
 わたしの家は大丈夫？
問防災課☎７２４・３２１８

　市内を流れる川の浸水予想区域は、町田市洪水ハザードマップでご確認
いただけます。また、土砂災害警戒区域等は町田市土砂災害ハザードマッ
プで同様に確認できます。災害時に慌てず適切な行動をとるために、ご自
身の家の周りや、避難施設までの道路が風水害時に安全かどうか、日頃か
ら確認しておきましょう。
　これらのマップは、防災課（市庁舎３階）や各市民センターで配布してい
るほか、町田市ホームページでご覧いただけます。

市HP ハザードマップ  検索

町田市洪水ハザードマップ
　町田市洪水ハザードマップには、大雨に
より市内を流れる境川、鶴見川、真光寺川、
恩田川の各河川が氾

はん

濫
らん

した場合に、浸水被
害の発生が予測される地域が示されていま
す。また、避難施設、自主防災組織、事前対
策、避難時の心得など、災害時に役立つ情
報が掲載されています。

町田市土砂災害ハザードマップ
　町田市土砂災害ハザードマップには、土砂
災害防止法に基づき、崖崩れや地すべり、土
石流などの土砂災害の危険がある市内の区
域を、土砂災害警戒区域として示していま 
す。また、土砂災害に関する情報や避難時の
心得、事前対策など、災害時に役立つ情報が
掲載されています。（東京都による）警戒区域
の指定に合わせて順次作成しているため、お
住まいの地域によっては作成していない場合
があります。詳細は、お問い合わせ下さい。

　日本は雨の多い国です。梅雨の時期には、各地で大雨による甚
大な被害が発生しています。昨年8月22日に接近した台風9号の
影響により、市内各地でも床上・床下浸水や道路冠水、倒木、公共
交通機関の運休が発生し、市民生活に大きな混乱が生じました。
　市は、同日午前8時30分に災害対策本部を設置し、土砂災害警
戒区域に指定されている場所や、崖・斜面や境川の近くにお住ま

いの方に対し、避難勧告を発令。これにより、28か所開設した避
難施設に270人以上の方が避難することになりました。
　このような大雨による災害は、今後も発生することが想定され
ます。しかし、大雨は地震とは異なり、事前に天気予報等による予
測ができ、減災に対する行動がとれます。ご自身やご家族、近隣
の皆さんのために事前の対策をお願いします。

鶴間橋下流にて（2016年8月22日午前11時39分撮影、
写真提供：東京都建設局南多摩東部建設事務所）

増水時の境川

自分でできる 
みんなで取り組む 大雨対策

  もし大雨になったら
いつ避難すればいいの？
　災害の発生が差し迫り、避難が必要になった場合は、市から呼びかけを行い
ます。避難勧告等や開設している避難施設の情報は、町田市メール配信サービ
スや防災行政無線放送、町田市ホームページ等でお知らせします。呼びかけが
行われたら、状況を判断し、落ち着いて速やかに行動して下さい。

※２０１６年１２月２６日に名称が変更されました。

名　称 とるべき行動

避難準備・高齢者等
避難開始

避難に時間のかかる方（お年寄りの方、体の不自由な
方、小さなお子さんがいらっしゃる方など）と、その
避難を支援する方は避難を開始して下さい。
なお、避難施設への避難が困難な場合は、建物の上の
階や近くの安全な場所に避難して下さい。
それ以外の方については、気象情報に注意し、危険だ
と思ったら早めに避難をして下さい。

避難勧告 速やかに避難を開始して下さい。外が危険な場合は、
建物の上の階に避難して下さい。

避難指示（緊急） 緊急に避難して下さい。外が危険な場合は、建物の上
の階へ緊急に避難して下さい。

大雨
に

備
えよう!!

問防災課☎724・3218

メール配信サービスにご登録をお願いします。

　これらの緊急の呼びかけのほか、気象情報等を
お知らせします。

平
常
時
の
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所

人口と世帯（外国人含む） ２０１7年5月1日現在人口 ： 429,193人（ 男：210,658人・女：218,535人）（前月より79人増） ／ 世帯 ： 193,573世帯（前月より429世帯増）

今号の紙面から 　●3面 市議会のうごき　●3面 「これからの公共施設のあり方について」市民説明会を開催します
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皆さんでできる大雨対策を、
２面で紹介しています。
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皆さんの取り組みで被害は減らせます

●雨水浸透設備の設置をしましょう

　　　　ご協力をお願いします 雨が続くと下水道管に雨水が浸入することがあります。
大雨の際は、洗濯やお風呂をできるだけ控え、排水量を減らすよう、ご協力をお願いします。

問道路からの浸水用土のう配布＝道路管理課☎724・4245、よう壁に関すること＝建築開発審査課☎724・4395、雨水浸透設備に関すること＝下水道管理
課☎724・4330

左から（社福）光琳会こうりん保育園園長 村上元章氏、同会理事長 林善治氏、
石阪丈一市長、市立金森保育園園長 島田裕子氏

　近年、都市化が進み、田畑や山林だった土地が宅地化などの理由によりアス
ファルト化され、地中に浸透する雨水の量が減ってきています。そのため、大雨
の際には、大量の雨水が河川や下水道にそのまま流れ込み、洪水や
道路冠水、住宅への浸水被害が発生しやすくなっています。
　この問題は「都市型水害」と呼ばれています。

大雨に
備えましょう

雨水本管

補助対象補助対象 公共雨水ます

1 1 1 12 2

!

補 助 金 を 交 付 し て い ま す

1. 雨水浸透ます 2. 雨水浸透管（浸透トレンチ）

　この度、市立金森保育園とこうりん保育園〔（社福）光琳会〕は、災害時等における相
互応援協定を締結しました。
　これは、風水害等（地震等広域に及んで被害が生じる災害を除く）により、保育園が
被災した場合も、児童を安全に保育するため、被災した保育園への応援に関する事項
を定めたものです。
　集中豪雨によって境川の氾

はん

濫
らん

や園舎の浸水等の危険がある場合、児童の一時的な
受け入れや、保育士・看護師等の派遣、食料・飲料水・医療品等の提供、寝具・清掃
用具等の提供など、相互の応援態勢を組むことで、児童の安全を確保します。
　今後は、本協定に基づき、相互の訓練等に参加するなど、災害時の協力体制を実効
性の高いものにします。また、市立と民間や、民間同士での協定の締結も進めていき
ます。

問保育・幼稚園課☎724・2137

　市では、雨水浸透設備を設置される方に対して、補助金（上限20万円）を交付す
る制度があります。補助対象や手続き等、詳細は下水道管理課にお問い合わせ下さ
い。なお、設置するには条件があります。また、予算金額を上回った場合は、補助を
終了する場合があります。

　雨水浸透設備は、「雨水浸透ます」と「雨水浸透管（浸透トレンチ）」があります。主
に屋根に降った雨水を一時的に貯め、少しずつ地面に浸透させていくもので、これ
により、河川に流れ込む雨水の量を抑えることができます。一つひとつの設備は小
さなものですが、皆さんの宅地内に設置することで多大な効果が見込まれます。

　長雨や集中豪雨により、崖やよう壁などが崩れて被害をもたらす
ことがあります。日頃から家の周囲の安全を確かめ、危ない石積みや
土留めは補強し、排水をよくするなど、安全対策を心掛けましょう。
既に関係機関から、よう壁の改善等の勧告を受けている方は、必ず補
強、改良等の工事を行って下さい。住宅金融支援機構では、崖崩れ防
止等に関して勧告や改善命令を受けている方に、工事資金の融資を
行っています。なお、よう壁などを築造するときは、事前の許可が必
要となることがあります。

●よう壁などの点検をしましょう

　雨が降りそうなときは、河川や水路、公園内等の調整池に近づかな
いようにしましょう。その場所で降っていなくても上流で急激に雨
が降り、突然増水することがあります。

●危険な場所には近づかないようにしましょう

　家屋への浸水を防ぐには、水をせき止
めることが有効です。初期の浸水では、
45リットル程度の容量のビニール袋に
水を入れて作る簡易的な水のうや土のう
が有効です。

●「水のう」「土のう」を
　設置しましょう

　市でも清掃やパトロールを強化します
が、近くの道路側溝の網状のふたに、落ち
葉やごみ等があったら取り除いて下さ
い。雨水の排水がスムーズになり、道路冠
水を防ぐことになります。

●日頃から道路側溝を
　きれいにしましょう
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募　集募　集
町田市景観審議会

市 民 委 員
　任期満了に伴う委員改選を行うた
め、市民委員を募集します。
対市内在住の２０歳以上で、市の他の
審議会等の委員と重複していない方
＝２人
※募集要項をご確認下さい。
任期８月１日～２０１９年７月３１日（２
年間）
選考書類選考のうえ、対象者のみ面
接（７月１０日予定）
申申込書と論文（テーマ＝１０年後も
町田市に住み続けたくなるような町
田市中心市街地のまち並み景観をつ
くるため、あなたができることを提
案して下さい〔１２００字以内〕）を、６
月１３日午後５時まで（消印有効）に直
接または郵送で、地区街づくり課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
※結果は応募者全員にお知らせしま
す。応募論文は返却しません。
※募集要項、申込書等は町田市ホー
ムページからダウンロードできま
す。郵送を希望する方は、地区街づく
り課へご連絡下さい。
問地区街づくり課☎７２４・４２６７

お知らせお知らせ
ご覧いただけます

町田市公共下水道事業 
計画変更（案）関係図書
　主な変更内容は、相模原市との行
政境界変更に伴う処理区域の変更、
市街化調整区域の一部を処理区域へ
追加、下水道法改正に伴う維持修繕
に関する項目の追加についてです。
　縦覧期間中、住民及び利害関係人
は意見書を提出することができます。
対住民及び利害関係人
縦覧期間６月１５日㈭までの午前８時
３０分～午後５時（土・日曜日を除く）
場下水道総務課（市庁舎８階）、水再
生センター（成瀬・鶴見川クリーンセ
ンター）

意見書の提出６月１５日まで（必着）に
直接または郵送で下水道総務課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問下水道総務課☎７２４・４２９０
東京都介護支援専門員

実 務 研 修 受 講 試 験
対受験地が東京都で、対象となる資格
及び業務で一定の実務経験がある方
※詳細は、受験要項（６月３０日まで介
護保険課〔市庁舎１階〕で配布）を参
照して下さい。
試験日１０月８日㈰
申簡易書留で６月３０日まで（消印有
効）に、東京都福祉保健財団へ。
※受験要項の郵送希望者は、３８０円
分の切手（１冊分）を貼った「角２サイ
ズ」の返信用封筒を同封し、（公財）東
京都福祉保健財団ケアマネ試験担当
（〒１６３－０７１９、新宿区西新宿２－７
－１、小田急第一生命ビル１９階）へ請
求して下さい。
問介護保険課☎７２４・４３６４
児童育成手当

現 況 届 の 提 出 を
　ひとり親家庭の方等を対象とした
児童育成手当を現在受給している方
に、現況届を送付しましたので、提出
して下さい（現況届が届いていない
方は、子ども総務課へ連絡を）。
　現況届の提出がない場合は、６月
分（１０月振込予定）からの手当が受
けられません。
※各市民センター等での受け付けは
行いません。
提出方法現況届に必要事項を記入し、
６月３０日まで（消印有効）に直接また
は郵送で子ども総務課（市庁舎２階、

〒１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
※必要書類は、現況届右上の記載事
項をご確認下さい。
問子ども総務課☎７２４・２１４３
提出して下さい

児童手当・特例給付現況届
　児童手当・特例給付を受けている
方に、６月上旬以降順次現況届（更新
手続き）を送付しますので、提出して
下さい（児童手当の所得限度額を超
えている方も提出が必要）。
　現況届の提出がない場合は、６月
分（１０月振込予定）からの手当が受
けられません。
提出方法現況届に必要事項を記入し
必要書類を同封のうえ、６月３０日ま
で（消印有効）に郵送で子ども総務課
（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
※子ども総務課窓口でも６月３０日ま
で受け付けますが、大変混雑します。

郵送での提出にご協力下さい。なお、
各市民センター等での受け付けは行
いません。
※封筒には切手を貼付して下さい。
※必要書類は、現況届右上の記載事
項をご確認下さい。
問子ども総務課☎７２４・２１３９
町田市認定幼児教育施設在籍幼児保
護者補助金

対象施設を募集します
　市内在住の４・５歳児が在籍する認
可外の幼児教育施設のうち、町田市
で定めた基準に適合し町田市による
認定を受けている場合、児童の保護
者に対し補助金を交付します。今回、
補助対象となる施設（認定幼児教育
施設）を募集します。申請方法、認定基
準についてはお問い合わせ下さい。
問子ども総務課☎７２４・２５５１

公開している会議　傍聴のご案内
 

会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み
町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

６月１２日㈪午前
１０時～正午

市庁舎２階会
議室２－２

３人
（申し込み順）

電話で市政情報課（☎
７２４・８４０７）へ

町田市教育委員会定例
会

６月１６日㈮午前
１０時から

市庁舎１０階
会議室１０－
３～５

会議当日に教育総務
課（市庁舎１０階、☎
７２４・２１７２）へ

町田市高齢社会総合計
画審議会

６月１９日㈪午後
６時３０分～８時

市庁舎３階会
議室３－１

１０人
（申し込み順）

電話でいきいき総務
課（☎７２４・２９１６）へ

町田市景観審議会専門
部会

６月２３日㈮午前
１０時～正午

市庁舎２階会
議室２－３

５人
（申し込み順）

電話で地区街づくり
課（☎７２４・４２６７）へ

　本会議･委員会を下表のとおり開催します。開会時間は午前１０時
です（６月２日は午後１時）。
問議会事務局☎７２４・４０４９

６月定例会・常任委員会を開催します

本会議・常任委員会日程（予定）
月 日 曜日 内　　　　容

６

２ ㈮ 本会議（提案理由説明）
５ ㈪ 議案説明会・全員協議会
７ ㈬

本会議（一般質問）
８ ㈭
９ ㈮
１２ ㈪
１３ ㈫
１４ ㈬ 本会議(質疑)
１５ ㈭ 文教社会常任委員会･建設常任委員会
１６ ㈮ 総務常任委員会・健康福祉常任委員会
１９ ㈪ 常任委員会予備日
２６ ㈪ 本会議(表決)

市
議
会
の
う
ご
き

※会議の日程・時間等は変
更になることがあります。
※本会議・常任委員会は町
田市議会ホームページでイ
ンターネット中継・録画中
継をしています。スマート
フォンやタブレット端末で
もご覧いただけます。
【ツイッターで情報発信】
ツイッターアカウント名＝
町田市議会（町田市公式） 
＠machida_gikai

議会を傍聴しましょう

【転換期の公共サービス　新たな
かたちとは】
　２０１６年度の研究報告ととも
に、土堤内昭雄氏（ニッセイ基礎研
究所）による基調講演「人口減少社
会に向けたパラダイムシフト」、土
堤内氏と市川宏雄所長（明治大学
専門職大学院ガバナンス研究科

長）、市長を交えた対談を行います。
日６月１９日㈪午後６時～８時３０分
場町田市民フォーラム
定５０人（抽選、落選者のみに連絡）
申６月１２日までにイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６コード１７０６０１
Ｄ）へ。
問企画政策課☎７２４・２１０３

　市では、「町田市公共施設再編計
画」策定に向けて、これからの時代
にふさわしい公共施設・公共空間
のあり方について検討しています。
　これからの公共施設のあり方に
ついて、右表の日程で説明会を開
催します。
　直接会場へおいで下さい。
○内容　①町田市の公共施設の現
状・課題／②再編に向けた考え方
問企画政策課☎７２４・２１０３

説明会会場一覧
日　時 開催場所

６/２４㈯ 午後２時
~４時 なるせ駅前市民センター

６/２６㈪ 

午後７時
~９時

南市民センター
６/２７㈫ 木曽山崎コミュニティセンター
６/２８㈬ 忠生市民センター
６/３０㈮ 堺市民センター
７/３㈪ 玉川学園駅前コミュニティセンター
７/４㈫ 鶴川市民センター
７/５㈬ 馬場さくら会館
７/６㈭ 野津田公民館

７/７㈮ 午後２時
~４時

市庁舎２階市民協働おう
えんルーム

　５月１３日に町田市表彰式を開催
し、長年にわたって地方自治の発展
に貢献され、市民の福祉の向上にご
尽力いただいた個人や団体、１０５人
の方々を表彰しました。
　表彰を受けた方と団体は、次のと
おりです（敬称略、順不同）。

【自治功労】
おく栄一／三遊亭らん丈／いわせ和
子／山下てつや／市川勝斗／河辺康
太郎／戸塚正人／髙梨敏／宮之原和
彦／西田光寿／名地史明／大野忠政
／萩生田幸雄／荻野家康／齋藤新一
／鎌田勝／伊藤日出男／伊東友俊／
森健／石山実／吉川嘉一／山下一夫
／岡本和夫／佐藤光男／諸墨淳人／
大津哲夫／加納浩

【一般表彰】
市邉弘美／豊川達記／望月彰／井上
重夫／小川陽子／金子美惠子／神藏
喜代治／佐藤惠美子／関口英男／髙
橋京子／野田二三男／藤崎信子／外
山妙子／中村郷子／道地勝子／志水
勇祐／髙尾英幸／杉井哲也／橋本紳
一朗／五十嵐章／池田隆／岩田忠人

／田所孝一／𠮷川啓二／関 男／島
﨑博隆／安部克浩／小松雄士／福谷
昌紀／大谷英二／金森第１１住宅第２
自治会自主防災隊／金森第１１自治
会自主防災隊／エステアベニュー鶴
川代官山自主防災隊／木曽町下横町
内会自主防災隊／伊藤久雄／森崎達
郎／安諸一郎／一般社団法人町田サ
ッカー協会／町田市ソフトボール連
盟／町田市なぎなた連盟／伊藤剛／
河野章子／篠原まさ子／松田兼男／
翔／パッチワークキルト研究会／町
田エイサー青海波／町田フィルハー
モニー合唱団／石橋隆子／落合正之
／園曽八重子／小島寔／志賀耐子／
芝徹／鈴木昭男／竹尾信𠮷／友田昭
博／宮本博志／榎本真幸／桐生敏子
／小宮長治／小森正彦／中溝孝夫／
藤牧素子／太田克巳／加賀谷貞子／
加藤喜美／宮川美惠子／ザ・フレン
ドシップ・フォース・オブ・西東京／
株式会社ギオン／青野覚／今井泉／
尾﨑浩／坂下台嚴子／須藤一郎／早
田日出一・早田敦子／横尾忠則／渡
辺豊重

町田市表彰式　自治功労者などを表彰しました
問秘書課☎７２４・２１００

コ ン ビ ニ 証 明 書 自 動 
交 付 サ ー ビ ス を 停 止
　システムメンテナンスのため、
コンビニエンスストアでの証明書
自動交付サービスを６月１４日㈬午
前６時３０分～午後１１時に停止し
ます。
※コンビニ交付サービスの再開は、
６月１５日㈭午前６時３０分からです。
問市民税課☎７２４・２８７４

開催します～町田市未来づくり研究所　研究報告会

これからの公共施設のあり方について　市民説明会を開催します
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ご利用下さい！ 詳細はお問い合わせ下さい。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131 検索町田市立図書館移動図書館“そよかぜ号”

申「セミの鳴き声調査」と書き、住所
・氏名・電話番号を明記し、ハガキ、Ｆ
ＡＸまたはＥメールで６月１５日まで

（必着）に（一財）まちだエコライフ推
進公社（〒１９４－００３６、木曽東２－１
－１、返７９７・９８８１遍ｓｅｍｉ＠ｍ－ｅｃ
ｏｋｏｓｈａ．ｏｒ．ｊｐ）へ。

【セミ・セミナー～なきごえ・ぬけが
らがわかる！】
　直接会場へおいで下さい。
日６月２８日㈬午後１時３０分～４時３０
分（出入り自由）
場市民協働おうえんルーム（市庁舎
２階）
内セミの鳴き声の聞き分け、ぬけが
らの見分け方等

◇
市HP セミの鳴き声  検索
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１
屋外での活動にご注意下さい

光 化 学 ス モ ッ グ が 
発生しやすい時期です

　東京都環境局ホーム
ページで、Ｅメールア
ドレスを登録すると、
光化学スモッグ注意報
等の発令状況が配信さ
れます。
問環境保全課☎７２４・２７１１
開催します

教 科 用 図 書 展 示 会
　町田市教育委員会では、２０１８年
度に市立小学校で使用する「特別の
教科　道徳」の採択候補となる教科
用図書の展示会を開催します。
　教科用図書へのご意見等がありま
したら、各会場の用紙にご記入下さ
い。採択の参考にします。
※直接会場へおいで下さい。
日①②６月２日㈮～７月５日㈬③６月
１１日㈰、２５日㈰、いずれも午前９時

お知らせお知らせ
特定認可外保育施設入所児童保護者

補 助 金 を 改 定 し ま す
　２０１７年度から、特定認可外保育
施設入所児童保護者補助金を、児童
１人につき月額１万５０００円から２万
円に改定します。
※申請書は保育所を通じて配布しま
す。
対市内在住で、認証保育所（都内であ
れば市外の施設でも可）に月１６０時
間以上の契約で子どもを預けている
保護者の方
問子ども総務課☎７２４・２５５１
申請を受け付けます

２０１７年度私立幼稚園等補助金
【就園奨励費・保護者補助金】
　子ども・子育て支援新制度に移行
した幼稚園に通う場合は、手続き不
要です。
対町田市に住民登録のある満３～５
歳児及び就学猶予された園児を私立
認可幼稚園に通園させている保護者
※満３歳児の特別クラス（隔日・半日
のクラス）等は、補助金の対象外です。

申幼稚園で申請書の取りまとめをし
ている場合＝申請書記入後、各幼稚
園が定める期限までに各幼稚園へ。
幼稚園で申請書の取りまとめをして
いない場合＝申請書記入後、幼稚園
の在園証明を受けて７月７日までに
子ども総務課（市庁舎２階）へ（郵送
可）。
※各市民センターでは受け付けでき
ません。
※期間終了後も受け付けますが、補
助金の支給が遅れることがあります。
※申請書を配布していない市外の幼
稚園等の場合は、子ども総務課へご
連絡下さい。
※詳細は各幼稚園で配布のパンフレ
ット、または町田市ホームページを
ご覧下さい。
問子ども総務課☎７２４・２５５１
調査協力者を募集します

セ ミ の 鳴 き 声 調 査
　お住まいの地域周辺などで、セミ
の鳴き声を聞いて種類ごとに記録し
ていただける方を募集します。
対市内在住、在勤、在学の小学生以上
の方
調査期間７月１日㈯～１０月１５日㈰
定３００人（申し込み順）

～午後５時（①②は土・日曜日を除く）
場①教育センター２号館２階資料室・
展示室②イベントスタジオ（市庁舎１
階）③ワンストップロビー（市庁舎１階）
問①教育センター☎７９３・２４８１②
③指導課☎７２４・２１５４

住宅の耐震化を応援します
【木造住宅の無料簡易耐震診断】
対市内にある昭和５６年５月３１日以
前に着工された木造戸建住宅を自ら
が所有し居住している方
申住宅の建築年月日が確認できるも
の（建築確認通知書等）の写しと住宅
の図面の写しを持って、直接住宅課
へ。

【木造住宅耐震相談会】
対市内にある昭和５６年５月３１日以
前に着工された木造戸建住宅を自ら
が所有し居住している方
日７月６日㈭午後２時～４時
場鶴川市民センター
内木造住宅の無料簡易耐震診断と耐
震化助成制度の説明、個別相談、申請
の受け付け
定５０人（申し込み順）
申電話で住宅課へ。

◇
問住宅課☎７２４・４２６９

分譲マンション管理セミナー
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日６月２５日㈰午後１時３０分～５時
場市民協働おうえんルーム（市庁舎
２階）
内講演会「マンション管理会社の活
用について～マンション管理委託契
約のポイント」、個別相談会
講（一社）日本マンション管理士会連
合会会長・親泊哲氏
定５０人（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。

６月は蚊の発生防止強化月間です

年金の住所変更はお済みですか

平成２９年度市民税・都民税のお知らせ 　デング熱やジカウイルス感染症
など、蚊が媒介する感染症の発生
を未然に防止するためには、水中
に生息する幼虫（ボウフラ）を退治
して蚊の発生を抑制するととも
に、蚊に刺されないために家に侵
入させない対策と外出時の対策を

とることが重要です。
※町田市保健所中町庁舎で、市民向
けリーフレット「夏場の蚊対策」を
配布していますので、ご活用下さい

（町田市ホームページでダウンロー
ドも可）。
問生活衛生課☎７２２・７３５４

　町田リサイクル文化センター周
辺の大気中のダイオキシン類測定
を実施しましたので、その結果を
お知らせします。測定結果は、環境

基準に適合していました。
※詳細は、町田市ホームページを
ご覧下さい。

　住所を変更した方は、年金も住所
変更の届け出が必要です。手続きを
しないと、「ねんきん定期便」等のお
知らせが届かないことがあります。　
　住所変更の届け出先は次のとおり
です。
○国民年金第１号加入中の方＝手続
き不要（日本年金機構からの通知が
届かない場合は、保険年金課国民年
金係へお問い合わせ下さい）
○厚生年金保険加入中の方＝勤務し
ている会社等
○国民年金第３号被保険者の方＝配
偶者が勤務している会社等
○年金受給者の方＝日本年金機構に
住民票コードが登録されている方は
原則不要。ただし、日本年金機構に住
民票コードが未登録、住民票の住所
と違う場所にお住まいの場合、また
は成年後見を受けている方等は、届

け出が必要です。
◇

　詳細は、ねんきんダイヤルへお問
い合わせ下さい（共済年金を受け取
っている方は各共済組合へ）。
問ねんきんダイヤル☎０５７０・０５・
１１６５（ナビダイヤル）、☎０３・６７００・
１１６５、町田市保険年金課☎７２４・２１２７

【企業年金連合会からのお知らせ】
　「厚生年金基金（企業年金）」とは、
勤務先の会社が実施している年金制
度の一つです。この制度のある会社
を勤務１０年未満で退職したことが
ある方は、制度への加入期間が１か
月でも、企業年金連合会から年金を
受け取れる可能性があります。
問企業年金連合会☎０５７０・０２・
２６６６（ナビダイヤル）、☎０３・５７７７
・２６６６（受付時間＝祝休日を除く月
～金曜日の午前９時～午後５時）

　納税通知書を６月２日に発送します。
６５歳以上（４月１日時点）で公的年金の
所得がある方の納税通知書は６月１５日
に発送します。
　給与から差し引かれる方は、勤務先
へ税額通知書を５月１８日に発送しまし
た。

【平成２９年度市民税・都民税課税（非課
税）証明書は次の日程で発行します】
①給与から差し引かれる方＝５月１８日
以降
②個人で納付する額がある方＝６月２
日以降
③６５歳以上（４月１日時点）で公的年金の
所得がある方＝６月１５日以降
※①と②を併せて納付する方は６月２
日以降、①、②により納付する方で③に
該当される方は６月１５日以降の発行に
なります。コンビニエンスストアでの
自動交付サービスの手続きをすでに済
ませている方は６月１５日以降の自動交
付が可能となります。

発行場所市民課（市庁舎１階）、市
民税課（市庁舎２階）、南・なるせ駅
前・鶴川・忠生・堺・小山の各市民セ
ンター、町田・南町田・鶴川の各駅
前連絡所、玉川学園・木曽山崎の各
コミュニティセンター
費１通につき３００円
○本人確認書類をお持ち下さい
　税務証明や閲覧の申請のために
窓口に来庁する方は、本人確認書
類（下表参照）をお持ち下さい。
　本人に代わって請求する場合は
委任状等の書面が必要です。代理
で窓口に来庁する方も本人確認書
類をお持ち下さい。

◇
問納税通知書について＝市民税課
市民税係・特別徴収係☎７２４・
２１１４、２１１７、納付について＝納
税課☎７２４・２１２１、証明書につい
て＝市民税課諸税証明係☎７２４・
２８７４

町田リサイクル文化センター周辺大気中の
ダイオキシン類測定結果をお知らせします

問資源循環課☎７９７・９６１５

単位：pg-TEQ／㎥
主な測定地点 春　季 夏　季 秋　季 冬　季 年度平均 環境基準
小山田小学校 0.015 0.012 0.012 0.013 0.013

0.6小山田中学校 0.012 0.013 0.014 0.014 0.013
図師小学校 0.011 0.013 0.015 0.011 0.013

測定日：春季＝2016年5月9日～16日／夏季＝2016年8月18日～25日／秋季＝
2016年11月18日～25日／冬季＝2017年2月1日～8日

本人確認書類　（①は1点で、②は2点で、または②1点＋③1点で確認）

①
運転免許証等官公署発行の免許証もしくは資格証明書（写真付き）、マイナンバ
ーカード（写真付き）、旅券、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード
（写真付き）、身体障害者手帳、療育手帳など

②
健康保険証、各種年金証書及び年金手帳、住民基本台帳カード（写真なし）、生活
保護受給証明書、地方公共団体交付の敬老手帳、①の書類が更新中に交付される
仮証明書や引換書類、本人宛納税通知書など

③ 学生証、法人が発行した身分証明書、キャッシュカードなど
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日6月4日㈰午前7時～ 8時　場教育センター校庭（木曽東３-１-３）　問農業振興課☎724・2166町田産新鮮野菜がいっぱい!日曜朝市

お知らせお知らせ
町田新産業創造センターセミナー

スタートアップ企業の 
資金調達成功の秘訣！
　クラウドファンディングなどの新
たな資金調達の手法を中心に、先輩
経営者へ成功の秘訣を伺います。
対経営に携わる方、起業・創業希望者
等
※起業・創業に関する詳細は、フェイ
スブック「起業・創業はＴＯＫＹＯの町
田から！」でご確認下さい。
日６月１５日㈭午後２時～５時３０分
場同センター
講株式会社ハグカム代表・道村弥生
氏、株式会社Ｔｏｋｙｏ　Ｎｅｗ　Ｃｉｎｅｍａ
（同センター入居企業）代表・木ノ内
輝氏
定５０人（申し込み順）
申同センターホームペ
ージで申し込み。
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業観光課☎７２４・２１２９
大地沢青少年センター

１２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６月３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。
※１２月５日、１２日、１９日、２５日、２６日、
２８日～１月４日は利用できません。
町田市自然休暇村　せせらぎの里

１２月分の利用～受付開始
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申６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）。
※１２月７日、１２日、１３日は利用でき
ません。
※１２月２９日～１月３日の年末年始期
間は抽選です。詳細は今後の本紙等
でお知らせします。

催し・講座催し・講座
おいしく！楽しく！健康に！

男 性 料 理 教 室
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７月４日㈫、１３日㈭、１８日㈫、いず
れも午前１０時～午後１時、全３回
場町田市民フォーラム
定２０人（抽選、結果は６月２２日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申６月２日正午～８日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６コード１７０６０２

Ｃ）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
認知症サポーター

ス テ ッ プ ア ッ プ 講 座
対認知症サポーター養成講座を受講
した方
日７月３日㈪午後１時３０分～４時３０分
場健康福祉会館
内認知症の基礎知識の復習、認知症
の人とのコミュニケーションの取り
方について実践的な事例を学ぶ
定４５人（申し込み順）
申６月２日正午～２７日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０６０２
Ｂ）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

家 族 介 護 者 教 室
　介護方法等の知識普及のための講
座です。お住まいの地区を担当する
高齢者支援センター以外の教室にも
参加できます。
※詳細は、各高齢者支援センターへ
お問い合わせ下さい。

【①漏らさない紙パンツの使い方】
日６月２７日㈫午前１０時～正午
場特別養護老人ホームコモンズ
定２０人（申し込み順）

【②権利擁護と成年後見制度】
日６月２８日㈬午後１時３０分～３時３０
分
場特別養護老人ホーム芙蓉園

◇
申電話で①町田第１高齢者支援セン
ター（☎７２８・９２１５）へ②南第１高齢
者支援センター（☎７９６・２７８９）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

か く た ん 吸 引 研 修
　安全かつ適切に痰

たん

の吸引を行うこ
とができる介護職員を養成するため
の研修です。
※詳細は、町田病院へお問い合わせ
下さい。
対両日参加できる、市内の訪問系サ
ービス事業所、小規模多機能型居宅
介護、グループホーム等に勤務して
いる介護職員
日７月１日㈯午前８時３０分～午後５時
３０分、７月２日㈰、正午～午後１時３０
分、午後２時～３時３０分、午後４時～５
時３０分、全２回

※７月２日は、抽選でいずれかの回に
参加決定します。
場町田市医師会館（旭町）
定５４人（抽選）
申申込用紙（町田病院ホームページ
または町田市ホームページでダウン
ロード）に記入し、６月１７日まで（必
着）にＦＡＸで町田病院在宅ケア室
（返７９４・６６２１）へ。
問同ケア室☎７９２・０６０２、町田市高
齢者福祉課☎７２４・２１４０
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ

公 開 講 座
【①町田の歴史Ⅰ～江戸時代の村の
女性「小島日記」に描かれた女たち】
　縁談・子育て・交際・嫁姑・子守奉公
の娘など、町田の村の女性たちにつ
いてお話しします。
日７月４日㈫午後６時１５分～８時１５
分
講小島日記研究会会員・高橋多恵子
氏

【②まちだの福祉～住み慣れた地域
で自分らしく生きたい　介護保険法
・小規模多機能型居宅介護とは】
　２４時間３６５日対応可能な在宅介
護施設である藤沢市の高齢者福祉サ
ービスの取り組みを紹介します。地
域に密着したサービスや、高齢者の
願いを実現するための取り組みにつ
いてお話を伺います。
日７月４日㈫午後２時～４時
講（株）あおいけあ代表取締役・加藤
忠相氏

【③人間関係学～下流老人から過労
老人へ　一億総疲弊社会と高齢者の
貧困問題】
　社会の高齢化や格差が進む中、私
たちが安心した生活を送るにはどう
したらいいか考えてみませんか？ベ
ストセラー「下流老人」の著者で、生
活困窮者の支援も行っている（特）ほ
っとプラス代表理事・藤田孝典氏に
語っていただきます。
日７月５日㈬午後７時～９時

◇
場同センター
定①③１０８人②１２８人（いずれも申
し込み順）
申６月６日正午から①７月２日まで②
６月２０日まで③６月２７日までにイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード①
１７０６０６Ａ②１７０６０６Ｂ③１７０６０６Ｃ）
へ。
問同センター☎７２８・００７１

　日程等の詳細は、まちだ子育てサ
イト、各チラシまたは①サンリオピュ
ーロランドホームページ②町田製菓
専門学校ホームページをご覧下さ
い。

【①夢のテーマパークスタッフにチ
ャレンジ！！】
　サンリオピューロランドのスタッ
フに挑戦しませんか。
○パレードスタッフプラン
　出演ダンサーから講習を受け、コ
スチュームを着てパレードの一部に
出演します。また、キャラクターと一
緒にダンスショーを開催します（保
護者の観覧可）。
対町田・多摩・稲城市在住の小学３年

生～高校生
定各４０人（４コース実施、抽選）
費６５００円
○サービススタッフプラン
対町田・多摩・稲城市在住の小学５年
生～高校生
定各２０人（４コース実施、抽選）
費２５００円
○ダンスエキスパートプラン
　ピューロランドのメルヘンシアタ
ーで、ダンサーによる振り付けを受
け、ハローキティと一緒にダンスを
披露します。
対町田・多摩・稲城市在住の小学６年
生～高校生
定２０人

費１万２０００円
◇

場サンリオピューロランド（多摩市）
申６月１０日午前１０時～２６日午後６
時に同ランドホームページで申し込
み。
問サンリオピューロランドゲストセ
ンター（子ども体験塾係）☎０４２・
３３９・１１１１（受付時間＝午前９時３０
分～午後５時〔休館日を除く〕）、町田
市子ども総務課☎７２４・２８７６

【②パティシエ体験～本格的なパテ
ィシエになろう！】
　町田・多摩・稲城市と町田製菓専門
学校が協働で実施する事業です。本
物のパティシエ教員と一緒にプロの
設備で作る体験をします。
対町田・多摩・稲城市在住の小・中学生

日中学生＝８月２４日㈭、小学生＝８
月３０日㈬、いずれも午前９時～正午、
午後１時～４時
場同専門学校
内中学生＝ロールケーキ、小学生＝
マジパン＆クッキー作り
定各２８人（抽選、結果は７月下旬に通
知）
費２０００円
申住所・参加者氏名と学年・電話番号・
参加希望日・午前／午後の希望・保護
者氏名を明記し、６月３０日まで（必着）
にハガキまたはＥメールで、同専門学
校（〒１９４－００１３、原町田５－１－３、遍
ｍａｃｈｉｄａ．ｓｅｉｋａ＠ｅｎｏｍｏｔｏ．ａｃ．ｊｐ）へ。
問同専門学校☎７３９・４４６６、町田市
子ども総務課☎７２４・２８７６

まちだ子育てサイト 検索

　直接会場へおいで下さい。
○日時　６月５日㈪～９日㈮、午前８
時３０分～午後５時（初日は午前１０時
開始、最終日は午後３時終了）
○会場　イベントスタジオ（市庁舎
１階）

【①町田市エコキャラクター「ハスの
ん」登場】
○時間　期間中毎日、午前・午後各１
回程度
【②クイズに挑戦】
　全問正解した方には、ハスのんオ
リジナルグッズを差し上げます（各
日先着１００人）。
【③わたしのエコ宣言】
　地球温暖化を防ぐため、簡単にで
きる二酸化炭素削減行動を宣言しま
せんか？
【④剪定枝たい肥の販売】

　市内で回収した剪定枝から作った
たい肥を販売します（５ℓ＝５０円、売
り切れ次第終了）。
※手さげ袋等をお持ち下さい。
○時間　期間中毎日、午前１０時～午
後４時（最終日は午後３時終了）
【⑤ごみ減量かるたの展示】
　ごみ減量を題材として、市内の小
学４年生から読み札を募集し、作成
したかるたを展示します。
【⑥まちの美化の取り組みの紹介】
　駅周辺での清掃活動をはじめとし
た美化活動の様子を展示します。
【⑦熱回収施設等の整備運営事業の
紹介】
　老朽化したごみ処理施設に代わ
る、新たな施設の整備についてパネ
ルや模型を使って紹介します。
問環境政策課☎７２４・４３７９

エコについて考えよう！　環境月間イベントを開催します

平成２９年度多摩・島しょ広域連携活動助成事業
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６月1日～30日「町田文化遺産」　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
鶴川地区協議会共催講座
地域レポーター養成講座
　あなただけが知っているすてきな
場所や危ない場所を伝えましょう。
対全回参加できる鶴川地区にお住ま
いの方
日①７月１日②７月８日③７月１５日、
いずれも土曜日午前１０時～正午
場和光大学ポプリホール鶴川
内①つるレポって何ですか？②挑戦
！つるレポお試し体験会③レポート
発表会
講①鶴川地区協議会事務局長・陶山
慎治氏③和光大学准教授・杉本昌昭
氏

定２０人（抽選）
申６月１日午前９時～２３日午後５時に
電話で生涯学習センター（☎７２８・
００７１）へ。
犬と楽しく暮らすための
基 礎 講 座
　町田市獣医師会、スマイルドッグ
クラブによる講座です。
対市内在住で犬を初めて飼育する方
日６月２１日㈬午後２時～４時
場町田市保健所（中町庁舎）
内犬のしつけ、飼育マナー等
定４０人（申し込み順）
申６月１日正午～１１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０６０１
Ｃ）へ。
問生活衛生課☎７２２・６７２７

大地沢青少年センター
青 空 ア ト リ エ
　毎月第２日曜日に、電動糸のこや、
のこぎりなどを使い、木やまゆ等で
椅子やクラフトを作ります。開催時
間内であれば、何時からでも参加で
きます。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日６月１１日㈰午前１０時～午後３時
（雨天実施）
※６月の特別プログラムはビー玉迷
路を予定しています。
場同センター研修棟
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）
問同センター☎７８２・３８００
女性のための
就 職 準 備 セ ミ ナ ー
対就職を考えている女性
日７月５日㈬午前９時３０分～正午
場町田市民フォーラム
内就職を取り巻く環境と心構え、短
時間労働者の社会保険適用と税～
１０３・１０６・１３０・１５０万円の壁
講東京都金融広報委員会金融広報シ
ニアアドバイザー・音川敏枝氏、ハロ
ーワーク町田マザーズコーナー職員
定２４人（申し込み順）
申６月２日正午～２９日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０６０２
Ｄ）へ。保育希望者（１歳６か月以上の
未就学児、申し込み順に１０人）は併
せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８

町 田 市 民 文 学 館
【文学館でたのしむ～おとなのため
のおはなし会】
　保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。

日６月１５日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分
内町田ゆかりの作家紹介＝「河上徹
太郎」／おはなし＝「マカトのたから
貝」（タイの昔話）、「雨やどりをして
三百年」（日本の昔話）、「アマガエル
のおわび」（花烏賊康繁作）
語り手まちだ語り手の会
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は、６月１日午前９
時から電話で同館へ。
【中原中也生誕１１０周年・没後８０周年
記念講座～「声」に出したい中也の詩】
対全回出席できる方
日７月５日㈬、６日㈭、いずれも午後２
時～４時、全２回
内「声」や「音」の表現を中心とした中
原中也の詩の魅力
講詩人・佐々木幹郎氏
定５０人（抽選）
申往復ハガキ（１人１枚）に講座名・住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・年代
を明記し、６月１５日まで（必着）に、同
館「中原中也記念講座係」（〒１９４－
００１３、原町田４－１６－１７）へ。

◇
場同館２階大会議室
問同館☎７３９・３４２０

食育月間ミニイベント
　６月は食育月間です。イベント開
催日に合わせて、主食・主菜・副菜を
揃えたヘルシーランチを提供します。
また、食に関するクイズ、パネル展
示、リーフレットの配布も行います。
※クイズに参加いただいた先着５０
人の方に、野菜料理レシピ集または
食育消しゴムをプレゼントします。
※直接会場へおいで下さい。
対市庁舎食堂をご利用の方
日６月８日㈭、１５日㈭、１９日㈪、２９日
㈭、いずれも午後０時３０分～１時１５分
場市庁舎２階食堂
問保健予防課☎７２２・７９９６

　市では、南町田拠点創出まちづく
りプロジェクトの一環として、「鶴間
公園のがっこう」を開校します。この
ワークショップでは、新しくなる鶴間
公園を「市民が活用する」アイデアの
実現に向けた取り組みを行います。
　同がっこうでは、現在実施設計を
進めている公園デザインの報告も併
せて行う予定です。
※詳細は、南町田拠点創出まちづく
りプロジェクトホームページをご覧
下さい。
対原則全回参加できる、鶴間公園の
活用に関心のある方
日①６月１８日㈰午後１時３０分～４時
②７月２９日㈯午後１時３０分～４時③
９月２３日㈷午後１時３０分～４時３０分
④１１月４日㈯午前１１時～午後４時
（雨天時は５日に順延）、全４回
場①～③鶴間小学校体育館④鶴間公
園
内①ガイダンス・講座～どう使う？

②講座・グループ学習～何して遊ぶ
？③グループ学習～どんなイベント
する？④実習～鶴間公園活用イベン
ト！
定５０人程度（抽選）
申応募フォーム（南町田駅前連絡所、
南市民センター、鶴間公園管理事務所
で配布、南町田拠点創出まちづくりプ
ロジェクトホームページでダウンロ
ードも可）に記入、または住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号・年齢・性別・プロフ
ィール（参加しているまちづくり団体
名や町内会・自治会名、学校名・学部
名、これまでの経歴等）・鶴間公園でや
ってみたいことを明示し、電話、ＦＡＸ、
郵送またはＥメールで６月９日まで（必
着）に都市政策課（〒１９４－８５２０、森
野２－２－２２、返０５０・３１６１・５５０２遍ｍ
ｃｉｔｙ３０００＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
へ。保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順）はお問い合わせ下さい。
問都市政策課☎７２４・４２４８

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。

●親子で田植え体験
　小野路町奈良ばい谷戸で、田植え
を体験してみませんか／着替えをお
持ちのうえ、汚れてもよい服装でお
いで下さい対小学４年生以上の子ど
もとその保護者日６月１１日㈰午前
１０時～午後３時、集合は里山保全活
動事務所（下小山田町）定１５家族（申
し込み順）費１家族１０００円（体験費
用、保険料等）申６月１日正午～４日に
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６コ
ード１７０６０１Ａ）へ問㈵まちだ結の
里事務局☎０９０・２２２５・５４４４、町田
市北部丘陵整備課☎７２４・２１６４
●子どもの心を育むやんちゃ留学
　山形県川西町で自然と触れ合おう
対市内在住の小学３～５年生日８月４
日㈮～８日㈫、４泊５日内農家に宿泊、
地元小学校への一日体験入学、農作
物の収穫体験等定２５人程度（抽選）
費３万９０００円（東京駅からの往復旅
費、滞在費等）申ハガキに住所・氏名
・電話番号・性別・学校名・学年・保護
者氏名を明記し、６月３０日まで（必
着）に東沢山村留学協力会事務局（〒
９９９－０１５１、山形県東置賜郡川西
町大字大舟９８８－４、川西町立東沢
小学校内、☎０２３８・４８・２０１２）へ問
児童青少年課☎７２４・４０９７
●ひなた村

【①糸のこ教室】
対市内在住、在学の小学２年生～１８
歳（小学２年生は保護者同伴）／６月
１０日以降定員に空きがあれば１９歳
以上の方も受け付けます日６月１７日
㈯午後２時～４時内電動糸のこ盤を
使ってパズル等組木のおもちゃ作り
講町田糸鋸の会定１０人（申し込み
順）費３００円（糸のこ１台につき）
【②科学クラブ～動力を使わずに水
が噴き出す！ヘロンの噴水を作って
みよう】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生日６月１８日㈰午前１０時～午後０
時３０分内ヘロンの噴水の歴史、構造
の学習、噴水模型作り等講スバルサ
イエンスクラブ・鵜飼孝治氏定１５人

（申し込み順）費２００円
【③創作童話コンクール作品募集】
対市内在住、在学の小学生～高校生
部門小学校低学年の部、小学校高学
年の部、中学・高校の部作品４００字詰
め原稿用紙（Ｂ４縦書き）８枚以内（表
紙別）、オリジナル作品に限る／作品
は返却しません。なお、作品の著作権
は町田市に帰属します審査員映画作
家・大林宣彦氏、映像作家・小林はく
どう氏表彰部門ごとに町田市長賞１
編、教育長賞１編、審査員特別賞１編、
ひなた村賞５編／表彰式・発表会は

２０１８年２月４日に行う予定です
◇

申①②６月１日午前１０時から電話で
ひなた村（☎７２２・５７３６）へ③規定
の応募用紙（ひなた村、各学校、町田
市民文学館、各市立図書館、市庁舎２

階キッズコーナーに有り）に必要事
項を記入し、作品に題名・ページ・氏
名を明記し、作品２部（コピー可）を９
月９日まで（必着）に郵送でひなた村

（〒１９４－００３２、本町田２８６３）へ

暮らしに関する相談
　予約制の相談は、電話で①～⑧市民相談室（☎７２４・２１０２）⑨八王子少年センター（☎
０４２・６７９・１０８２）へ対市内在住の方（②、⑫を除く）

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 １４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）

２日㈮=午前９時３０分～午後３時３０分、９日㈮=午後１時
３０分～４時／電話予約制（随時）※２日は人権特設相談

④国税相談 ６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 １３日㈫
⑥登記相談 １日㈭
⑦行政手続相談 ８日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 ７日㈬

⑨少年相談 １３日㈫ 事前に電話で八王子少年センターへ／午前
９時～午後４時

⑩国の行政相談 ６日㈫ 直接市民相談室（市庁舎１階）へ/午後１時３０
分～４時⑪建築・耐震相談 ７日㈬

⑫電話による女性悩みごと
相談（家庭、人間関係、女性へ
の暴力）

月～土曜日
電話で男女平等推進センター相談専用電話

（☎７２１・４８４２）へ/午前９時３０分～午後４時
（水曜日のみ午後１時～８時〔第３水曜日は除
く〕）※法律相談有り＝要予約

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

市HP 暮らしに関する相談 検索

南町田プロジェクト　「鶴間公園のがっこう」を開校します
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催し・講座催し・講座
福祉サポートまちだ
成年後見制度講演会

【成年後見制度ものがたり～自分ら
しくあるために知っておきたいこ
と】
　行政書士による劇とセミナーで分
かりやすく説明します。
日７月１日㈯午後２時～４時
場町田市民フォーラム
講（公社）成年後見支援センター　ヒ
ルフェ町田地区・大島輝善氏、演劇＝
町田シニアライフ研究会
定１７０人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、直接、電
話、ＦＡＸまたはＥメールで、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遍ｋｏｕｅｎ＠ｍａｃ
ｈｉｄａ－ｓｈａｋｙｏ．ｏｒ．ｊｐ）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７

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！】
　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６月１３日㈫①午前９時４５分～１１
時１５分（受け付けは午前１０時まで）
②午前１１時１０分～正午（受け付け
は午前１１時４０分まで、お子さん連
れの方優先）
場鶴川市民センター２階ホール
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

自己触診用）、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

小
田
急
線

至
旭
町

至町田

町田街道

福祉会館前

至
金
森

健康福祉
会館

コンビニ

健康福祉会館 原町田5-8-21

●町田市医師会休日・準夜急患こど
もクリニック（小児科）（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・
障がい者歯科診療所　休日応急歯科
診療（日曜日、祝休日）、障がい者歯科
診療（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）、１１日＝ほづみ耳鼻いん
こう科・小児科医院（☎７２８・０２７５、
南大谷１４２６－１３８）

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

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。

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▶ スマホ版QRコード 携帯電話版QRコード

町田市メール配信サービス

診療日 診療時間 診療科 医療機関名 電　話 住　所
1日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 ふれあい町田ホスピタル ☎798・1121 小山ヶ丘1-3-8
2日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41
3日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

4日㈰

午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 原町田5-8-21（左地図参照）
内科 原町田診療所 ☎722・6665 原町田4-17-11
内科 鶴川台ウィメンズクリニック ☎737・1103 真光寺2-37-7
内科 やました内科・脳神経クリニック ☎794・6327 山崎町2055-2

午前9時～翌朝9時
内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

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

5日㈪ 午後7時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491
6日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
7日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
8日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 ふれあい町田ホスピタル ☎798・1121 小山ヶ丘1-3-8
9日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3
10日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

11日㈰

午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 原町田5-8-21（左地図参照）
内科 宮崎クリニック町田 ☎795・2610 金森3-23-1

内科 河辺内科医院 ☎044・328
・5143 三輪町168-1

内科 久田医院 ☎793・4114 忠生3-20-2

午前9時～翌朝9時
内科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

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

12日㈪ 午後7時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491
13日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
14日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

●忠生公園～定例自然観察会「初夏
のいきもの」
　直接会場へおいで下さい日6月4
日㈰午前9時30分～11時30分（雨
天中止）場同公園自然観察センター
（忠生がにやら自然館）問同公園☎
792・1326
●野津田公園～マレットゴ
ルフ交流競技会
対マレットゴルフ経験者日
6月23日、8月25日、10月27日、12
月22日、2018年2月23日、いずれも
金曜日午前9時～正午（雨天中止）定
50人（申し込み順）費300円（用具使
用料、保険料込み）申6月1日午前9時

【③小野路宿寄席】
日6月23日㈮午後1時30分開演（受
け付けは午後1時から）内落語協会
真打・春風亭柳若氏の落語、江戸芸か
っぽれ師範・櫻川櫻お伴氏と社中の
踊り等（予定）

◇
場同館申①6月1日正午～8日にイベ
ントダイヤル（☎724・5656コード
170601Ｂ）へ②③直接会場へ問同
館☎860・4835（受付時間＝午前9
時～午後5時）
●サン町田旭体育館～小・
中学生バドミントン教室
対市内在住、在学の小学4

から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、土・日曜日、祝日も可）へ
●小野路宿里山交流館
【①うどん作り教室】
　小野路の郷土料理「小野路うどん」
を作ります日6月13日㈫午前10時
30分～正午定8人（申し込み順）費
1000円（材料費）
【②蓄音機コンサート】
　蓄音機の収集家・下園大輔氏によ
る解説を交えながら、レコードを鑑賞
します／思い出のレコード盤をお持
ち下さい日6月17日㈯、午前11時か
ら、午後1時30分から、午後3時から

年生～中学生日7月24日～8月4日
（7月29日、30日を除く）、午前9時
30分～11時30分、全10回定50人
（抽選）費2200円申往復ハガキに必
要事項を明記し、6月15日まで（消印
有効）に同館へ問同館☎720・0611
●市立室内プール
【①水中運動教室②はじめ
ての水中エアロ教室】
　直接同プール2階受付へ対16歳以
上の方日6月8日～29日の木曜日、
①午前10時10分～11時②午前11
時10分～正午定各30人（先着順）費
各500円問同プール☎792・7761

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。

●東京都住宅供給公社のお知らせ
　いずれも詳細は募集案内を参照／
募集案内は①６月１２日まで②６月９
日まで市庁舎１階総合案内、各市民セ
ンター、町田・南町田・鶴川の各駅前
連絡所、玉川学園・木曽山崎の各コミ
ュニティセンター、同公社町田窓口
センター、都庁等（②のみ）で配布（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）
【①公営住宅入居者募集】
　市営住宅（一般世帯〔２人以上向〕
＝１戸、〔３人以上向〕＝４戸、２人世帯

向シルバーピア＝１戸、若年ファミ
リー向＝６戸）、都営住宅地元割当分
（一般世帯家族向＝５戸）
【②東京都施行型～都民住宅入居者
募集（空き家・家族向のみ）】
　都内に居住していること、所得が
定められた基準に該当すること等、
固有の資格が必要／同時期に募集す
る市営住宅、都営住宅とは住宅の種
類が異なります

◇
申いずれも６月１４日まで（必着）に郵
送で同公社都営住宅募集センターへ
問同公社都営住宅募集センター①☎
７１３・５０９４②☎０３・３４９８・８８９４

情報コーナー
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広　　告

　町田薬師池公園 四季彩の杜で、「しょうぶ・あじさいま
つり」を開催します。７月8日、9日には夏の風物詩「ほおず
き・あさがお市」も開催します。

ほおずき・あさがお市
　夏の訪れを感じさせる、ほ
おずき・あさがお市を開催し
ます。
○日時　７月８日㈯、９日㈰、午前
８時～午後４時３０分
○会場　芝生広場

えびね苑会場　6月15日〜30日
花しょうぶ公開

　江戸系、肥後系、伊勢系など１７５品
種、約２２００株の花しょうぶが、清楚
な花を咲かせます。
　まつり期間中は、早乙女姿の花摘
み娘が花の手入れを行います。また、
花の最盛期には薬師池産しょうぶの
苗を販売します。
※見ごろは６月上旬～下旬です。
○会場　花菖蒲田
花しょうぶガイド
　まちだ観光案内人が、来園者との
対話形式で、花しょうぶに関する楽
しい話をします。
○日時　６月１０日㈯～２５日㈰、午前
１０時～正午、午後１時～２時
○会場　花菖蒲田の周辺

あじさい公開
　ガクアジサイ、西洋アジサ
イなど約１０００株のあじさい
をお楽しみ下さい。
※見ごろは６月中旬～７月上
旬です。
○会場　花菖蒲田周辺とあじ
さい園

町田市フォトサロンのお知らせ
●しょうぶ・あじさい写真展の出展作品
募集
　薬師池公園のしょうぶやあじさいを撮
影して、写真展に出展してみませんか？
※写真サイズはＡ４、６つ切りです。
○定員　３０人（先着順）
○出展料　５００円（１人２点まで）
○申し込み　作品の裏面に応募票（同サ
ロンホームページでダウンロード可）を
貼り、７月１７日午前１０時から直接同サロ
ンへ。
●ボタン・シャクヤク写真展
　町田ぼたん園で撮影した写真を公募し
て開催する作品展です。
○会期　６月２８日㈬～７月９日㈰
○会場　同サロン

　１７品種、約５０００株のあじさいが咲き
揃うえびね苑を、部分開苑します。
※エビネの植栽地には入れません。
○会期　６月１５日㈭～３０日㈮、午前９時
３０分～午後４時（入苑は３時３０分まで）

※各会場の開花状況は、町田市ホームペ
ージでご覧いただけます。
○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
師池」か「薬師ヶ丘」下車（えびね苑は「薬
師池」下車、または町田バスセンター１１番
乗り場から「藤の台団地」行きバス終点）。
※駐車場は混雑が予想されます。公共交
通機関をご利用下さい（駐車場は、土・日
曜日、祝日は有料）。

　今年度の春のコンクールには３２６団
体が参加し、審査の結果、最優秀賞にき
きょう保育園（鶴川）、優秀賞に忠生中
学校、サン町田旭体育館花壇倶楽部の
花壇が選ばれました。
　また、優良賞に２１団体、努力賞に２６
団体が選ばれました。受賞団体などの
詳細は、町田市ホームページでご覧い
ただけます。
※写真は４月２５日に撮影したものです。
問公園緑地課☎７２４・４３９９

　２０１６年度施工町田市優秀工事賞の表彰
式を、５月１６日に行いました。
　この賞は、市の発注工事の中で、工事成績
が特に優秀で他の模範となる工事を「公共
工事の品質向上に貢献した工事」と位置付
け、その施工者を表彰するものです。
　表彰式では、表彰の基準（※）を満たした
施工者に、市長から賞状が手渡されました。
問工事品質課☎７２４・２８８４

　国際版画美術館の版画工房・アトリ
エの一般開放利用者が制作した、木版
画、銅版画、リトグラフ、スクリーンプ
リントなど約１３０点を展示します。
※直接会場へおいで下さい。

○日時　６月１５日㈭～２５日㈰、午前１０
時～午後５時（最終日は午後４時まで）
○休館日　月曜日
○場所　国際版画美術館市民展示室
問同館☎７２６・２８８９

町田薬師池公園　四季彩の杜

しょうぶ・あじさいまつり
問公園緑地課☎７２４・４３９９ ※写真展について＝町田市フォトサロン☎７３６・８２８１

２０１７年度春の花壇コンクール
最優秀賞は ききょう保育園の花壇

ききょう保育園

忠
生
中
学
校

サ
ン
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壇
倶
楽
部

町田市優秀工事賞の表彰を行いました

左から一建電設㈱、㈱昌電舍、石阪
市長、㈱川島商事の皆さん

工事件名／施工者
町田市立南中学校防音及びトイレ改修電気設備工事／一建電設㈱
南第二小学校受変電設備改修工事、2016年度災害・停電時LED街
路灯設置工事／㈱昌電舍
成瀬中央小学校トイレ改修機械設備工事／㈱川島商事

夜間も利用できます！

小野路球場をご利用下さい
　小野路球場の夜間照明設備工事
が完了し、次のとおり利用いただ
けるようになります。

○利用開始日　７月１日㈯から
○利用時間　午前９時～午後９時
○利用料金　球場＝１単位（２時間）
５０００円、夜間照明設備＝５００ルク
ス１単位（３０分）３０００円、７５０ルク
ス１単位（３０分）３５００円
○申し込み　まちだ施設案内予約シ
ステムで利用者登録（団体登録）を行
ったうえで、同システムから予約。
問小野路公園管理事務所☎７３７・
３４２０

町田発　輝くアーティストたち２０１７
～版画でひらく創作の世界
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※表彰の基準=契
約金額1000万円
以上で、受注者の
本店が市内にあり、
成績評定が80点以
上の工事

薬師池会場　6月10日〜７月９日

最優秀賞

優秀賞 優秀賞
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