覧

2

１

寄附金額

１９万６５６０円程度

3

記念プレート
・大きさ：幅１５０㎜×高さ５５㎜×厚さ１㎜
・メッセージの文字数：４０文字以内
・寄附者名の文字数：２０文字以内

記念プレートに刻みましょう。
寄附者

寄附金額

メッセージ例

・小さいころからよく遊んだ公園。いつもありがとう！
・おかげさまで夫婦で還暦を迎えることができました。これからも健
康でありますように。
・よくこの公園でデートをしたよね。結婚一周年おめでとう。

申し込み

市庁舎４階

屋上花畑が生まれ変わりました
市庁舎４階の屋上花畑に、野菜の栽培エリアや花
壇の中の散策エリアを新しく設ける改修作業が終了
しました。
今後は、屋上花畑で栽培した野菜や花の収穫イベ
ント 等 も 開 催 す る 予 定 で
す。
市役所においでの際は、
ぜひお立ち寄り下さい。
※屋上花畑のみご利用の方
は市庁舎立体駐車場の無料
処理の対象になりません。

第３期ボランティアが活動開始！

屋上花畑ボランティア募集中 !

２０１８年３月まで活動していただく屋上花畑
ボランティアを募集中です。
対市内在住、
在勤、在学の方
定若干名
（定員になり次第、受付終了）
申電話でお問い合わせ下さい。
問庁舎活用課☎７２４・２１６５

１８万６０００円程度

5

※座面２か所に仕切りがつきます。

寄附金額

２３万６０００円程度

寄附金額

１９万９８００円程度

※画像はイメージです。
※寄附金額はベンチ・プレート・設置工事費等を含みますが、
設置場所によっては変わることがあります。

町田市総合水防訓練を
実施します

１３

町田市・町田消防署・町田市消防団などの各機関
から合計約２５０人が参加して、町田市総合水防訓
練を実施します。
この訓練は、台風や集中豪雨が予想される季節
に備え、大雨による浸水等の被害を想定して万全
の水防態勢を整えるため、実施するものです。
都市型水害に対応した各種の水防工法や、河川
水害を想定した救助演習など、本番さながらの訓
練を実施します。
日５月１４日㈰午前９時３０分～１１時３０分
場旧緑ヶ丘小学校跡地（本町田２３８０）
※町田バスセンターから「やくし台センター」行き
バスで「町田木曽会館前」下車、徒歩１分
問防災課☎７２４・２１０７

安全安心な暮らしのためご登録を
メール配信サービス
町田市では、気象情報などのメール配信
サービスを行っています。大雨、台風、集中
豪雨などの際には、気象警報や避難に関す
る情報等を配信しますので、ご登録下さい。
メールの配信登録は、町田市
ホームページまたは右記のＱＲ
コードから行えます。
市ＨＰ メール配信サービス 検索

Ｗｉ－Ｆｉ街だ君を開発しました

災害時における市民の
情報収集や通信手段の確
保等のため、インターネ
ットに接続できるＷｉ－
Ｆｉ環境の整備が必要とさ
れています。
このたび、市と市内事業者の株式会社イズミ
は、災害・停電時ＬＥＤ街路灯「消えないまちだ君」
をベースに、Ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉ、デジタルサイネー
ジ、防犯カメラ、スピーカーの機能を組み合わせ

広告欄：掲載のお問い合わせは広報課☎７２４・２１０１、掲載内容については広告主へお問い合わせ下さい。

た製品「Ｗｉ－Ｆｉ街だ君」を共同で開発しました。
この製品は、停電時もＦｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉ環境を提
供でき、５つの機能を持っていることから、避難
施設など災害時に人が集まる場所への設置が見
込まれます。また、中心市街地等に設置すること
で、帰宅困難者等の避難誘導が迅速に行えます。
「Ｗｉ－Ｆｉ街だ君」は、市庁舎と市民ホールの間
に設置し、５月１日から本運用を開始します。
問庁舎活用課☎７２４・２１６５

１９

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）。

屋上花畑で、草花や野
菜の植え付けと維持管理
の作業を、市と協働で行
う第３期ボランティアの
方々が決定し、４月から
活動を始めています。
月に１・２回、日曜開庁日（毎月第２・第４日曜日）
に活動を行っています。

4

寄附金額

今号の広報紙は、 万９４８１部作成し、１部あたりの単価は

申込書
（公園緑地課〔市庁舎８階〕に有り、町田市ホームページでダ
ウンロードも可）に記入し、直接公園緑地課へ。
※申し込みにあたり、注意事項があります。町田市ホームページをご
確認いただくか、お問い合わせ下さい。
問公園緑地課☎７２４・４３９７

１８万２５２０円程度

