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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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　　２面に続く……

みなさんの 始めの一歩を応援します　〜 市民活動の情報収集手段いろいろ

1. 市の催しや講座に参加 2. 市民サークルに入ろう

一歩踏み出して、新しい自分を創る
あなたの“始めたい！”を応援します

市民活動のススメ
　お互いが支え合い、それぞれの人生を有意義で自分らしく生きることは、
自分の人生を豊かにするだけではなく、地域の活性化にもつながります。
またさまざまな地域の担い手と市が力を合わせ、地域の課題を解決するこ
とで、未来へと続く魅力ある街がつくられます。
　「何かを始めてみたい」と一歩を踏み出そうとする方々を、市ではさまざ
まな形で応援しています。今回は市の主催する講座に参加したことをきっ
かけに、現在NPO法人「市民活動コーディネーターの会（NPO MiLC）」を立
ち上げ、代表として活躍されている浦崎道教さんにお話をうかがいました。

◎月2回発行の広報まちだの「催し」欄をチェック!

◎町田市ホームページでイベント情報を検索 !
市ホームページのトップページ右下の「イベントカレンダー」か
らも情報収集できます（右図参照）。

◎「生涯学習NAVI好き ! 学び ! 」をみよう !
成人向けの講座・イベントを掲載。年に4
回（春・夏・秋・冬）発行し、市内の各公
共施設等で配布しています。町田市ホーム
ページでもご覧いただけます。６月末に夏
号を発行予定です。
市HP 生涯学習ナビ
問生涯学習センター☎728・0071 

◎広報まちだ「市民の広場」
　毎月15日号に、気軽に参加できる市民サークルの情報を
掲載しています。詳しくは2面をご覧下さい。
　問広報課☎724・2101

◎生涯学習センター6階「情報・資料コーナー」
市や、近隣大学、市民サークルなどが行うイベント、講座、
会員募集のチラシ等、さまざまな情報を入手できます。
また、生涯学習センターではバラエティに富んだイベント、
講座・講演会や、生涯学習ボランティアによる学習支援も
行っています。「何か始めてみたい ! 何か学んでみたい !」
と思ったらまずは生涯学習センターにご相談下さい。
問同センター☎728・0071
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■2011年１月
定年退職を控え、何かし
てみたいと思い、広報ま
ちだで「生涯学習コーデ
ィネーター養成講座」の
募集を見つけ受講。その
期間中に東日本大震災
が発生した。　

■2011年 7月
震災後、講座の参加者に
呼びかけて自ら「生涯学
習コーディネーターの会

（MiLC）」を設立。社会や
人のためにできることを
考え、市民が社会的な関
わりを持ち、元気になる
ための企画を始める。

■2012 年 5月
浦崎さんの活動が地元のタ
ウン誌に掲載されたことを
きっかけに、地域からの要
請で、自治会の副会長を務
める。

■2013 年～
2013年度から市民協働フェ
スティバル「まちカフェ ! 」
の出展などに関わる。翌年
からはプロジェクトにも参
画し、協力団体として支援。

■2015 年 9月
NPO法人「市民活動コー
ディネーターの会（NPO 
MiLC）」を設立し、代表理
事となる。市民が社会的
な関わりを持つことを目
的に、市民塾等を開催。

■そして現在
「NPO MiLC」を始め、自治会
から委託され、高齢者など
を支援する「たすけあいの
会」での活動や、社会福祉協
議会「ここなび」で青少年の
悩みごと相談員を担当する
など、幅広い分野でいきい
きと活躍されています。

浦崎さん：楽しいこと
を求めて参加した講座
でしたが、震災をきっ
かけに被災地のため
に何かしなくてはいけ
ないと思いました。こ
の時から、町田で何が
できるのかを考えるよ
うになりました。

浦崎さん：被災地の
状況を多くの方に知っ
ていただくため、現地
で撮影を行った写真
家などを招いた講座
を企画しました。

浦崎さん：地域の素
晴らしい人材と、社
会参加をしたい市民
をコーディネートす
るのが私の役割でし
た。市民塾の募集に
あたっては、広報まち
だの「市民の広場」等
を活用しました。

イベントカレンダー
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催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
第６回アートサロン展～水彩画等の作品展 ５月１６日～２１日午前１０時～午後５時 国際版画美術館 無料 設楽☎７９３・６２９９ 初日午後１時～、最終４時迄
福島県人会総会　福島を応援する会　お気軽に！ ５月２１日㊐午後１時３０分～２時３０分 町田市民ホール第１会議室 無料 鈴木☎７３４・３９３５ 会の後お喋り会があります
道徳の教科化で　何がどのように変わるのか？ ５月２１日㊐午後１時３０分～３時３０分 生涯学習センター 無料 藤田☎７２８・７７４１ 講師・大東文化大　中村清二
ガールスカウトといっしょにゲームをやってみよう ５月２１日㊐午前１０時３０分～正午 鶴間公園芝生広場 １００円 まどぎ☎７９５・０１８１ 小学生以下、雨天中止
三田・日本女子大学教授の講演「蘇東坡の文学」 ５月２３日午後２時～４時 町田市民文学館大会議室 無料 木谷寿一☎７２４・１５５２ 中国文化サークル主催
かおり会ダンスパーティー ５月２３日㊋午後１時～４時 健康福祉会館４階講習室 ５００円 赤堀☎７２５・５３７８ ３０日㊋も有り、リボン有り
安全安心ヘルシーメニュー～自然食料理教室！ ５月２６日㊎午前１０時～午後１時 忠生市民センター １０００円 コスモスの会・加茂☎０９０・６１６０・７６３５ 食で健康作り！出汁取から
サルビアダンスパーティー（ミキシング有） ６月１日、７月６日午後１時２０分～４時 鶴川市民センターホール ５００円 高瀬☎７３４・１８４８ お気軽にどうぞ
講演会～思いやり、感謝が世界に通用する人間力に ６月３日㊏午後１時３０分～４時 町田市民フォーラムホール １０００円 ワン＆オンリーの会☎０９０・９４９３・１９２２ 講師は杉山愛氏のお母さん
ダンスパーティー　Ｍ＆Ｙ主催 ６月４日㊐午後１時３０分～４時３０分 忠生市民センターホール １０００円 則内☎７９１・３１８９ 石川・菅野組のプロデモ有
盆踊り講習会～新曲など ６月７日㊌午後１時から 市立総合体育館 ５００円 野口敏子☎７２２・５２５３ 上履き持参、直接会場へ
はまなすダンスパーティー（ダンス大好き） ６月８日㊍、２８日㊌午後１時～４時 健康福祉会館 ５００円 星山☎７２６・４９７３ お気軽にご参加ください
フラワーアレンジメント体験・初夏のパリスタイル ６月１５日㊍午前１０時～正午 生涯学習セン

ター美術工芸室 ２０００円 フラワーズ西川☎０８０・１１７６・１７８１ 要申込・初心者歓迎！
「日本と再生」上映とトーク　再生可能エネの展望 ６月１６日㊎午後２時３０分、午後７時 町田市民フォーラム３階 ９００円 小宮☎７２２・９９６２ 前売７００円　予約優先
視覚にハンディのある人とのハイキング～築地場外 ６月１８日午前８時３０分 小田急線町田駅西口集合 １０００円 木目田☎７９６・４８４６（要申込） ７月１６日は高尾山です
カントリー＆ウェスタン音楽演奏会 ６月２５日㊐午後２時～４時 鶴川市民センターホール 無料 ＨＴＭ成澤☎０９０・９２０８・６３０８ カントリーダンスあります
第５回オカリナ＆コカリナ演奏会竹内博子と仲間達 ６月２９日㊍午後０時３０分開演 和光大学ポプリホール鶴川 無料 コカリナ（さくら）☎７９３・１２２７ お気軽においで下さい

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）
ＥＳＣＯ（環境・社会共生を学ぶ会） 毎月第１・３㊏午後２時～４時 町田市民文学館他 入会無料・月２０００円 内村☎７９３・３２２７ 共に学びたい方は誰でも！
日本史愛好会　日本歴史の学習・座談 毎月第４㊎午後２時～４時 生涯学習センター 入会無料・月３００円 阿部☎０９０・１２００・１５２６　午後６時～８時 若干名（欠員の募集）
歴史を楽しみ歩く会　史跡名所巡り 原則毎月第２㊎または㊏ 史跡名所等　バスツアーも 入会５００円・月２００円 戸田☎０９０・１６５１・７８０４入会申込要電話 歴歩会町田でネット検索
男性料理教室クック・マスターズ 毎月第２㊌午前９時～午後３時 町田市民フォーラム３階 入会１０００円・月１０００円 橋本☎返７２５・９５０７ 会社リタイア組男性の会
みんなの英会話サークル～米国講師 月１～２回午前１０時～１１時 玉川学園コミュニティセン

ター 入会２０００円・月２０００円 みんなの英会話☎７２３・３４００　要予約 １回１０００円、５月２７日㊏有
英語～ＮＨＫ実践ビジネス英語を教材 毎月第１・３㊎午後２時～４時 せりがや会館４階 入会無料・月２００円 ピーターラビット・香川☎７２５・１５００ 一緒に勉強しましょう
英語ガーベラ必ず身につく英語初級～ 毎月第１・３㊍午後１時３０分～３時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月２０００円 ガーベラ☎８１２・０１９３ 午後７時以降電話受付
ＥＥＣ英語同好会中級 毎月第１・３㊏午後２時～４時 なるせ駅前市民センター 入会無料・月１６６０円 山田☎７２９・０３２７ 米人講師
役立つ書　自分のやりたい書道 月２回㊍午後１時３０分～３時３０分 わくわくプラザ町田他 入会無料・月３５００円 千習会☎７２６・１６９１ 体験あり、お電話下さい
文章教室・コツを講師が指導します 毎月第３㊏午後１時～４時３０分 生涯学習センター 入会無料・月２０００円 文遊会・森田☎７２９・０７７８ 見学、初心者歓迎・要申込
岳精流日本吟院～詩吟教室 月３回㊋午後１時３０分～４時 生涯学習センター 入会１０００円・月３０００円 小磯☎０８０・１０４６・３９６６ ５月３０日、６月６日無料体験
詩吟春風会・健康と体力増強に効果大 毎週㊌午前９時３０分～正午 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 松沢☎７２２・１０８８ 初心者歓迎です
創１５年シェイクスピアを原書で楽しく 毎月第２・４㊊午後１時３０分～４時３０分 町田市民フォーラム他 入会１０００円・月３０００円 三樹つよし☎８１０・２６２９ ６月リチャードⅢ始めます
高砂かるた会（百人一首） 毎月第２・４㊍午後１時３０分～４時３０分 生涯学習センター和室他 入会無料・月１０００円 喜谷☎８１０・３８４４ 初心者歓迎！１回５００円
ちはや～かるた会（小学生～高校生） 毎月第２㊏午後１時３０分～４時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月３００円 𠮷川☎返７２２・６３７０ ５月は２０日㊏、６月は１０日㊏
町田落語研究会 毎月１回㊐午後８時～１０時 町田市民フォーラム和室 入会無料・月２００円 バンバ☎０９０・２２５９・３４０３ 落語など演芸好き歓迎
日本舞踊サークル　ひろきの会 月２回㊏午後１時～３時 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会２０００円・月３０００円 正木☎０７０・６５５６・１１６５ ５月２７日、６月１７日は無料体験
ご一緒にフラをフラサークルレイモミ 毎月第１・３㊋午前１０時～１１時３０分 町田市民フォーラム４階 入会無料・月２５００円 ナカヤマ☎７３５・５８６７ 体験無料
フラサークル・ピカケ 毎週㊏午前１０時～正午 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会無料・月３０００円 タケバ☎０８０・６５０３・２３２１ ゆっくり丁寧な指導です
フラサークル　レフアフラクラブ 月３回㊍午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 小林良子☎０９０・７２１９・４２７０ ベーシックからしっかり
レイアロハ（フラダンス） 月４回㊊または㊎午後１時～２時３０分 町田市民フォーラム４階 入会無料・月２０００円 泉☎０８０・４３５６・１１７１ 無料体験５月２９日㊊午後１時
レクダンス　オレンジ 毎月第１・３・４㊍午後１時３０分～３時３０分 すずかけ会館 入会無料・月１８００円 宮川☎７２７・２８８０（午後６時以降） お待ちしております
ダンス初心者養成教室（ＭＹＬＣ） 毎週㊐午後１時～３時他 南成瀬小学校体育館他 入会無料・月２０００円 守屋☎０８０・５００２・４１１１ ㊐以外に㊋㊎に補習あり
社交ダンスサークルくるみ会 月４回㊐午後７時～９時 木曽森野コミュニティセン

ター 入会２０００円・月２５００円 北村☎０９０・３２３２・７３２７ 多少経験のある方
すみれダンスサークル 毎週㊐午前９時～１１時３０分 南市民センター他 入会２０００円・月２５００円 村上利明☎７３５・３５６７ 初心者歓迎　経験者もＯＫ
障がいのある方のダンスの会 毎月第１・３㊌午後６時３０分 玉川学園コミュニティセン

ター 入会無料・月３０００円 佐野☎７２６・０１９４ 心と体を解放、命に輝きを
玉川学園鶴友会　楊名時健康太極拳 毎日午前６時から　季節変動あり 玉川学園子ども広場他 入会無料・月５００円 𠮷利ツマ☎７２５・９５７２ 初心者を含む皆様大歓迎
やえの会楊名時健康太極拳と詩吟の会 毎週㊊午後１時～４時 南大谷さくら会館 入会１０００円・月２５００円 篠田八重子☎７２５・８２７９ 体を動かし声を発し健康へ
健康太極拳・町田太極拳愛好会 毎週㊍午前１０時～１１時４５分 市立総合体育館第一武道場 入会無料・月１５００円 小泉☎７２７・０９８４ 初心者歓迎・見学ＯＫ
鶴川太極拳同好会 毎週㊎午前９時３０分～１１時３０分 鶴川市民センター他 入会２０００円・月２０００円 秋永☎０９０・１６６７・４５１４ 見学できます
桜台太極拳クラブ　初心者の方どうぞ 毎週㊌午後１時３０分～３時３０分 忠生市民センター 入会無料・月１５００円 高橋☎７９７・８４８８ 足裏使って練習してます
武術太極拳　銀河・初心者の方歓迎 毎週㊎午前１０時～正午 生涯学習センター 入会２０００円・月２５００円 伊藤☎７３６・６８３４ 随時見学可・要連絡
日本健康太極拳　町五小教室 毎週㊋午後４時～５時 町田第五小学校体育館 入会１０００円・月２０００円 古市☎７２８・９２７５ 丹田呼吸法
健康維持に最適　２４式太極拳鶴川桜会 毎週㊍午後６時３０分から 鶴川第四小学校体育館 入会２０００円・月２０００円 斎藤☎０７０・６４５１・７４４４
ポプリ太極拳　入門～２４式太極拳他 毎週㊏２４式午後１時～、４８式午後３時～ 和光大学ポプリホール鶴川 入会３０００円・月３０００円 鈴木☎０８０・３４６４・０１７５ 上履必須　直接会場へも可
平成太極拳　簡化２４式　３２式剣 毎週㊋午前１０時～または午後１時～ 健康福祉会館他 入会２０００円・月２５００円 高野☎７２６・４１０４（要電話） ５月２３日㊋無料体験有

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集

おいで下さい　特定の期日に行うイベント

市民の広場
　「市民の広場」は、市民の皆さんの交流や、仲間づくりを応援するコーナーです。
　サークル活動のイベントをお知らせする「おいで下さい」のコーナーと、会
員募集を掲載する「仲間に」があり、「おいで下さい」は毎月１５日号、「仲間に」
は年２回掲載しています。
※�活動内容の確認やトラブルの解決は、当事者間でお願いします（市は関与し
ていません）。また、各開催施設へのお問い合わせはご遠慮下さい。
※�市民サークルに関しての情報は 施設案内予約システム 検索 の「団体・サー
クル紹介」でもご案内しています。

【コーナー掲載の申込方法】
●必ず「掲載ルール」をご覧下さい。
●おいで下さい：掲載された場合、次は
３か月後以降に申し込めます。申込期間
＝掲載したい月の前月の１日～２０日まで
●仲間に：年２回掲載します。次回は１１
月１５日号です。次回申込期間＝８月１５
日～１０月２０日

　申込用紙と掲載ルールは
広報課（市庁舎４階）で配
布しています（町田市ホー
ムページでダウンロードも
可）。
市HP� 検索市民の広場
問広報課☎７２４・２１０１

4. 他にもあります！ 市民活動関連情報3. 地域デビューしてみよう

◎地域情報誌「まちびと」
　町田の魅力や、そこで活躍している団体を紹介する地域情報誌
です。年３回発行し、公共施設等で配布しています。
　　　　５月２２日㈪～２6日㈮、市庁舎１階イベントスタジオで「ま
ちびと展」を開催。「まちびと」のバックナンバーの紹介や、同誌
の題字を提供していただいた町田市名誉市民・三橋國民氏の作
品も展示します。市HP� まちびと
　問市民協働推進課☎７２４・４３6２

◎第11回市民協働フェスティバル「まちカフェ!」実行委員会準備会を開催します
　１２月３日㈰に開催する市民協働フェスティバル「まちカフェ!」の実行委員会準備会を開
催します。詳細は本紙８面をご覧下さい。

◎市民活動サポート窓口
市民活動・地域活動に対しての相談窓口を開設しています。町内会・自治
会やNPO法人についての情報のほか、団体のPRに関する相談も受け付け
ます。
問市民協働推進課（市庁舎２階）☎７２４・４３6２（土・日曜日、祝日、午後
５時以降の相談は要予約）

◎町田市社会福祉協議会～町田ボランティアセンター
　ボランティア活動に関する相談や情報提供を行います。同協議会のホーム
ページではボランティアの講座や、団体一覧、各地区別のボランティア活
動を紹介したボランティアマップ（同協議会で配布）の紹介等をしています。
問町田ボランティアセンター☎７２５・４４6５

注目
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募　集募　集
認 可 保 育 園 職 員
　詳細は各保育園へお問い合わせ下
さい。
対有資格者
○赤ちゃんの家保育園（☎７２６・９５５８）
＝保育士（非常勤）
○三輪あいこう保育園（☎０４４・９８７
・９８７１）＝保育士（常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８

お知らせお知らせ
高齢者の方へ～ごみの指定収集袋を
配 付 し ま す
対４月１日現在、次のすべてに該当す
る方がいる世帯　①市内在住である
②７０歳以上である③２０１６年度市・
都民税が非課税である
※４月２日以降、転入・転出した方、生
活保護受給者は該当しません。
内燃やせるごみ専用袋（小袋２０枚＋
中袋４０枚）、燃やせないごみ専用袋
（中袋１０枚）、１世帯あたり年間７０枚
を配付

※６月末までに、シルバー人材セン
ター会員が順次ご自宅にお届けしま
す。受け取り時に受領印またはサイ
ンが必要です（不在の場合は、２０１８
年３月まで再配付も可）。
※受け取りを辞退する方は、配付時
にお申し出下さい。
○南地区（容器包装プラスチックの
指定収集袋による収集の対象地域）
は次のとおり配付します
内燃やせるごみ専用袋（小袋２０枚＋
中袋２０枚）、燃やせないごみ専用袋
（中袋１０枚）、容器プラスチック専用
袋（中袋２０枚）、１世帯あたり年間７０
枚を配付

◇
※再配付の依頼・お問い合わせは、ご
み袋配付事務局（町田市シルバー人
材センター内、☎７１０・７１０１、受付
期間＝２０１８年３月３１日まで）へ。配
付期間中は電話でのお問い合わせが
大変混み合います。つながらない場
合は、時間をおいておかけ直し下さ
い。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
製造業の皆さんへ～ご協力をお願い
します
工 業 統 計 調 査
　６月１日現在で、工業統計調査を実
施します。

対製造業を営む全事業所
期間５月中旬～７月上旬
※調査員証を携行した調査員が伺い
ます。
問市政情報課☎７２４・２１０６
町田に静かで安全な空を返せ！

着陸訓練の中止を要請
　４月２４日に国から「米空母艦載機
の連続離着陸訓練実施」の通告があ
りました。
　通常は硫黄島で実施する着陸訓練

が天候等の事情でできない場合に
は、厚木基地で訓練を実施するとい
うものです。
　これを受け、市は、神奈川県及び厚
木基地周辺市とともに、４月２５日に
国に対し、厚木基地における訓練の
中止を要請しました。
　今後も引き続き、周辺の自治体と
連携し、国と米軍に対し、騒音解消に
向けて、粘り強く要請していきます。
問企画政策課☎７２４・２１０３

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１２５

　今年の桜の頃はかなり寒かったの
ですが、その後の１か月、気温が急上
昇し、今は夏日を記録するようにな
りました。
　季節は初夏。夏鳥を求めて大地沢
青少年センター周辺を訪ねました。
渓流沿いの梢

こずえ

を好むオオルリ、樹冠
の下の空間でえさを探すキビタキ、
樹上を移動するセンダイムシクイ、
そしてカッコウの仲間のツツドリ。
アオバトも上空を通過していきまし
た。
　これらに、留

りゅう

鳥
ちょう

ですが、ウグイスの
さえずり、キツツキの仲間のアオゲ
ラやコゲラ、水辺のキセキレイなど、
森はにぎやかな声が響く季節になり
ました。
　晴天に恵まれ、眩

まぶ

しい新緑のなか、
第４０回武相マラソンが４月末に開催
されました。多くのボランティアの
皆さんに支えられて、成功裏に終わ
りました。ハーフと８キロがあり、私
も、８キロの部に参加しました。
　晴天で気温も高く、昼の１２時前後
の走路は、アスファルトがかなり熱
くなっていて、顔のほてりで体温が
上がっているのが分かるくらいの暑
さでした。その暑さにもめげず、何と
か完走しました。ボランティアの皆
さんもきっと暑かったと思います。
お疲れ様でした。

　さて、２０１２年の新庁舎移転から５
年が経ちましたが、この度、屋上緑化
の一環として市庁舎４階の花畑のリ
ニューアルをしました。全体のデザ
イン変更にあわせて、新たに野菜畑
のエリアを設けました。
　先月に畑の鍬

くわ

入れ式を行い、多く
のボランティアの皆さんに参加をい
ただき、枝豆、里芋、生姜の作付けと
じゃが芋の芽かきをしました。この
あと、人参やさつま芋の作付けも予
定しています。
　今回の屋上花畑のリニューアルに
際しては、新たに、町田市緑化協会の
皆さんや町田市農協の方にもお手伝
いをいただきました。
　収穫した野菜は市庁舎２階食堂の
食材の一部として、市民の皆さんに
ご賞味いただけるよう検討していま
す。

鍬入れ式の様子

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

熱回収施設等の周辺施設
整備のあり方検討委員会

５月１８日㈭午後
６時～８時

市庁舎２階
会議室２－２

１０人
（申し込み順）

５月１７日午後５時ま
でに電話で環境政策
課（☎７２４・４３８６）へ

町田市文化プログラム実
行計画策定検討委員会

５月２９日㈪午後
６時～８時

市庁舎１０階
会議室１０－
４・５

１０人
（申し込み順）

５月２６日午後５時ま
でに電話で文化振興
課（☎７２４・２１８４）へ

ごみの資源化施設地区連
絡会（町田リサイクル文
化センター周辺エリア）

５月３１日㈬午後
６時３０分から

忠生市民セ
ンター

１０人程度
（先着順）

直接会場へ問循環型
施設整備課☎７２４・
４３８４

　老朽化した同コミュニティセンタ
ーの建て替え事業について、地域の
皆さんに知っていただくため、説明
会を開催します。
※直接会場へおいで下さい。

日５月２８日㈰午前１０時～１１時３０分
場玉川学園さくらんぼホール
問市民総務課☎７２４・４３４６、道路政
策課☎７２４・１１２４

玉川学園コミュニティセンター
建て替えに関する 事 業 計 画 説 明 会

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集
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）

オールドボーイズ・軟式野球 毎週㊐午前９時～、春秋市大会日、他 高ヶ坂小学校の校庭、他 入会無料・月１０００円 船迫☎０９０・２６７０・５２１３ ２０歳～６０歳超、投捕手歓迎
おじさん日曜草野球 毎月第１㊐午前９時３０分から 町田第四小学校校庭 入会無料・月無料 橋本☎０９０・６１９６・８９７１ おじさんお兄さん草野球
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！
町田・山歩塾　健康つくりハイキング 毎月第１㊋午後８時から打ち合わせ 小山市民センター 入会１０００円・月５００円 高木英俊☎０９０・１４６４・８９２２　要電話 ハイキングは月２～３回有
ハイキングクラブ山ぼうし 毎週㊏㊐、平日もあり 生涯学習センター 入会１０００円・月１０００円 萩生田☎７２４・６４６８ 近郊の山登りを楽しむ方
ソフトエアロビクスレインボー 月３回㊊午前１０時～１１時３０分 堺市民センター 入会１０００円・月２５００円 レインボー☎７７３・６９９２
さくら健康体操の会　いつまでも若く 月３回㊎午後１時３０分～３時 鶴川市民センター 入会１０００円・月２０００円 後藤☎７３５・１８６５ 指導　町田リズム運動の会
健康体操サンライズ　リズム体操です 月４回㊌午前１０時～正午 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会１０００円・月３０００円 春本☎７３６・０３１６ 無料体験～５月２４日㊌
カスタネット～軽体操、骨盤体操も 毎週㊌午前１０時～１１時３０分 わくわくプラザ町田他 入会１０００円・月２０００円 木村☎７２６・０３４５　要電話 中高年向き　見学者歓迎
鶴川レディース　軽体操 毎週㊌午前１０時～１１時３０分 鶴川市民センター他 入会１５００円・月２０００円 中山稚子☎７３５・０２４７ 見学体験有り待っています
ロコモ体操～真向法と貯筋で健康長寿 毎週㊍午後２時～４時 町田市民フォーラム３階 入会２０００円・月２０００円 長野☎０９０・４２０２・３４６０ ６月１日は５００円で体験会
混声合唱やまびこ 月３回㊏午後１時４５分～４時 鶴川市民センター他 入会無料・月３５００円 佐藤☎０８０・３４２７・２０６３
コールわかば～女声コーラス 毎月第２・４㊎午後２時～３時３０分 堺市民センター音楽室 入会無料・月２０００円 村田☎７７４・５２９１ ごいっしょに歌いましょう！
町田混声合唱団 毎週㊎午後７時～９時 町一中ミーティングルーム 入会５００円・月３５００円 江川☎７９３・２１１６ 初心者の方もどうぞ！
コーラスけやきの里（女性合唱） 毎週㊍午後２時～４時 成瀬コミュニティセンター 入会１０００円・月３０００円 中川☎０９０・６０４６・８５６０ 童謡他見学歓迎電話下さい
真光寺うた倶楽部＆男前 月４回㊏午前１０時～正午 真光寺市営住宅集会所 入会無料・月３０００円 渕田☎７３６・２１５１ 懐かしい歌を唄ってます
コーラスはづきⅡ 毎月第１～３㊋午前１０時～正午 木曽森野コミュニティセン

ター 入会無料・月３０００円 小山☎０８０・６５８７・６１００ 見学歓迎
民謡　東村会 月２～３回午後２時から（夜も可） 堺市民センター他 入会１０００円・月３０００円 岩瀬美樹☎０８０・３４８２・２８５７ 初月無料、曜日等問合せを
大正琴みすず会～楽しく弾きましょう 月２回㊊午前１０時～正午 生涯学習センター７階 入会無料・月２０００円 山本☎７３５・１３５２ 見学ＯＫ・男女問いません
モロカイウクレレクラブ会員募集 毎週㊏午前９時３０分～正午 生涯学習センター他 入会１０００円・月３０００円 生田晃☎７２５・７６４０ 見学随時（要連絡）
町田ゆうゆうエコーズ複音ハーモニカ 毎月第２・４㊋午後６時～８時 生涯学習センター 入会無料・月１０００円 原口☎返７２６・２０３５ 初心者歓迎　見学可
ギターで合奏を楽しみましょう 月２回㊋午後１時～５時 和光大学ポプリホール鶴川 入会無料・会場費 泉☎０９０・７４０２・３６３２ 初級者ＯＫ、会場費均等割
木版べこの会・楽しく木版画製作 毎月第１・３㊎午後１時～５時 生涯学習センター他 入会無料・月２５００円 古瀬☎返７３６・５０６８ 初心者～経験者見学も歓迎
町田釣友会船釣例会 月１回㊌午前６時集合 三浦半島沖 入会２０００円・船代実費 ホタニ☎０８０・３１２７・０２８８　要電話 ６月１４日㊌、７月１２日㊌
まちだ写好会写真を楽しむ仲間の集い 月２回例会、１回撮影会　バス利用有 生涯学習センター視聴覚室 入会無料・月２５００円 小林伸太郎☎０９０・４０２６・７７６６ 例会５月２４日有、作品講評
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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

お知らせお知らせ
自宅にお風呂のない
高齢者への入浴券交付
対７０歳以上のひとり暮らし、または
高齢者世帯（世帯員が６５歳以上）で、
自宅にお風呂がない方
※経過措置として、２０１５年６月～
２０１６年５月に入浴券の交付対象で
あった方は、引き続き対象となりま
す。
※利用できる公衆浴場は大蔵湯（木
曽町）、金森湯（金森）です。
日６月１日～２０１８年５月３１日
※申請した月から２０１８年５月分ま
でをまとめて交付します。
申本人確認書類（健康保険証等）と印
鑑をお持ちのうえ、直接高齢者福祉
課（市庁舎１階）へ（申し込みは、入浴
券使用者本人に限る）。
※認定要件に変更があった方と、初
めて申請された方については、自宅
にお風呂がないことを確認するた
め、調査員が訪問します。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
受け付けます
就 学 相 談 会
　町田市障がい児就学相談委員会に
よる相談会（９月～１２月に実施予定）
の受け付けを行います。
　ご都合のよい時間帯に直接会場へ
おいで下さい。いずれの日も都合が
悪い場合は、教育センターへご連絡
下さい。
※母子健康手帳・愛の手帳・身体障害

者手帳のある方はお持ち下さい。受
け付けの際は保護者の方と面談を行
います。受け付けには３０分～１時間
程度かかります。
対２０１８年４月に小学校に就学する、
特別な支援を必要とするお子さんの
保護者
日７月６日㈭、７日㈮、１０日㈪、１２日
㈬、１８日㈫、２１日㈮、２６日㈬、８月２
日㈬、いずれも午前９時～１１時３０
分、午後１時３０分～４時
場教育センター１号館２階研修室
【事前説明会を開催します】
　参加は任意です。直接会場へおい
で下さい。
対特別な支援を必要とする、小学校
に就学する前のお子さんとその保護
者（２０１８年４月に小学校就学予定の
方に限りません）
日６月２１日㈬午前１０時～正午
場教育センター１号館４階大会議室
内就学相談会の内容・流れ、就学先の
学級の種類などの説明
定１００人程度（先着順）
※中学校進学についての相談は、在
学の小学校を通じて受け付けます。
また、私立小学校等に在学し、都立特
別支援学校または町田市立中学校の
特別支援学級へ進学をお考えの方
は、教育センター就学相談担当へお
問い合わせ下さい。

◇
問教育センター☎７９３・３０５７
人権擁護委員による
特 設 相 談
　６月１日の「人権擁護委員の日」に
ちなんで、特設相談を行います。人権
上の問題や、毎日の生活で困り事が

ある方はお気軽にご相談下さい。
日６月２日㈮、午前９時３０分～１１時
３０分、午後１時３０分～３時３０分（要
予約）
場市民相談室（市庁舎１階）
申電話で市民相談室（☎７２４・
２１０２）へ。
実施します
２０１７年度 慰 霊 巡 拝
　南方地域の旧主要戦域となった陸
上及び遺骨収集の望めない海上や、
旧ソ連地域における抑留中死亡者の
埋葬地等を中心に、戦没者を慰霊し
ます。厚生労働省の主催で実施する
巡拝です。
対慰霊巡拝を行う戦域の戦没者の遺
族で、原則８０歳以下の健康な方（初
参加者優先）
※派遣先によっては別途条件があり
ます。
実施地域ハバロフスク地方、イルク
ーツク州、クラスノヤルスク地方、沿
海地方、中国東北地方、東部ニューギ
ニア、インドネシア、硫黄島、トラッ
ク諸島、フィリピン、マーシャル・ギ
ルバート諸島
※詳細は、東京都福祉保健局生活福
祉部計画課援護恩給係（☎０３・５３２０
・４０７６）へお問い合わせ下さい。
問福祉総務課☎７２４・２５３７

催し・講座催し・講座
秋野菜からゆっくり始める
農 業 体 験 農 園
　体験農園は種まき、苗の植付けか

ら収穫まで、一連の農作業を体験で
きる農園で、農家の指導を受けなが
ら安心して野菜づくりを楽しめま
す。農具や種・苗等の準備も不要で、
初心者でもプロ並みの野菜が作れま
す。
　今回、秋野菜から始めるコースの
利用者を募集します。夏季の作業が
少ないので、無理なくゆっくり農あ
る暮らしを始めてみませんか。
対自家用車を使わず農園まで来るこ
とができる方
利用期間７月～２０１８年１月
※初回講習会を６月３０日～７月２日
のうち、参加できる日に１回行いま
す。
場本町田・河原農園（本町田２１２４）
内ネギ、人参、キャベツ、ブロッコリ
ー、白菜、ほうれん草、大根等の野菜
作り
定１０区画（申し込み順）
費２万１０００円
申「体験農園応募」の旨と、住所・氏名
・電話番号・ＦＡＸ番号を明示し、６月
１０日までに電話またはＦＡＸで同農
園（☎返７２２・１７７６）へ。
問農業振興課☎７２４・２１６６
国際版画美術館
講 座 受 講 生 作 品 展
　昨年度実施した創作講座の受講生
と講師による、リトグラフや木版画
の展示会です。
※直接会場へおいで下さい。
日５月３０日㈫～６月４日㈰、いずれも
午前１０時～午後５時（初日は午後１
時３０分から、最終日は午後４時まで）
場同館市民展示室Ｂ
問同館☎７２６・２８８９

　市では、毎年５月３０日のごみゼロ
デーを中心に美化キャンペーンを推
進しています。
　今年は、５月３０日㈫に町田駅周辺
で、その地域の方々と散乱ごみ一斉
清掃を実施します。
　皆さんも、この機会に自宅周辺の
定期的な清掃活動など、地域の環境
美化にご協力をお願いします。
【清掃活動にご協力下さる方へ】
　清掃活動で集めるごみは、公共の
場所に散乱したポイ捨てごみに限り

ます。拾い集めたごみは、自宅で「資
源とごみの出し方」に従って分別し、
通常の家庭ごみの出し方でお出し下
さい。
　燃やせるごみ・燃やせないごみは、
有料の指定収集ごみ袋を使わずに、
ボランティア袋をご利用下さい。袋
には必ず「ボランティア袋カード」に
記載の登録番号を記入して下さい。
※ボランティア袋の利用には、３Ｒ推
進課（☎７９７・７１１１）や各市民セン
ター等で事前の登録が必要です。
※ボランティア袋に入らない大きな
ごみは対象外です。
※市道に放置された自転車は木曽自
転車等保管場所（☎７９１・４３６６）へ、
その他の大きなごみは、道路管理課
（☎７２４・４２４５）へ、お問い合わせ下
さい。

　学習支援を通じて、基礎学力の定
着、自学の促進を行うとともに、家庭
環境の改善や幅広い社会性の定着を
促します。
対ひとり親家庭＝次のすべてを満た
す方　①市内在住のひとり親家庭の
子どもで、かつ、小学４年生～中学２
年生②生活保護法による保護を受け
ていない世帯③児童扶養手当法によ
る手当を全額受給している世帯④生
活困窮者自立支援法第６条第４号に
規定されている学習支援を受けてい
ない世帯、養育家庭＝市内在住の養
育家庭に預けられた子どもで、かつ、
小学４～６年生
日７月から

※受講決定者に別途通知します。
場集合型＝生涯学習センター、派遣
型＝受講者の自宅（町田市内に限る）
定集合型２０人、派遣型５人（いずれも
抽選）
申申請書（子ども家庭支援センター
〔市庁舎２階〕、各市民センター、町田
・南町田・鶴川の各駅前連絡所、木曽
山崎・玉川学園の各コミュニティセ
ンターで配布、町田市子育てサイト
でダウンロードも可）に必要事項を
記入し、５月１７日～３１日（消印有効）
に、直接または郵送で子ども家庭支
援センターへ。
問同センター☎７２４・４４１９

　市では、市民の方を対象に、成人健康診査、大腸がん検診、乳がん検診、子宮頸
けい

がん検診、前立腺がん検診、胃がんリスク検診（ＡＢＣ検診）、肝炎ウイルス検診を
実施しています。２０１７年度から受診時の自己負担金免除の基準について、「年齢による一律免除」から「所得の状況に応じた免除」に変わりました（胃がんリス
ク検診〔※１〕及び肝炎ウイルス検診を除く）。
　また、自己負担金の免除を受けるには、受診時に証書（下表参照）の提示が必要になります。

町田市成人健康診査受
診券をお持ちの方

受診券の各種健（検）診の自己負担額欄が「無料」の方は、受診券を医療機関で提示し
て下さい（※２）。受診券送付時期は４月～９月生まれの方が５月下旬、１０月～３月生ま
れの方が６月下旬になります。

町田市成人健康診査受
診券をお持ちでない方
（受診券が届く前にが
ん検診等の受診を希望
される方を含む）

①  ２０１６年度住民税
非課税世帯の方

事前に申請手続きが必要です（※３）。「免除」の記載のある
「自己負担金免除申請審査結果通知書」を医療機関で提示し
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」を医療機関で提示し
て下さい。

※１　�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…）の方のみ免除になり
ます。

※２　�成人健康診査受診券の自己負担額欄の判定は、課税情報等を
既に反映したものを表示しています。「無料」の記載のない方
は、免除要件に該当しないため、申請をしても免除となりませ
ん。

※３　�自己負担金免除申請手続きの詳細については、町田市ホーム
ページや、各市民センター等に設置している案内チラシをご
覧下さい。

町田市成人健康診査・がん検診等の自己負担金免除基準・方法が変わりました
問 健康推進課☎７２５・５１７８

子どもの生活・学習支援事業
受講者募集～ひとり親家庭等５月３０日はごみゼロデー

問 環境保全課☎７２４・２７１１

２０１７年度

美化キャンペーン
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5月は、「固定資産税・都市計画税」と「軽自動車税」の納付月です納付はお済みですか？ 納税課☎724・2121問

催し・講座催し・講座
か ら だ 測 定 会

【お子さん連れ大歓迎！測って、知っ
てきれいを目指す！からだ測定会】
　直接会場へおいで下さい。
対市内在住の６４歳以下の女性
日５月３０日㈫①午前９時2５分～１１
時５分（受け付けは午前９時４５分ま
で）②午前１１時～１１時５０分（受け付
けは午前１１時３０分まで、②はお子
さん連れの方優先）
場健康福祉会館４階講習室
内①血管年齢・体重体組成（からだ年
齢）測定、しこりチェッカー（乳がん
啓発用）、保健師・栄養士講話、個別相
談（希望者のみ）②測定（講話、相談は
ありません）
問保健予防課☎７22・７９９６
開催します
まちエコ・フリーマーケット
　家庭で不用になった物をリユース
（繰り返し使う）するフリーマーケッ
トを開催します。包丁研ぎ（正午ま
で）もあります。
※直接会場へおいで下さい。
日６月４日㈰午前９時～午後2時
場町田リサイクル文化センター隣接
地
※混雑時は、駐車できない場合もあ
ります。
※詳細は、（一財）まちだエコライフ
推進公社（☎７９７・９６１７）へお問い
合わせいただくか、同公社ホームペ
ージをご覧下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
消費生活センター
暮 ら し の セ ミ ナ ー

【私たちの食事情を知ろう】
対市内在住、在勤、在学の方
日①６月８日②６月１５日③６月2９日、
いずれも木曜日午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
内①知っている？日本の食料事情～
私たちの食卓はどうなる⁉②私たち
はどれだけ食品をムダにしているの

か？～食品ロスを見直そう③天満宮
の宮司さんが語る～食の大切さを見
直そう
講①農林水産省大臣官房政策課食料
安全保障室②東京農業大学国際食料
情報学部国際食農科学科教授・上岡
美保氏③町田天満宮宮司・池田泉氏
定各４０人（申し込み順）
申５月１７日正午～６月４日にイベン
トダイヤル（☎７2４・５６５６コード①
１７０５１７Ａ②１７０５１７Ｂ③１７０５１７
Ｃ）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
町田市民文学館～保育付き紙芝居上
演会
紙 芝 居・ 大 人 の 時 間
　大人のための紙芝居です。
※保育希望者以外は、直接会場へお
いで下さい。
日６月2日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
内「いのちをいただく」（作／内田美
智子、絵／魚戸おさむ）、「ひゃくまん
びきのねこ」（原作／ガァグ、脚色／
高橋五山、絵／川本哲夫）　他（予定）
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」
※保育希望者（１歳以上の未就学児、

申し込み順に６人）は、５月１５日午前
９時から電話で同館へ。
問同館☎７３９・３４2０
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ
公 開 講 座

【①＂こころ＂と＂からだ＂の健康
学～ロコモって何？足腰鍛えて元気
になろう！】
　日常生活に運動習慣を取り入れて
みませんか？
日６月１４日㈬午前１０時～正午
内健康を理解し、生活の中で実践で
きる知識と技術を身につける、運動
機能低下の予防（ロコモ予防）体操
講ケアフルクラブ悠々園健康運動指
導士・柴田智氏
定６０人（申し込み順）
【②まちだの福祉～終

つい

の棲
すみ

家
か

の選び
方～サービス付き高齢者向け住宅・
有料老人ホームの基礎知識】
　安心して老後の生活を送るための、
終の棲家の選び方をご紹介します。
日６月2７日㈫午後2時～４時
内サービス付き高齢者向け住宅・有
料老人ホームの基礎知識、費用、サー
ビス内容等
講（株）介護施設研究所代表取締役・
齋藤弘毅氏
定１2８人（申し込み順）

◇
場同センター
申５月１６日正午から①６月７日まで
②６月2０日までにイベントダイヤル
（☎７2４・５６５６コード①１７０５１６Ｆ
②１７０５１６Ｃ）へ。
問同センター☎７2８・００７１
さがまちカレッジ
講 座 参 加 者 募 集

【健康な鶏から安全な卵を手にする
ために－アニマルウェルフェアの考
え方－】
　アニマルウェルフェア（動物福祉）
食品について紹介します。
対高校生以上の方
日６月2４日㈯午後１時３０分～３時
場麻布大学（相模原市）
講麻布大学獣医学部動物資源経済学
研究室教授・大木茂氏
定５０人（申し込み順）
費１０００円
申受講申込書（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、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）。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７2８・００７１

　５月2６日㈮～６月５日㈪は、町田
リサイクル文化センター焼却炉の
法定点検のため、プール・トレーニ
ング室の一般利用はできません。
　ご理解ご協力をお願いします。
問室内プール☎７９2・７７６１

室内プールからのお知らせ

　かわせみ号が継続して安定運行で
きるよう運賃を変更します。
　７０歳以上の方は、これまでの東京
都シルバーパスが利用できなくな
り、料金が１００円（現金のみ）になり
ます（表１参照）。
　乗車時に運転士へ口頭で申し出た
うえで１００円をお支払いいただく
か、市が発行する「サルビアカード
（高齢者乗車証明証）」を提示のうえ
１００円をお支払い下さい。
※路線バス、市民バス「まちっこ」、地

域コミュニティバス「玉ちゃんバス」
は変更ありません。
○サルビアカード（高齢者乗車証明
証）の申請受付
　サルビアカードのご提示で、乗車
時に年齢の申し出が不要となり、ス
ムーズにご乗車いただけます。
　右表（表2参照）のとおり申請を受
け付けます。本人確認書類（運転免許
証、パスポート、住民基本台帳カード
〔顔写真付き〕等、国・地方公共団体が
発行した写真付きの免許証、許可証、

資格証明書等）をお持ち下さい。
※顔写真付きの証明書をお持ちでな
い方は、健康保険証や年金手帳等の
氏名や生年月日等が記載された書類
を複数提示していただくことで、本
人確認します。

※５月22日以降は、交通事業推進課窓
口（市庁舎８階）または郵送でも受け付
けます。詳細はお問い合わせ下さい。
問交通事業推進課☎７2４・４2６０

（表2）サルビアカードの申請受付
日　時 場　所

5月22日㈪ 午前10時
～午後3時

なるせ駅前市民センター
5月25日㈭ 金森図書館
5月27日㈯ 午前10時

～午後2時 ふれあいもみじ館6月3日㈯
6月7日㈬

午前10時
～午後3時

南市民センター
6月11日㈰ なるせ駅前市民センター
6月15日㈭ 金森図書館
6月21日㈬ 南市民センター
※なるせ駅前市民センターは、駐車場はあり
ません。
※混雑防止のため、公共交通機関でおいで下さい。

（表1）7月1日以降のかわせみ号の料金

70歳以
上の方

東京都シルバーパスを持
っている方 100円東京都シルバーパスを持
っていない方
※ICカード乗車券（PASMO・Sui
ca）は使用できません。

※障害者手帳をお持ちの方は、現行の運賃
でご利用いただけます。
※一般利用者（子ども・障がい者含む）は料
金に変更はありません。

6、7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

6月2日、7月7日㈮ 午後1時30分
～4時

妊娠中の過ごし
方、歯の衛生等

各日と
も同一
内容

保健予防課
地域保健係
☎725･5127

6月9日、7月14日㈮ 分娩経過とリラ
ックス法等

Ｂ
コ
ー
ス

6月17日、
7月22日（土）

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 6月12日、26日、7月10日、
24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 6月5日、7月3日㈪
子どもセンターばあん 6月9日、7月14日㈮
忠生保健センター 6月19日、7月31日㈪
小山市民センター 7月5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
6月1日、8日、15日、22日、
29日、7月6日、13日、20
日、27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 6月22日、7月27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）
※各日とも同一内容

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

6月14日㈬、7月4日㈫、
24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

鶴川保健センター 6月28日㈬ 午後1時40分
～3時20分

8～10か月
児の保護者

健康福祉会館 後
期
6月20日㈫、7月12日㈬ 午前10時5分

～11時40分
離乳食後期の話
と試食、歯の話鶴川保健センター 6月28日㈬

1歳6か月
～2歳0か
月児の親子

健康福祉会館
幼
児
食
6月6日㈫ 午前9時55分

～11時45分
親子遊び、幼児食の話
と試食

７月１日㈯から金森地区コミュニティバス「かわせみ号」の

の　　 の　　　　が　　に70歳以上　利用者　割引制度　変更　なります70歳以上　利用者　割引制度　変更　なります70歳以上　利用者　割引制度　変更　なります

まちだ子育てサイト 検索



6 2017．5．15 ☎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

５月1日～31日「放課後は新しい『まちとも』に集合！」 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

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。

●かしの木山自然公園～自然観察会
「春の自然観察」
　直接会場へおいで下さい日５月２１
日㈰午前９時３０分～１１時（雨天中
止）場同公園／駐車場はありません
問かしの木山自然公園☎７２４・１６６０
●野津田公園～元五輪選手
が教える「ウォーキング（ジ
ョギング）教室」
対市内在住、在勤、在学の２０歳以上
の方日①６月５日～９月２５日の月曜
日（７月１７日、３１日、８月、９月１８日を
除く）、午前１０時３０分～正午、全１０
回②１０月２日～１２月１８日の月曜日

（１０月９日を除く）、午前１０時３０分
～正午、全１１回定各５０人（申し込み
順）費①５０００円②５５００円申いずれ
も電話で同公園管理事務所（☎７３６
・３１３１、受付時間＝午前９時～午後
５時）へ（同公園ホームページで申し
込みも可）
●野津田公園
　いずれも直接会場へおいで下さい。
【ばらまつり】
　約８４０株のバラが見ごろです日５
月２６日㈮午後１時～３時、２７日㈯、
２８日㈰、いずれも午前１０時～午後３
時場同公園ばら広場内①ボトルフラ

ワー作り②ミニアレンジメント③広
場ガイド④ばら展示定①②各２０人

（いずれも先着順）費①３００円②２００
円（保険料含む）
【フリーマーケット開催】
　キッチンカーの出店もあります日
５月２７日㈯、２８日㈰、いずれも午前
１０時～午後４時場同公園陸上競技場
周辺

◇
問同公園☎７３６・３１３１（受付時間＝
午前９時～午後５時、土・日曜日も可）
●サン町田旭体育館～脳ト
レ・軽体操いきいき講習会
対市内在住、在勤、在学の
４０歳以上の方日６月１３日～７月１１
日の火曜日、午後２時～３時、６月１４
日～７月１２日の水曜日、午前１０時
３０分～１１時３０分、各全５回定各２０
人（抽選）費各１７００円申往復ハガキ
に必要事項を明記し、５月３１日まで

（消印有効）に同館へ問同館☎７２０・
０６１１
●市立室内プール
【小学生スクール２期Ａ～Ｃ
（火・木コース）、Ａ（水コース）】
対小学生日６月６日～７月２０日、午後
４時３５分～７時４５分（水コースは午

　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 前週の金曜日から電話で予約

②交通事故相談 １７日、２４日、
３１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）

１９日、２６日
㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 １６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 ２３日㈫
⑥登記相談 １８日㈭
⑦行政手続相談 ２５日㈭

⑧少年相談 ２３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

後５時４０分～６時４０分）、各１時間
（要問い合わせ）、火コース＝全６回、
水・木コース＝各全７回定各６０人（抽
選）費火コース＝４８００円、水・木コ
ース＝各５６００円
【幼児スクール２期Ａ（火・水・木コー
ス）、Ｂ（水コース）】
対保護者同伴の４～６歳の未就学児日
６月６日～７月２０日、午後３時３０分～４

時３０分（水コースは午後３時３０分～５
時３５分）、各１時間（要問い合わせ）、火
コース＝全６回、水・木コース＝各全７
回定各３０人（抽選）費火コース＝
４８００円、水・木コース＝各５６００円

◇
申往復ハガキに必要事項を明記し、
５月２５日まで（必着）に同プールへ問
同プール☎７９２・７７６１

催し・講座催し・講座
普 通 救 命 講 習 会
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）
日６月２４日㈯午前９時～正午
場健康福祉会館
内心肺蘇生法、異物除去法、ＡＥＤ操
作法
※救命技能認定証を発行します。
定３５人（申し込み順）
費１４００円（テキスト代）
申５月２３日正午～６月１１日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０５２３Ａ）へ。
問町田消防署☎７２２・０１１９、町田市
保健総務課☎７２２・６７２８

歌って　踊って　楽しく　健康長寿
をめざそう
音 楽 体 操 教 室

　懐かしの歌や音楽に合わせて体を
動かすなど、無理なくできる体操教
室です。
対市内在住の、医師から運動制限を
受けていない満６０歳以上の方
日①６月１３日、２０日、２７日、いずれ
も火曜日午前１０時４５分～１１時４５
分②６月１４日、２１日、２８日、いずれ
も水曜日午後２時３０分～３時３０分、
各全３回
場①ふれあいけやき館②ふれあいも
みじ館
定①２０人②３５人（いずれもふれあ
い館の利用登録がない方優先のう
え、抽選）
申５月１８日正午～２４日にイベント

ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コード
１７０５１８Ｂ）へ（両会場への申し込み
は不可）。
※参加にはふれあい館の利用券の作
成（無料）が必要です。身分証明書（保
険証等）と２つの緊急連絡先が必要
になりますので持参して下さい。
問音楽体操教室について＝高齢者福
祉課☎７２４・２１４６、会場について＝
ふれあいけやき館☎７７０・６２３４、ふ
れあいもみじ館☎７９６・１０２０
地域介護予防教室
ボッチャにトライしよう！

【ゲームで脳を鍛え健康寿命を延ば
そう】
　ニュースポーツ「ボッチャ」を習得
し、講座終了後も仲間と活動を継続
することを目指します。認知症予防
の講座もあります。
対市内在住の全回参加できる６５歳
以上の方
日５月３０日～７月１８日の毎週火曜
日、午後２時～４時、全８回
場グランハート町田（山崎町２０５５

－２）
講（特）認知症予防サポートセンター
職員
定２０人（申し込み順）
申５月１５日午前９時～３０日正午に電
話で忠生第２高齢者支援センターへ。
問当日および講座に関すること＝忠
生第２高齢者支援センター☎７９２・
１１０５、予防教室全般に関すること
＝ 町 田 市 高 齢 者 福 祉 課 ☎７２４・
２１４６

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。講座終了後に、認知症サポー
ターの証しとなるオレンジリングを
お渡しします。
対市内在住、在勤、在学の方
日６月２１日㈬午後２時～３時３０分
場鶴川市民センター
定１２０人（申し込み順）
申５月１８日正午～６月１８日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０５１８Ｒ）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

　メディアにも多数出演している（特）ＢＯ
ＮＤプロジェクト代表・橘ジュン氏（写真
上）、同プロジェクト統括・ＫＥＮ氏（写真下）
に、虐待や家出、貧困等さまざまな困難を抱
え、傷ついた少女たちの心をどのように支
えていくかお聞きします。
　子どもの気持ちや、親子の信頼関係を築
く方法を知りたい方にも聞いていただきた
い講演会です。
日６月２５日㈰午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
定１８８人（申し込み順）
申５月１６日正午～６月１９日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６コード１７０５１６Ｄ）へ。
保育希望者（１歳６か月以上の未就学児、申
し込み順に１５人）は併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎７２３・２９０８

漂流する少女たち
男女共同参画週間記念講演会

　暖かくなると、雨や風をしのげる
軒下や樹木等にハチが巣を作り始め
ます。日ごろから家の周りを点検し
ておきましょう。
※市では駆除を行っていませんの
で、スズメバチの巣など自主駆除が
困難な場合は、専門業者の（公社）東
京都ペストコントロール協会（☎０３
・３２５４・００１４）へ依頼して下さい。

※アシナガバチの巣の駆除用とし
て、簡易な防護服の貸し出しを町田
市保健所（中町庁舎）で行っていま
す。アシナガバチとスズメバチの巣
の見分け方や駆除方法は、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。
市HP ハチ対策 検索

問生活衛生課☎７２２・７３５４

ハチの巣を見つけたら

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!

市HP 暮らしに関する相談 検索

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

©KEN

まちだ子育て
サイト
子育てひろば
カレンダー

　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。

子育てひろばカレンダー 検索

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

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

●町田市民文学館～２歳児あつまれ！
「春」をあそぼ！
　直接会場へおいで下さい対２歳児
とその保護者日５月２５日㈭午前１０
時３０分～１１時３０分場同館２階大会
議室内絵本、紙芝居、わらべうた遊び
等問同館☎７３９・３４２０
●大地沢青少年センター
【親子陶芸教室Ⅰ】
　世界に一つだけのマグカップやお
皿を作りませんか対市内在住、在学
の両日参加できる小学生とその親で
陶芸初心者日６月４日、７月２日、いず
れも日曜日午前１０時～午後３時／ＪＲ
横浜線相原駅西口～同センター間の
無料送迎バスを運行場同センター内
１日目＝粘土成型、２日目＝絵付け定
３０人（申し込み順）費大人８００円、小
学生４００円申５月１５日午前９時から

電話で同センターへ
【川上村子ども自然体験塾（農業編）】
対市内在住、在学の小学４～６年生日
６月１７日㈯午前７時４０分～１８日㈰
午後４時３０分、１泊２日場町田市自然
休暇村（長野県南佐久郡川上村）／集
合・解散は大地沢青少年センター第
１駐車場内レタスの作付けから収
穫、配送を体験・見学し、山村での生
活を学ぶ定３５人（抽選）費５０００円
（宿泊費、３食分の食事代、体験料等
含む）申ハガキに参加者全員の住所
・氏名（ふりがな）・電話番号・性別・
学年を明記し、５月２５日まで（必着）
に同センター（〒１９４－０２１１、相原
町５３０７－２）へ（ハガキごとに抽選、
グループ単位で申し込みも可）

◇
問同センター☎７８２・３８００

●ひなた村～科学クラブ「くぎでモ
ーターを作ってまわそう」
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生日６月４日㈰午前１０時～午後１
時内モーターの仕組みの解説、工作
講クリエイティブ・インストラクタ
ー　下薗大輔氏定１０人（申し込み
順）費３００円申５月１５日午前１０時か
ら電話でひなた村（☎７２２・５７３６）
へ
●市立博物館・玉川大学芸術学部連
携イベント～小学生参加！大学生と
一緒に工作しよう！
　市立博物館で７月から開催される
「黄金の地＆南海―東南アジア陶磁
の名品―」展の関連イベントです。オ
リジナルの船のレリーフを工作しま
す（作品は７月１５日～１７日に同館で
展示）対小学生（保護者の見学も可）

日６月１０日㈯、１１日㈰、いずれも午
後１時～３時３０分（両日とも同一内
容）場同館講玉川大学准教授・赤山仁
氏、同大学助教・丸山松彦氏、同大学
芸術学部生　他定各１４人（申し込み
順）申５月１７日正午～２２日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０５１７Ｄ）へ問同館☎７２６・１５３１
●スポーツにチャレンジ！
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（小学１～３年生は保護者同伴）
日６月１７日㈯午後０時３０分～２時３０
分場サン町田旭体育館内トランポリ
ンを中心とした複合種目を実施講町
田市スポーツ推進委員定６０人（申し
込み順）費１人２００円（保護者も参加
費が必要）申５月１６日正午～３０日に
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
へ問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

●東京都水道局～下水道使用料の減
免措置が継続されます
　新たな申請は、同局町田サービス
ステーションで受け付け（原則とし
て３月末まで減免の適用を受けてい
た方はそのまま継続）対生活保護・児
童扶養手当・特別児童扶養手当・老齢
福祉年金・中国残留邦人支援給付の
受給世帯、公衆浴場、医療施設、社会
福祉施設、デイサービス（入所施設）
などの各施設、生活関連業種、東日本
大震災による避難者減免期間２０１８
年３月３１日まで問同局多摩お客様セ
ンター☎０５７０・０９１・１０１、☎０４２・
５４８・５１１０

●東京しごとセンター多摩～就職面
接会ｉｎ多摩市
対おおむね５５歳以上の求職者日６月
１日①午前１０時～正午②午後１時～
４時（受付時間＝午後０時３０分～３
時）場関戸公民館（多摩市）内①面接
対策セミナー②就職面接会申①同セ
ンター多摩（☎０４２・３２９・４５２４）へ
②直接会場へ
●ハローワーク町田～新規学校卒業
者の求人説明会（事業主向け）
　直接会場へ対２０１８年３月新規学
校卒業予定者を採用する事業所日５
月２６日午後２時～４時場町田市民ホ
ール第４会議室問ハローワーク町田
☎７３２・７３９７
●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６月６日～９日、午前９時～正午、６

月１３日～１６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
●町田商工会議所からのお知らせ
【珠算検定試験】
試験日６月２５日場町田第一中学校費
１級２３００円、２級１７００円、３級１５００
円、４～６級１０００円、暗算９００円、段
位（珠算・暗算）２９００円（準級はお問
い合わせを）申５月１５日～１７日、午
前９時～午後５時（暗算・段位・準級は
５月１５日、１６日、午前９時～正午）に
直接同会議所へ
【リテールマーケティング（販売士）
検定試験】
試験日７月８日場大原簿記医療秘書

公務員専門学校町田校等費２級
５６６０円、３級４１２０円（インターネッ
ト申込手数料、別途各６５０円）申５月
２２日～６月５日に同会議所ホームペ
ージ、または６月８日～１４日に直接
同会議所へ

◇
問同会議所☎７２２・５９５７
●町田市身体障害者福祉協会～日帰
りバス旅行
対身体障害者手帳をお持ちの、小学
生以上の方（１家族２人まで）日６月７
日、出発は午前７時３０分場山梨県内
さくらんぼ狩り費３０００円申往復ハ
ガキに住所・氏名・電話番号を明記
し、５月２５日まで（必着）に同協会（〒
１９４－００１３、原町田４－２４－６、せ
りがや会館内、☎返７２２・０５６５）へ

情報コーナー

●
当
番
医
（
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

21
日
㈰

虫明クリニック（内）（小）
金森３-１９-１１ ☎７８８・５０７８

アツミ医院（内）（小）
中町３-６-１３ ☎７２２・２１８５

28
日
㈰

大村内科医院（内）
成瀬台３-８-４� ☎７２１・２００１

はやし内科クリニック（内）
真光寺２-３７-１１� ☎７３６・５５０１

スーパー
南中

金森湯

金森中央
スポーツ
広場

南中学校東南中学校東

南中学校入口南中学校入口

金森金森

町田一中

町田消防署

至町田至町田
小田
急線

小田
急線
→→

→→

町田市保健所
（中町庁舎）

すみれ会館

さるびあ
図書館

中町一丁目中町一丁目

町田シバヒロ

町田一小 中央橋北中央橋北

町田税務署町田税務
署入口
町田税務
署入口

至
玉
川
学
園
前

至
玉
川
学
園
前

成瀬台中
成瀬台小

駐在所

昭和薬科大学前

成瀬台入口

成瀬三丁目

成瀬台三丁目

昭和薬科大学

ポプラヶ丘

かしの木山
自然公園

スーパー

駐在所

スーパー真光寺真光寺

真光寺
十字路
真光寺
十字路

鶴川街道
鶴川街道

真光寺中

真光寺
風の子公園

横沢クリニック（内）
大蔵町５００２-２� ☎７０８・８５５０ 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

川村クリニック（内）
本町田２９４３-１� ☎７２４・７７２７ 救急車を呼ぶべきか迷ったら

東京消防庁
救急相談センター
♯7119または
☎042・521・2323

24時間365日

和光大学ポプリ
ホール鶴川

鶴川駅
東口
鶴川駅
東口鶴川駅

広場前
鶴川駅
広場前

鶴川駅鶴川駅

鶴川駅鶴川駅

小田急
線

小田急
線

至柿生→至柿生→

←←至玉川学園前至玉川学園前
鶴見川鶴見川

バス乗り場バス乗り場
鶴川駅前
五反田公園

さふらん
幼稚園山崎団地東山崎団地東

千代ヶ丘入口千代ヶ丘入口

給水塔前給水塔前

今井谷戸今井谷戸

至薬師池公園至薬師池公園→→

町田こばと
幼稚園

●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（いずれも午前９時～午
後５時）、２１日＝はぎの耳鼻咽喉科（☎７２８・８７３７、
玉川学園７-１-６）、２８日＝耳鼻咽喉科アレルギー科
のぶクリニック（☎７３７・１１８７、能ヶ谷１-５-８）

●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、２２日、
２９日㈪ 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

１６日、２３日㈫ 町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７
１７日㈬、２０日㈯、
３１日㈬ 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

１８日㈭ ふれあい町田
ホスピタル ☎７９８・１１２１ 小山ヶ丘１-３-８

１９日、２６日㈮ あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３
２４日㈬、３０日㈫ 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
２５日㈭、２７日㈯ 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

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

２１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

２８日㈰

内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

外科系
あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

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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「町田市地域経営ビジョン2030
～協働による地域社会づくり推
進計画～」を策定しました

　２０１６年４月３０日にオープンした、子どもセンターまあちが、３月１６日に来
館者１０万人を達成しました。
　１０万人目の来館者となったのは、親
子で遊びに来た原町田在住の清水英理
子ちゃん（１歳）です。４月３０日に行わ
れた１周年記念イベント「まあち１

ワン

バー
スデー」で、髙橋副市長から、手作りお
もちゃと記念品が贈られました。
問まあち☎７９４・７３６０

　「町田市『協働による地域社会づく
り』推進計画」の後継計画として、「町
田市地域経営ビジョン２０３０～協働
による地域社会づくり推進計画～」
を策定しました。
　２０３０年までに目指す地域の姿
（ビジョン）を共有し、地域と市が力
を合わせて実現するための考え方を
示したものです。

　計画の冊子
は、市民協働
推進課（市庁
舎２階）、各市
民センター、
各市立図書館、町田市民フォーラム
で閲覧できるほか、町田市ホームペ
ージでダウンロードできます。
問市民協働推進課☎７２４・４３６２

　１２月３日㈰に開催予定の市民協働
フェスティバル「まちカフェ！」を主
催する実行委員会の設立に先立ち、
準備会を開催します。
　出展を考えている団体や「まちカ
フェ！」の企画に携わりたい方、ボラ
ンティアとして参加を希望される方
はご出席下さい。
　市民協働フェスティバル「まちカ
フェ！」は、町田市を中心に活躍する
町内会・自治会やＮＰＯ法人、ボラン
ティア団体などが一堂に集うイベン

トです。２０１６年度は１５９団体の参
加・協力のもと、７８００人以上の来場
者でにぎわいました。詳細は、町田市
ホームページをご覧下さい。
○日時　６月１９日㈪午後６時３０分～
８時
○会場　市庁舎３階災害対策本部室
○申し込み　団体名（団体で参加す
る場合）・氏名・電話番号・Ｅメールアド
レスを明示し、６月９日までに電話ま
たはＦＡＸで市民協働推進課（☎７２４
・４３６２返０５０・３０８５・６５１７）へ。

「まちカフェ！」準備会を開催します！
第11回市民協働フェスティバル

子どもセンターまあち

来館者10万人を達成！ 　京王相模原線多摩境駅に、駅前広場と改札階をつなぐエレベーターが完成
し、４月２８日から利用できるようになりました。

　エレベーターは１１人乗りで、運
転時間は午前４時３０分から翌午前
１時です。自転車の乗り入れはで
きません。
　今後も市では、町田市福祉のま
ちづくり総合推進条例等に基づ
き、道路交通や施設のバリアフリ
ー化を推進していきます。
問道路政策課☎７２４・１１２４

多摩境駅の駅前広場に
エレベーターが完成

　町田市の防災に関わる２つの計画を修正しましたので、
そのポイントをお知らせします。
　計画の本文は、町田市ホームページでご覧いただけます。

問防災課☎７２４・３２１８

町田市地域防災計画
町田市国民保護計画を修正しました
町田市地域防災計画 修正のポイント 市の防災行政の基本となる「町田市地域防災計画」の、修正ポイントは次のとおりです。

○市役所内各部署の業務担当の見直し
・�各部の職員数をもとに災害時の業務
担当を再検証し、災害時に行う部ご
との業務量の偏りを調整しました。

○災害対策基本法改正への対応
・�緊急車両の円滑な通行のため、道路
管理者による放置車両の移動等につ
いて記載しました。
・�災害廃棄物処理の応援要請について
記載しました。

⇒ より迅速・確実な災害対応につなが
ります

○災害時帰宅困難者対策の充実
・�町田駅周辺の帰宅困難者の一時滞在施設に
ついて、新たな施設を追加し、記載を充実さ
せました。

⇒ 駅前滞留者を減らすこと
ができます

○土砂災害対策への取り組み
・�土砂災害により既存の避難施設が使用できなくな
る可能性のある地区で、協定を結んだ地域の集会
施設を代替施設として使用できる
ようにしました。

⇒ 新たな位置づけにより、避難でき
る施設が増えます

○その他の修正
・�南町田駅周辺整備に伴い、鶴間公園の拡大部分
も避難広場として整備するよう規定しました。
・�災害復興について、体制の確
立や建築制限の実施等を盛
り込みました。

町田市国民保護計画 修正のポイント 外国からの武力攻撃事態や大規模テロ等に備える「町田市国民保護計画」の、修正ポイントは
次のとおりです。

○警報の伝達方法の修正
・�Ｊ－ＡＬＥＲＴ（全国瞬時警報システム）等の国から
の情報伝達システムや町田市メール配信サービ
スなど、現在導入されているシステムを活用し
た情報伝達方法について、新たに記載しました。

○テロ対策の充実
・�東京２０２０オリンピック・パラリンピ
ック競技大会への危機管理の視点を踏
まえ、大規模テロ発生時等の情報収集
体制について記載を充実させました。

○その他の修正
・�避難施設の開設や運営時における、要配慮者や女性等へ
の配慮について、地域防災計画と同様に記載しました。
・�ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）との連携を盛り込む
等、医療体制について見直しを行いました。

○住民の避難に関する勧告の呼称を変更

⇒ 高齢者等、配慮が必要な方の早期避難を促
します

●避難準備情報

●避難勧告
●避難指示

●避難準備・高齢者等
　避難開始
●避難勧告
●避難指示（緊急）
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