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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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公共空間を
地域の魅力空間に

変える

　1960年代後半から80年代前半、高度経済成長期の急激な人口増加や社会環境の変化に対応するため、学校を中心に建
設されたたくさんの公共施設。皆さんの生活を豊かにし、暮らしを支えてきました。
　半世紀近くが経った現在、多くの施設が老朽化したため、この先多額の建て替え費用や改修費用が必要となります。また、
人口減少や高齢化の進行など、私たちを取り巻く環境は大きく変わりつつあります。

　新たな時代を迎える今、私たちは「これから」の暮らしのあり方を考える転換期にいます。
　公共施設を未来の市民への負担として残すのではなく、地域の魅力につながる新しい公共空間として生まれ変わらせるた
めに、一緒に考えていきましょう。 問 企画政策課☎724・2103

新しい価値をプラスして、公共施設の新たな未来を一緒に考えませんか
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人にも財政にも優しい公共施設を目指して

今、市が直面している課題を数字で表すと…

15歳未満
15歳～64歳
65歳以上2015年 2055年

55.8％

-6万8000人

将来を見据えて、これからの公共施設を考えるにあたっては重要なポイントが2つあります。

１つ目は、	価値観の多様化やニーズの変化に対応し、時代に合ったより良いサービスに
変えていく必要があるということ、

2つ目は、	厳しい財政状況においても、将来にわたって必要なサービスを維持するため
に、財政の健全化が不可欠であるということです。

この状況を踏まえ、2016年3月に「新たな価値の創出」と「経営的視点にたった管理運営」
を目指す「町田市公共施設等総合管理計画（基本計画）」を策定しました。

公共施設の半数が築30年以上となると、これから
たくさん修繕や建て替えが必要になってくるよなぁ。

例えば、今の市庁舎は分散していた分庁舎など15の施設のサ
ービス機能を1か所にまとめたことで、施設や建物を減らし、
費用の削減とワンストップサービスという「新たな価値」が
生まれた一つの事例です。
また、複数のサービスが一つの場所に集まり、さまざまな人が活
動・交流することで、地域の活力や魅力という新たな価値の創
出にもつながります。
これは、「多用途・多目的・多世代」＋「みんなの施設」という
考え方です。

基本計画に基づき施設の再編を実行していくための計画である「町田市
公共施設再編計画」を2017年度に策定する予定です。策定にあたり、取
り組みの方針や考え方についてみなさんのご意見を募集します。

●記入内容：計画に対するご意見・性別・世代・お住まいの地区
●提出様式：自由
●提出方法：7月17日㈷までに、企画政策課（市庁舎4階）、各市民センタ
ー、各駅前連絡所、各コミュニティセンター、各市立図書館、生涯学習セ
ンター、市民フォーラム3階窓口に直接持参（閉庁日を除く）、FAXまた
はEメールで企画政策課（返050・3085・3082 遍mcity2980@city.
machida.tokyo.jp）へ。
※ご意見募集に関する資料は町田市ホームページ、または上記提出場所で
ご覧いただけます。

市の施設を利用したことはないけど、
こんなに費用がかかっているなんて！
自分の払う税金も使われていると思う
　と他人事じゃないな。

高齢者が増えれば、介護や医療などの社会保障費
も増えるということだよな。

子どもたちに負担を残したくないな。
この子たちの未来のためにもよく考えないと。
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データ出典：「町田市公共施設等総合管理計画（基本計画）」「町田市公共施設再編計画　検討資料」より

築30年以上経過した
公共施設の割合
中でも学校教育系施設は
9割が築30年以上経過。

40年後の町田市の
減少人口（推計）
現在の人口の15％が減少。
高齢者の割合は増加。

高齢者1人を支える人数　　
2000年には、65歳以上の高齢者1人を
15歳～64歳の5人で支えていましたが、
2030年には2人になる見込み。

1年間にかかる公共施設の建て替え
・改修費用（予測）
公共施設の建て替えや改修にかかった費用は、
2013年～2015年の3年間の平均で年55.5億円。しか
し、この先40年間の平均は年86.6億円になる見込み。

私の学校、
大丈夫かなぁ…。

施設にこんなにお
金がかかると、他の
サービスに影響が
出そうで心配。

人口減少や少子高齢化は
全国的な問題だけれど、
町田市もこうなるのか…。

身近に世代を超えた出会いの場があると、
毎日がもっと豊かになりそうだな。

　普段施設を利用しない僕たちでも、ちょっと立ち寄って
　みたくなるような場所ができたらわくわくするかも。

将来、子どもたちへの負担が少しでも減るなら、
施設を減らしてみんなで使うのも悪くないと思うわ。

「新たな価値」って？	よくわからないなぁ。

これからの公共施設のあり方について
ご意見を募集します

みんなの未
来はみんなで

考えていきた
いね！

86.6
億
円

5人　 2人

えぇっ！  
15％も減るの！？ 

これからの公共施設を考えるポイント

築30年以上
55.8％ 55.5億円

86.6億円

公共施設

人口
42万7000人

40年後の
人口

35万9000人
ー6万8000人

学校教育系施設
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２０１７年度のすべての取り組み項目、及び詳しい内容については、町田市ホームペ
ージで公開しています。

　部長は、年度当初に
年度目標を設定し、中
間期に進捗状況を確認
します。また、年度末
には成果の確認と評価
を行います。
　各段階において、市
長がその内容を確認し
ます。

➡ ➡
⬆⬇⬆⬇
⬆⬇

部長の仕事目標の流れ

目標設定

年度当初 中間期 年度末

市長確認

進捗状況
確認

成果確認
及び評価

広報担当部長
谷　博夫

▪市政情報の発信力の向上
▪メディアをターゲットとしたＰＲ活動の積
極展開

▪３ヵ年シティプロモーションの実施

営繕担当部長
徳重　和弘

▪市有建築物の維持保全と長寿命化
▪学校施設整備による教育環境の向上
▪市有建築物非構造部材の現況調査・対策

市民協働推進担当部長
平林　隆彦

▪地区協議会の活動支援
▪地域団体を支える新たな支援体制の構築
▪新たな協働による地域社会づくりの推進

保健所長
広松　恭子

▪まちだ健康づくり推進プラン（第５次町田
市保健医療計画）の策定

▪妊娠期から子育て期にわたる切れ目のな
い支援の充実

▪町田市食育推進計画に基づく食育の推進

環境資源部長
水島　弘

▪新たな熱回収施設等周辺の円滑なまちづ
くり

▪家庭系及び事業系ごみの減量と資源化の
推進

▪持続可能なエネルギー事業の促進

都市整備担当部長
須原　和男

▪町田駅周辺のまちづくりの推進
▪鶴川駅周辺街づくりの推進
▪相原駅西口の生活中心地形成

議会事務局長
古谷　健司

▪議場見学の推進
▪情報発信の拡大
▪議事書式集の作成

総務部長
西澤　哲郎

▪役職者の職のあり方、任用・配置の考え
方の整理

▪いきいき健康職場づくりの支援
▪職員定数の削減

税務担当部長
宮崎　慶三

▪収納率の維持・向上
▪公債権及び私債権の一元化
▪特別徴収推進への取り組み

文化スポーツ振興部長
能條　敏明

▪東京オリンピック・パラリンピックのキ
ャンプ地招致

▪スポーツをする場の環境整備
▪国際版画美術館や博物館の魅力ある展覧
会の開催

子ども生活部長
三橋　薫

▪子どもの「居場所」整備の推進
▪保育所整備の推進と保育所待機児童の解
消

▪町田市子ども発達支援計画の策定

循環型施設建設担当部長
田中　耕一

▪町田リサイクル文化センターにおける熱
回収施設等の整備

▪相原地区における資源ごみ処理施設の整備
▪上小山田地区における資源ごみ処理施設
の整備

下水道部長
大場　信吾

▪安心して住める住環境の整備
▪総合地震対策整備事業の実施
▪鶴見川クリーンセンターの増設工事の推
進

選挙管理委員会事務局長
古屋　中

▪公平・公正な選挙執行体制の確立
▪情報発信力の向上
▪都議会議員・市議会議員・市長選挙にお
ける職員の負担の軽減

政策経営部長
小島　達也

▪未来づくりプランの推進
▪（仮）町田市公共施設再編計画の策定
▪未来づくりプロジェクトの推進

情報システム担当部長
中田　直樹

▪情報セキュリティ監査の実施
▪災害時における事業継続性の確保
▪社会保障・税番号制度への対応

防災安全部長
福田　均

▪自主防災リーダーの育成
▪地域防犯活動の推進
▪町田市事業継続計画の修正

地域福祉部長
叶内　昌志

▪市民後見人育成の推進
▪障がい者の就労と定着支援の促進
▪生活困窮者の自立に向けた相談支援の実
施

経済観光部長
小池　晃

▪町田薬師池公園四季彩の杜ブランドマネ
ジメントの推進
▪創業の支援
▪中心市街地活性化の推進

道路部長
楠本　啓二

▪南町田駅・鶴川駅における駅周辺施設（自
由通路）の整備
▪予防保全型の維持管理に向けた取り組みの
推進
▪東京都と協力して行う都市計画道路の整備

会計管理者
高階　康輔

▪財務会計システムの再構築
▪会計担当職員の会計事務処理能力の向上
▪資金管理計画に基づいた効率的な資金管
理

監査事務局長
髙橋　修一

▪「都市監査基準」に準拠した監査の実施
▪専門的知見を活用した監査の実施
▪職員のスキルアップによる業務の効率化

学校教育部長
北澤　英明

▪学校施設・設備整備の計画的推進
▪児童・生徒の学力・体力の向上に向けた
取り組みの実施
▪地域協働による学校づくりの推進

経営改革室長
榎本　悦次

▪行政経営改革プランの推進
▪市民参加型事業評価の開催
▪市役所業務の生産性の向上

財務部長
堀場　淳

▪健全で持続可能な財政の確立
▪財源確保策の強化
▪管理会計機能の強化

市民部長
関口　高史

▪さわやか窓口の推進
▪玉川学園コミュニティセンター建て替え
▪社会保障・税番号制度運用の推進

いきいき生活部長
奥山　孝

▪介護予防・日常生活支援総合事業の実施
▪元気高齢者の地域活躍推進
▪在宅医療・介護連携の推進

北部丘陵担当部長
荻原　康義

▪新たな交流・回遊拠点の開設に向けた検
討

▪里山環境の回復や保全を促進する仕組み
の構築

▪アクションプランの進行管理

都市づくり部長
神蔵　重徳

▪多摩都市モノレール・小田急多摩線の延
伸検討

▪南町田駅周辺地区のにぎわいある拠点づ
くり

▪町田薬師池公園四季彩の杜の魅力向上

市民病院事務部長
亀田　文生

▪地域医療支援病院承認基準要件の達成
▪医療連携の推進
▪病院機能評価の認定

農業委員会事務局長
荻原　康義

▪農地利用集積円滑化事業による農地のあ
っせん

▪農地利用最適化（市街化調整区域）
▪農地利用最適化（市街化区域）

生涯学習部長
中村　哲也

▪生涯学習施設のあり方の検討
▪文化財の保存・活用
▪地域づくり型生涯学習の推進

各部の部長が、それぞれの部門の目標とその実現へ向けた取り組みをまとめ、「仕事目標」を作成しました。
２０１７年度の「仕事目標」の中から、主な取り組み項目をご紹介します。

問経営改革室☎７２4・２５０３

部長の「仕事目標」は、私と各部長との約束であるとともに、私と市民
の皆さんとの約束でもあります。２０１７年度は、特に他の自治体との比較
や環境の変化を強く意識した目標としました。市政運営の視点である「選

ばれるまちだ」を実現するため、社会情勢や環境の変化に柔軟に対応する
とともに、マネジメントのスピードアップを図ってまいります。
� 市長　石阪　丈一

市民から信頼される
市政を目指して 2017年度　部長の「仕事目標」
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健康案内健康案内
胸部エックス線健診
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
で、健診受診希望日の前後１年間、胸
部エックス線検査を受ける機会のな
い方
日７月５日㈬、１８日㈫、８月２日㈬、１５
日㈫、９月６日㈬、１９日㈫、いずれも
午前９時３０分～１１時
場町田市保健所（中町庁舎）
定各２０人（申し込み順）
申受診希望日の１週間前までに、イ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６コー
ド１７０３１５Ｘ）へ。
問保健予防課☎７２２・７６３６

募　集募　集
町田市学童保育クラブ
夏 季 期 間 臨 時 職 員
勤務期間７月２１日～８月３１日の月～
土曜日で指定する日（週最大５日勤
務）
勤務時間午前８時～午後７時のうち
シフト表で定めた時間（最大７時間
３０分）
勤務場所町田市直営の学童保育クラ
ブ３か所のいずれか
内各学童保育クラブに在籍する児童

（障がい児を含む）の保育及び介助
募集人員１２人程度
報酬時給９４０円（別途交通費支給）
※幼稚園、小学校、中学校、高等学校

の教諭免許、保育士資格（都道府県知
事への登録が必要）のいずれかをお
持ちの方は１１１０円。
選考書類、面接
申電話連絡のうえ、履歴書（写真貼付
・志望動機明記）及び資格をお持ち
の方は資格証明書の写しを、直接ま
たは郵送で児童青少年課（〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２）へ。
問児童青少年課☎７２４・２１８２
夏休み障がい児（者）
水 泳 教 室 指 導 員
対福祉に理解がある２０歳以上の方

（水泳の指導経験は不問）
日７月２６日㈬、２８日㈮、８月２日㈬、
いずれも午前９時３０分～正午
※参加日数はご相談下さい。
場すみれ会館温水プール
内障がいのある方が安全に楽しく活
動するためのサポート（謝礼有り）
申６月２９日までに電話で障がい福祉
課へ。
問障がい福祉課☎７２４・２１４７
町田市福祉のまちづくり推進協議会
～バリアフリー部会
市 民 委 員

　町田市バリアフリー基本構想を改
定するにあたり、市民委員を募集し
ます。
対市内在住で、市の他の審議会等の公
募委員でない満２０歳以上の方＝２人
任期７月～２０１９年３月
選考書類、面接
申応募理由（論文形式で８００字程度、
書式は自由）・住所・氏名・電話番号・

年齢・職業・性別を明記し、６月２９日
まで（必着）に直接または郵送で交通
事業推進課（〒１９４－８５２０、森野２
－２－２２）へ。
※募集要項は町田市ホームページで
ダウンロードできます。
問交通事業推進課☎７２４・４２６０

認 可 保 育 園 等 職 員
　詳細は保育室へお問い合わせ下さ
い。
対有資格者
○にじの丘家庭保育室（☎７３６・
７６９９）＝保育士・看護師（非常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８
まちだ男女平等フェスティバル
実 行 委 員

　２０１８年２月３日㈯、４日㈰に町田
市民フォーラムで開催する「第１８回
まちだ男女平等フェスティバル」の
実行委員（市民・団体）を募集します。
　同フェスティバルは、男女共同参
画社会づくりの推進に向けて活動し
ている団体などが中心となり、講演
会やワークショップ、展示などを行
います。
申電話で男女平等推進センター（☎
７２３・２９０８）へ。

お知らせお知らせ
出展を支援します！～東京都主催
産 業 交 流 展

　１１月に開催される展示会「産業交
流展」に出展する事業者を募集しま
す。町田市のブースに、無料で出展で
きます。販路拡大にご活用下さい。
※備品・機材費や搬入費等、出展料以

外の費用は出展者の負担です。
対次のすべてを満たす中小企業者　
①市内に住民登録を有する個人また
は市内を納税地とする法人で、１年
以上事業を営んでいる②市税を完納
している
日１１月１５日㈬～１７日㈮
場東京ビッグサイト
募集数４小間（予定）
※応募者多数の場合は抽選を実施し
ます。
申申請書（産業観光課〔市庁舎９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、必要書類を
添えて６月３０日まで（必着）に直接ま
たは郵送で産業観光課へ。
※詳細は、町田市ホームページをご
覧下さい。
問産業観光課☎７２４・２１２９
玉ちゃんバス東ルート・南ルートの
時刻が変更になります

　７月１日㈯始発から、玉ちゃんバス
東ルート・南ルートの運行時刻を変
更します。お間違えのないようご利
用下さい。
※北ルートの時刻変更はありません。
※運行時刻の詳細は、小田急バス株
式会社ホームページまたは町田市ホ
ームページをご覧いただくか、バス
停掲示のお知らせをご覧下さい。
※時刻表は、交通事業推進課（市庁舎
８階）及び各市民センター、各駅前連
絡所、各コミュニティセンター等で
配布しています。
問小田急バス株式会社お客様センタ
ー☎０３・５３１３・８３３０、玉川学園コ
ミュニティバス推進委員会☎７２５・
０４３８、町田市交通事業推進課☎
７２４・４２６０

６月２３日～２９日は男女共同参画週間です
カワセミ通信

町田市長　石阪丈一
１２6

　みずみずしい緑のなか、川上村山
菜まつりが、今年も村内の高登谷高
原で開催されました。標高１３００メ
ートル、高原野菜の一大産地の川上
村では、すでにレタスの植え付けが
始まっていました。本格的な農作業
が始まるこの時季に、英気を養い、夏
に向けて元気を出して村中が楽しも
うという、そんな山菜まつりです。私
も久しぶりに参加をしましたが、近
隣の自治体や、友好・交流都市からも
多くの参加者があり、賑やかなお祭
りになりました。
　町田市は、川上村の山菜まつり会
場近くに自然休暇村を整備していま
す。町田市民の利用者の方からは、比
較的安価な料金で宿泊ができる施設
としてご好評をいただいています。
また、町田市内の小・中学校の課外授
業の拠点としても利用されていて、
冬は、スキー教室の宿泊地として利
用されています。
　この季節、５、６月には町田市内の
小学生の林業体験教室や農業体験教
室も開かれています。施設を運営し
ていただいている川上村振興公社を
はじめ川上村の方々には改めて感謝
をいたします。
　お祭り会場内の各テントを回りま
したが、どこも若い人が担当してい
ること、また、村内の青年団や消防団
なども参加していて、会場は活気に

あふれていました。川上村は、農業所
得の高い産地としても有名です。農
業後継者となる若者も村に定着して
いることが実感できました。
　さて、川上村には野鳥も多く、自然
休暇村周辺以外も含めて４０種類以
上の野鳥を見聞きすることができま
した。カッコウ、ジュウイチ、ホトト
ギス、センダイムシクイ、エゾムシク
イ、メボソムシクイ、オオルリ、キビ
タキ、コルリ、さらにアカハラ、クロ
ツグミなど、夏山の鳥に出会うこと
ができました。
　花木についても、シャクナゲも咲
き始め、ベニバナイチヤクソウの群
落も花の盛りでした。
　これからも多くの市民の皆さん
が、自然のなかで楽しむ機会を、ここ
川上村で持っていただければと思い
ます。

山菜まつり会場のにぎわい

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
町田市地域包括支
援センター運営協
議会

6月26日㈪午後
5時~6時30分

市庁舎2階市
民 協 働 お う
えんルーム

5人
（申し込み順）

事前に電話で高齢者福祉課
（☎724・2140）へ

町田市環境マネジ
メントシステム外
部評価委員会

6月30日㈮午後
6時30分~8時
30分

市庁舎2階会
議室2-1

10人
（申し込み順）

6月29日午後5時までに電話で
環境政策課（☎724・4386）へ

町田市廃棄物減量
等推進審議会

7月6日㈭午後6
時~8時

市庁舎2階会
議室2-2

10人
（申し込み順）

7月5日午後5時までに電話で
環境政策課（☎724・4386）へ

町田市地域密着型
サービス運営委員会

7月7日㈮午後
6時30分~8時

市庁舎5階会
議室5-3

4人
（申し込み順）

事前に電話でいきいき総務課
（☎724・3291）へ

　内閣府（男女共同参画推進本部）
が提唱する「男女共同参画週間」
は、１９９９年６月２３日に公布・施行
された「男女共同参画社会基本法」
に関する理解を深め、推進するた

めに実施して
います。
　 職 場 や 学
校、地域や家
庭で、一人ひ

とりの個性と能力を発揮できる
「男女共同参画社会」の実現には、
国や市だけでなく、市民の皆さん
の取り組みが必要です。
　この機会に男女のパートナーシ
ップについて、考えてみませんか。
内閣府男女共同参画局 検索

問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８

２０１７年度 包括外部監査テーマが決まりました
　市では、市政の透明性の確保や
業務の適正化を図り、市民の皆さ
んからの信頼を高めるため、公認
会計士等の有識者による包括外部
監査を毎年実施しています。
　２０１７年度の包括外部監査テー
マは「防災に関する財務事務の執

行について」です。監査の結果は、
２０１８年２月ごろにまとまります。
　これまでの包括外部監査の結果
や進捗状況は、町田市ホームペー
ジでご覧いただけます。
市HP 検索包括外部監査　
問経営改革室☎７２４・２５０３
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お知らせお知らせ
民生委員・児童委員の連絡先に

変 更 が あ り ま し た
　５月１日に、次の民生委員・児童委
員の連絡先に変更がありました。
※その他の担当は、福祉総務課へお
問い合わせ下さい。
地区忠生第一
地域下小山田町１～２３１、２７２０～
２７２７、２７３０～２７３２、２７４１～
２７４３、２７４６～２７５１、２８１３～
３１１８、３３１５、３３５２、４０００～４０１８
担当委員西潟正明☎０９０・９００７・
９３９３（電話番号変更）
問福祉総務課☎７２４・２５３７
再就職を目指す

女性のための職業訓練
【５日間コース～Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ基礎
科】
　東京都との共催です。
※原則受講決定後の辞退はできませ
ん。
対結婚・出産・育児等で退職し、再就
職を目指す女性で、次のすべての要
件を満たす方　①ハローワークで求
職登録をしている②全回参加できる
③訓練修了後、ハローワークに職業
相談をすることができる
※６か月以上の未就学児（１０人）は、訓
練中、同施設内でお預かりします。
日７月１７日㈷～２１日㈮、午前１０時
～午後３時、全５回
場町田市文化交流センター
定１０人（要件を確認のうえ、抽選）
申申込書（産業観光課〔市庁舎９階〕

に有り、ＴＯＫＹＯはたらくネットホ
ームページでダウンロードも可）に
記入し、６月１９日～３０日（必着）に直
接または郵送で東京都産業労働局雇
用就業部能力開発課就業促進担当

「Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ基礎科」（〒１６３－
８００１、新宿区西新宿２－８－１、第一
本庁舎３１階北）へ。
※持参の方は、３１階北入口の電話で
就業促進担当を呼び出して下さい。
問同局雇用就業部能力開発課就業促
進担当☎０３・５３２０・４８０７、町田市
産業観光課☎７２４・２１２９
国の行政相談

特 設 相 談 会
　総務大臣から委嘱された行政相談
委員が国や関係行政機関の仕事につ
いて、困り事相談やご意見などを受
け付け、助言や関係行政機関に対す
る通知などを行います。
※直接会場へおいで下さい。
日６月２０日㈫午前１０時～午後３時
場鶴川市民センター１階ロビー
問広聴課☎７２４・２１０２
介護の仕事は町田で！

町田市介護人材バンク
　４月に開設した同バンクでは、市
内の介護施設での就労希望者（年齢
・資格・経験は不問）に仕事の紹介や
相談等の就労支援を行っています。
日７月１３日㈭①午後１時～２時３０分
②午後２時３０分～４時３０分
場町田市文化交流センター６階ホール
内①講演会～介護施設の種類と働き
方、仕事をする時に知っておきたい
こと②同バンク登録説明会、介護の
仕事何でも相談会（希望者向け）

講株式会社ポートエモーション代表
取締役・髙橋豊氏
定８０人（①のみ申し込み順）
申①電話で同バンクへ②直接会場へ。
問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）、町田市い
きいき総務課☎７２４・２９１６
事業者の方へ～特定計量器（はかり）
の

定 期 検 査
　商店での取引や学校、医院等での
証明に使用する「はかり」は、２年に１
度、検査を受けなければなりません。
　検査員がお店等に伺い検査を行い
ます。
対市内の事業者の方
※検査対象者には、事前にハガキで
通知します。
※通知のなかった方、新たにはかり
を使用するようになった方、使用し
なくなった方は東京都計量検定所ま
でご連絡下さい。
検査日程７月３日㈪～８月２８日㈪
※詳細は東京都計量検定所（☎０３・
５６１７・６６３８）へ。
問消費生活センター☎７２５・８８０５
車ごと出店できる！
まちエコ・フリーマーケット 
出 店 者 募 集

　家庭で不要になったものをリユー
ス（繰り返し使う）するフリーマーケ
ットの出店者を募集します。
日７月２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
定８０台（申し込み順）
費２０００円

申６月２３日までに直接または電話で
（一財）まちだエコライフ推進公社
（☎７９７・９６１７）へ。
※電話申込の方は後日出店者説明会
及び出店区画の抽選を行います。詳
細は同公社へお問い合わせ下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

催し・講座催し・講座
市 民 公 開 講 座

【こどもの救急～良いタイミングで
救急受診をするために】
日７月１５日㈯午前１０時～１１時３０分
場町田市民病院
講町田市民病院小児科部長・藤原優
子医師　他
定１５０人（申し込み順）
申６月１５日正午～７月９日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０６１５Ｃ）へ。
問町 田 市 民 病 院 医 事 課 ☎７２２・
２２３０（内線７１３８）

そらまめの会（多胎児の会）
　母子健康手帳をお持ちのうえ、直
接会場へおいで下さい。
対双子・三つ子等の多胎児を育てて
いる方、出産予定の方やその家族
日６月２６日㈪午前１０時～１１時（受
け付け＝午前９時３０分～１０時）
場健康福祉会館
内保護者同士の交流、情報交換、手遊
び等
問保健予防課☎７２５・５１２７

社員思いの事業所を探しています！

認定農業者認定書授与式が行われました

介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
納入・納税通知書をお送りします

市立室内プールのお知らせ
　７月２１日～８月３１日の夏季期間

（無休）は、小・中学生の施設利用料
が有料（１００円）となります。
　なお、同期間は開館時間を３０分
早め、午前８時３０分から開館しま
す（閉館は午後９時）。
問市立室内プール☎７９２・７７６１

子 ど も セ ン タ ー た だ Ｏ Ｎ 
臨 時 休 館

　東京都議会議員選挙の投票所と
なるため、７月１日㈯午後６時～９
時、２日㈰終日は臨時休館します。
問ただＯＮ☎７９４・６７２２

7月4日から 
ふれあい桜館（高齢者福祉
センター）が再開します

　ふれあい桜館は、３月６日から改
修工事のため休館していました
が、７月４日㈫から再開します。
　なお、長寿号は休館前の運行に
戻ります。詳細は、各ふれあい館で
配布している「長寿号のしおり」

「長寿号配車計画」をご覧下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１、ふ
れあい桜館☎７９７・９４８９

　町田市認定農業者への認定書授
与式が、５月２３日に市庁舎で行わ
れました。
　認定農業者制度とは、市内農家
の中でも特に意欲を持って経営の
改善・発展に取り組む方を市が認
定し、その取り組みを支援する制
度です。
　今回は、更新者の方が４人認定
され、町田市の認定農業者は８８人
となりました。授与式では、山田副

市長から一人ひとりに認定書が手
渡されまし
た。
問農業振興
課☎７２４・
２１６６

　市では、社員が働きやすい工夫
や取り組みをしている企業・事業
所を「町田市仕事と家庭の両立推
進企業賞」として表彰しています。
このような取り組みを行っている
企業・事業所は、自薦・他薦問わず、
奮ってご応募下さい。
対市内の企業及び事業所で、取り
組みが市内で実施されていること
○介護・育児を抱える従業員が働
きやすいように工夫

（例）勤務時間の短縮、フレックス
タイム実施、託児施設の設置、特別
な休暇制度、長時間労働を制限
○男女がともに働きやすいように
工夫

（例）セクハラ防止、施設改善、性別
にとらわれない能力活用（女性管

理職の積極的登用等）
○従業員の働きやすさを後押しす
る取り組み

（例）育児介護休業法などで定める
休暇をとりやすく工夫、復職に向
けた支援
申応募用紙（町田市ホームページ
でダウンロード）に記入し、直接、
郵送またはＥメールで男女平等推
進センター（〒１９４－００１３、原町
田４－９－８、町田市民フォーラム
３階、遍ｍｃｉｔｙ２４１０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉ
ｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ（随時募集）。
※内容が分かれば指定の様式以外
での応募も可能です。
市HP 検索社員思い　　　
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８

　それぞれの納入・納税通知書を
７月から下表のとおり順次お送り
します。
※記載されている料（税）額は、市
で把握した前年所得等をもとに算
出しています。所得の申告等によ
り、料（税）額が変更になる場合は、
改めて通知します。
※料（税）額の計算方法等の詳細
は、各通知書または町田市ホーム
ページをご覧下さい。

【還付金詐欺にご注意下さい】
　「還付金がある」「住所や口座番
号を教えて」等の、市の職員を名乗
る不審な電話がかかってきたら、
一旦電話を切り、町田市役所に電
話をかけて確認して下さい。

◇
問介護保険課☎７２４・４３６４、保険
年金課 国民健康保険税について
＝☎７２４・２１２４、後期高齢者医療
保険料について＝☎７２４・２１４４

納入・納税通知書の発送日
種　類 発送日 宛　先

介護保険料 7月3日㈪から 本人
国民健康保険税 7月7日㈮から 世帯主
後期高齢者医療保険料 7月14日㈮から 本人

前列中央と後列の３人の方
が認定されました
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投票日に投票に行けない方は期日前投票・不在者投票をご利用下さい

投票日 7月2日（日） 投票時間 午前7時～午後8時

　身体が不自由な方を除いて、車やバイクでの来所はご遠慮下さい。なお、下記
の期日前・当日投票所には駐車場がありません。
● 駐車場のない期日前投票所
なるせ駅前市民センター、玉川学園コミュニティセンター、南町田駅前連絡
所（南町田リエゾン）、和光大学ポプリホール鶴川

● 駐車場のない7月2日の投票所
南第一小学校、つくし野中学校、つくし野小学校、小川小学校、南第三小学校、
町田市民文学館、町田第一小学校、東京都住宅供給公社本町田住宅集会所、玉
川学園こすもす会館、鶴川第四小学校、本町田小学校、成瀬が丘ふれあい会
館、和光大学ポプリホール鶴川

投票所への車での来所はご遠慮下さい

問 市役所代表 ☎ 722・3111　町田市選挙管理委員会事務局 ☎ 724・2168  返 724・1195

投票状況や開票速報はホームページ等でご覧いただけます
●町田市選挙管理委員会
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/
senkyo/
※�投票日当日は、町田市ホームページのトップページからご覧
いただけます。
投票状況…投票日当日の午前10時30分ごろから公開
開票速報（町田市選挙区）…午後10時ごろから公開
開票は7月2日（日）午後9時から、市立総合体育館（南成
瀬5-12）で行います。

●町田市明るい選挙推進協議会
アカウント「@machimeisui」
ツイッターで選挙に関する情報を発信しています。

●東京都選挙管理委員会
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/

【任期満了日】　　　7月22日（土）
【選挙期日の告示】　６月23日（金）
【選挙すべき人数】　４人（町田市選挙区）
　　　　　　　　　127人（東京都全体：４2選挙区）
【町田市の選挙人名簿の登録者数（6月1日現在）】　

男 17万3357人　女 18万2842人　 計 35万6199人

東京都議会議員選挙の概要

住所の移転 投票場所

他の市区町村か
ら町田市へ転入

平成29年3月22日以前に町田市へ転入の届出をした方 町田市
平成29年3月23日以降に町田市へ転入の届出をした方 旧住所地�※1

町田市から
都内へ転出

平成29年3月22日以前に新住所地へ転入の届出をした方 新住所地�※2
平成29年3月23日以降に新住所地へ転入の届出をした、
または届出予定の方 町田市�※3

町田市から
都外へ転出 投票できません

町田市内で転居
平成29年６月2日以前に届出をした方 新住所地の投票所
平成29年６月3日以降に届出をした方 旧住所地の投票所

※1��旧住所地で投票できるのは、東京都内の市区町村であって、かつ、旧住所地の選挙人名簿
に登録されている方のみです。登録の有無は、旧住所地の選挙管理委員会へお問い合わ
せ下さい。

※2��新住所地で投票できるのは、新住所地の選挙人名簿に登録されている方のみです。登録
の有無は、新住所地の選挙管理委員会へお問い合わせ下さい。

※3��投票できるのは、都内転出をした方で、町田市の選挙人名簿に登録されている方です。該
当する場合は、「引き続き都内に住所を有する証明書〔住民票の写し（選挙用）等〕」がある
とスムーズに投票することができます。選挙用の住民票（無料）は、新住所地等の区市町
村の窓口で交付を受けることができます。また、証明書等がなくても「引き続き都内に住
所を有する確認」を受けると投票できますが、確認に時間を要することがあります。

　新しい住所地あるいは住所変更の届出をした時期によって、投票できない場
合や、投票できる場所が異なる場合があります。また、投票の際に証明書が必要
になる場合があります。詳しくは下表をご覧下さい。

住所を変更した方、変更する予定の方

　東京都議会議員選挙候補者の政見等を掲載した選挙公報を６月29日（木）まで
に新聞販売店がすべての世帯に配布します。６月30日（金）になっても届かない
場合は、最寄りの新聞販売店（下記参照）にご連絡下さい。

※�選挙公報は、期日前投票所、町田市庁舎、各市民センター、市内各駅・各郵便局
等に備え置きます。
※�東京都選挙管理委員会のホームページからもご覧いただけます。

ＡＳＡ鶴川南部  ☎735・5163 ＹＣ鶴川  ☎735・2038
ＡＳＡ桜美林学園  ☎791・0520 ＹＣ藤の台  ☎736・1500
ＡＳＡ町田東部  ☎723・3494 ＹＣ町田北部  ☎793・2184
ＡＳＡ玉川学園  ☎725・8567 ＹＣ町田西部  ☎722・3744
ＹＣ南町田  ☎795・2845 ＹＣ町田木曽  ☎722・3877

選挙公報を全戸配布します

●��投票用紙には、候補者1人の氏名を記載して投票して下さい。
●��投票用紙への記載は、必ず交付を受けた本人が行い、ご自身で投票して下さ
い。

●��疾病等によりご自身で書くことができない方はお申し出下さい。投票所係員
が代筆する「代理投票」をご利用いただけます。

投票方法

　大切な1票が無効票とならないために、次のことにご注意下さい。
●  候補者の氏名以外は書かない� �
候補者の氏名を正しく書いても、それ以外のことが書かれていると、無効票
となってしまうことがあります。

●  候補者の氏名を間違えて書いた場合� �
二本線で消して、横に正しいものをお書き下さい。

　※新しい投票用紙との交換もできます。投票所係員にお申し出下さい。

無効票とならないために

鶴川市民センター
消防署

鶴川市民センター前

鶴川市民センター前
鶴川市民センター入口 下大蔵

大蔵保育園

至鶴川駅

鶴見川

鶴川街道

住
吉
橋

大蔵小学校（変更前）

投票所の変更
　第3６投票区の投票所が、
「大蔵小学校」から、「鶴川市民
センター」へ変更となります。
住所 ： 大蔵町1981-4 
（右地図参照）

�投票所によっては投票日
当日、施設業務を一部休止
する場合があります。詳細
は各施設へお問い合わせ
下さい。

東京都議会議員選挙

■投票できる方
　原則、次のすべてを満たす方が、町田市で投票できます。
①  平成11年7月3日までに生まれていること
②  町田市の選挙人名簿に登録されていること
※  町田市の選挙人名簿への登録は、町田市で住民票を作成した日（転
入の届出をした日）から平成29年6月22日現在までに、3か月以上
引き続き町田市に住民登録がある日本国民の方が対象です。

投票所入場券をお送りします
　６月20日（火）から、「投票所入場券」を世帯ごとに封書で郵送します。
　投票所においでの際は、氏名と投票所を確認のうえ、ご自身の投票所入場券を
お持ち下さい。紛失した
場合や、届いていない場
合でも、選挙人名簿で確
認できれば投票できま
すので、投票所（または
期日前投票所）で係員に
お申し出下さい。

投票所名・案内図

バーコード部分は折り曲げたり、汚さないようにしてください。

※裏面をご覧ください。

平成
午前 時 ～ 午 後

投票所入場券

＜問い合わせ先＞

世 帯 全 員 分

お知らせ
の選挙

時
投 票 日
投票時間

年
7 8

月 日 （日）

地
図
部
分
を
切
り
取
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

投票区 簿冊 ページ 番号 名簿対照 投 票 用 紙 交 付

投票所入場券は、世帯単位でお送り
しています。開封してご確認ください。

町田市役所代表電話　042-722-3111

町田市選挙管理委員会
〒194-8520　町田市森野2-2-22
電話 042-724-2168

区内特別
郵便

見 本

見 本

投
票
所
入
場
券（
表
面
）

封
筒（
表
面
）

　選挙（投票日）当日に仕事や旅行等の理由で投票できない方は、お住まいの地
域に関わらず、下表の期日前投票所で期日前投票ができます。

 ■手続き■
●�ご本人が、投票所入場券（届いている場合）をご持参下さい。
●�投票所入場券を紛失した場合や、届いていない場合でも、期日前投票所にて、
選挙人名簿で確認できれば投票できます。

●�投票所入場券の裏面に印刷されている期日前投票宣誓書にあらかじめ必要事
項を記入のうえ、期日前投票所へご持参下さい（各期日前投票所にも期日前投
票宣誓書を用意しています）。

●�期日前投票所によって投票期間と時間が異なりますので、あらかじめご確認
下さい。

期日前投票所の一覧
期　間 期日前投票所

6月24日（土）～7月1日（土）
（午前８時30分～午後８時） 市庁舎（森野2－2－22）

6月27日（火）～30日（金）
（午前８時30分～午後８時）

7月1日（土）
（午前８時30分～午後5時）
※�最終日のみ受け付けは午
後5時までとなります。

堺市民センター（相原町795－1）
小山市民センター（小山町2507－1）
忠生市民センター（忠生3－1４－2）
木曽山崎コミュニティセンター（山崎町21６0－４）
鶴川市民センター（大蔵町19８1－４）※1
和光大学ポプリホール鶴川（能ヶ谷1－2－1）
玉川学園コミュニティセンター（玉川学園2－19－12）
なるせ駅前市民センター（南成瀬1－2－5）
南市民センター（金森４－5－６）
南町田駅前連絡所〈南町田リエゾン〉（鶴間3－10－2）※2

※1��鶴川市民センターは、修繕工事完了に伴い再開します。
※2��南町田駅前連絡所（南町田リエゾン）は、南町田駅周辺地区拠点事業の関連で東急南町
田ビル（セミナープラス南町田〔鶴間3－10－2〕）へ一時移転しています。

東急田園都市線

南町田駅
至相模原 至渋谷

東名入口

スーパー

家具屋

国道16号線

【移転後】
南町田駅前連絡所

至
中
央
林
間

鶴
間
公
園

移転前

期日前投票

 ■手続き■

 投票用紙を請求するための「不在者投票宣誓書兼請求書」を下記のいずれかの方
法で入手し、必要事項を記入
・町田市ホームページからダウンロード
トップページ�➡�市政情報�➡�2017年度東京都議会議員選挙のお知らせ

・電話で請求
市役所代表�☎︎722・3111　町田市選挙管理委員会事務局�☎︎72４・21６８（直通）

「不在者投票宣誓書兼請求書」を町田市選挙管理委員会に郵送、または持参（FAX・
Eメールは不可）

提出先　�町田市選挙管理委員会（市庁舎9階）� �
〒19４-８520　町田市森野2-2-22　

⬇

　この方法は郵便によるため、日数がかかります。お早めにご請求下さい。
　なお、不在者投票ができる場所は滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせ下
さい。

不在者投票（町田市外で投票するには）

【障がいがある方等の郵便等による不在者投票】
　身体に重度の障がい等があり、投票所に行くことが困難な方は、郵便等によ
りご自宅等で投票できます。
※�「郵便等による不在者投票」をするには、「郵便等投票証明書」が必要です。

●対象者
　ご自身で字を書くことができ、下表に該当する方（ご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）。

■手続き■
　希望する方に、証明書の交付を請求する「申請書」を郵送しますので、選挙管
理委員会にお申し込み下さい。申請書の受け付け後、該当する方に「郵便等投
票証明書」を交付します。なお選挙直前の交付申請の場合、交付がその選挙に
間に合わないこともありますので、早めに申請をして下さい。
※�「郵便等投票証明書」を既にお持ちで「郵便等投票」を希望する方は、６月2８
日まで（必着）に、選挙管理委員会に請求書を提出して下さい。

手帳等の種類 内　容 等級など

介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

身体障害者手帳

両下肢、体幹、移動機能 1級・2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、
小腸 1級・3級

免疫、肝臓 1級～3級

戦傷病者手帳
両下肢、体幹 特別項症～第2項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、
小腸、肝臓 特別項症～第3項症

【代理投票】
　疾病等によりご自身で投票用紙に書くことができない方は、お申し出により
投票所係員が代筆します（ご家族等が代筆することはできません）。なお、投票の
秘密は固く守られます。

【点字投票】
　目が不自由な方は、点字で投票ができます。点字器が投票所にありますので、
係員にお申し出下さい。

【身体の不自由な方等へ】
　車いす、拡大鏡、老眼鏡やコミュニケ―ションボード（イラストを指し示すこ
とで自分の意思を伝えることができるボード）を用意していますので、投票所係
員にお申し出下さい。

【病院や老人ホーム等で不在者投票をする場合】
　病院や老人ホーム等の施設に入院・入所していて投票所に出かけることが困
難な方は、都道府県選挙管理委員会が投票場所として指定している施設であれ
ば、施設内で投票することができます。
　指定施設であるかの確認や、投票用紙の請求、投票方法等は、病院や施設の事
務室にお早めにお問い合わせ下さい。

身体の不自由な方などが利用できる投票

東京都選挙管理委
員会ホームページ

町田市明るい選挙
推進協議会

町田市選挙管理委
員会ホームページ



8 2017．6．15 電話（☎042・724・5656）やインターネットのイベント申込システム（ イベシスで検索）
で申し込みができます。コード＝インターネットで24時間申し込みができます。イベント申込システム 町田市イベントダイヤル

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
薬物乱用防止
普 及 啓 発 イ ベ ン ト

　６月２６日の「国際麻薬乱用撲滅デ
ー」にちなみ、薬物乱用防止を推進す
るためのイベントを実施します。
　薬物乱用防止に関するパネルや、
昨年度に市内の中学生から募集した
薬物乱用防止ポスター・標語の優秀
作品などを展示します。
日６月１９日㈪～３０日㈮の午前８時
３０分～午後５時（３０日は午後４時ま
で、土・日曜日を除く）
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
問健康推進課☎７２４・４２３６

健 康 づ く り 講 習 会
【血管アンチエイジング～からだの
中からきれいを目指す】
対市内在住の原則両日参加できる
１８～６４歳の方
日①６月２７日㈫午前１０時～正午②７
月５日㈬午前１０時～午後１時、全２回
場健康福祉会館
内①血管年齢測定（希望者）、血管を
きれいに保つための話（保健師）、ア
ンチエイジング運動（スポーツトレ
ーナー）、②栄養士による調理実習と
食生活の話
定２４人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申６月１５日正午～２１日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コード
１７０６１５Ａ）へ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

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おなか元気教室】
日７月４日㈫午前１０時～１１時
場南市民センター
内腸の大切さや乳酸菌の働きを知
り、正しい食習慣・生活習慣を身につ
ける
定２０人（申し込み順）
【②町田市介護予防事業・日常生活総
合事業とは？】
日７月８日㈯午後１時３０分～３時３０
分
場特別養護老人ホーム第二清風園
定３０人（申し込み順）
【③あなたの食事大丈夫？】
日７月２３日㈰午後２時～４時
場ふれあい桜館
内コンビニやスーパーのお惣菜で、
手軽にバランス良く栄養を摂取する
工夫等
定２０人（申し込み順）

◇
対市内在宅高齢者の家族介護者
申電話で①南第２高齢者支援センタ
ー（☎７９６・３８９９）、②鶴川第１高齢
者支援センター（☎７３６・６９２７）、③
忠生第１高齢者支援センター（☎
７９７・８０３２）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
共に考える認知症
町田圏域地域ケア会議

　認知症予防にお口の健康が関わっ
ていることをご存じですか。歯科医
療から見た認知症予防について考え
てみましょう。
対市内在住の方、福祉医療関係者
日７月６日㈭午後３時～４時４５分
場町田市文化交流センター
講うんの歯科クリニック院長・海野
博俊歯科医師
定１６０人（申し込み順）
申電話で町田第１高齢者支援センタ

ー（☎７２８・９２１５）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

福 祉 講 座
【障がい者虐待防止と権利擁護】
　障がい者の虐待防止と権利擁護に
ついてお話を伺い、事例をもとに考
察します。
日７月８日㈯午後２時～４時
場市庁舎
講弁護士・浦﨑寛泰氏
定６０人（申し込み順）
申氏名（ふりがな）・連絡先を明示し、
７月５日までに電話またはＦＡＸでひ
かり療育園（☎７９４・０７３３返７９４・
０７７２）へ。
空家対策の推進に向けた取り組み
空家セミナーを行います

　現在所有している住宅を、将来有
効活用するためのセミナーです。
※（公社）東京都宅地建物取引業協会
町田支部、（公社）全日本不動産協会
東京都本部町田支部、町田弁護士ク
ラブ、東京司法書士会町田支部、東京
税理士会町田支部、東京土地家屋調
査士会町田支部、（一社）東京都建築
士事務所協会町田支部、（公社）町田
市シルバー人材センター、（特）顧問
建築家機構、東京都行政書士会町田
支部と共催です。
対①市内に住宅をお持ちの方②市内
に空家を所有している方またはその
親族
日７月９日㈰①午後１時～２時②午後
２時～３時３０分
場市庁舎
内①不動産売却ガイダンス～スムー
ズな資産流通のために（東京都宅地
建物取引業協会町田支部）②各分野

の専門士（弁護士、司法書士、税理士、
宅建士、建築士等）が同席し、複合的
な悩みの無料相談会（１件３０分程度）
定①４０人（申し込み順）
※②は、お問い合わせ下さい。
申いずれも７月７日午後５時までに電
話で住宅課へ。
【相談窓口】
　市では、専門家による空家に関す
る悩み相談窓口を設置しています。
申電話で住宅課へ。

◇
問住宅課☎７２４・４２６９
ロコモ予防！

歩 く 力 測 定 会
対①相原町②原町田（都営金森１丁
目アパートを除く）・中町・森野・旭町
・都営木曽森野アパートにお住まい
の、運動に支障のない６５歳以上の方
日７月１０日㈪①午後１時３０分～４時
②午後２時～４時
場①堺市民センター②木曽森野コミ
ュニティセンター
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、測定結果
を今後の生活や運動習慣につなげる
講①健康運動指導士・柴田智氏②理
学療法士・倉地洋輔氏
定①２０人②３２人（いずれも申し込
み順）
申①６月１５日午前９時～７月３日午後
４時に堺第１高齢者支援センター（☎
７７０・２５５８）へ②６月１５日午前９時
から町田第１高齢者支援センター

（☎７２８・９２１５）へ。
※当日についての詳細は、各高齢者
支援センターへお問い合わせ下さ
い。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

ＦＣ町田ゼルビアホームゲームで

熱中症対策キャンペーン

見学においで下さい

第３９回町田市消防団ポンプ操法大会

「第３１回フェスタまちだ２０１７」開催告知ポスター

デザインコンペを実施します！

　昨年約２０万人が来場した、別名
「町田エイサー祭り」とも呼ばれる
「フェスタまちだ」。今年も町田駅前
の原町田大通り等で９月９日㈯、１０
日㈰に開催します。
　今年は更に多くの方に来ていただ
けるよう、開催告知ポスターのデザ
インを公募します。
　採用作品は、今年度のポスターと
して市内公共施設や商業施設などへ
の掲出と、関連イベントの告知、ＤＭ
・パンフレット等にも使用する予定
です。
【コンペの実施要領】
対１８歳以上の個人またはグループ

（プロ・アマ不問）で、日本語で連絡が
取れる方
作品自作で未発表のもの（複数応募
可）
賞金３万円（採用作品のみ）
申Ｅメールでフェスタまちだ２０１７
実行委員会（遍ｆｅｓｔａ．ｍａｃｈｉｄａ＠ｇｍ
ａｉｌ．ｃｏｍ）へ事前エントリーして下
さい（素材などを送ります）。同実行
委員会から返信されるエントリーシ
ートに、氏名（グループの場合は代表
者名）・電話番号・Ｅメールアドレス・

作品の解説を明記し（Ａ４サイズ、様
式は不問）、作品（Ｂ４サイズ縦長でプ
リントできるように、ＰＤＦファイル
に変換したもの）を添付し、７月９日
午後９時までにＥメールで同実行委
員会へ。
※実際のポスターはＢ２サイズです。
※必ず「募集要項」で、記載する文言、
写真を使用する場合の注意事項など
をご確認下さい（町田市ホームペー
ジでダウンロードも可）。
結果発表採用者へ直接連絡します

（応募状況により該当者無しの場合
も有り）。
※応募作品は返却しません。
※採用決定後、デザインの修正や情
報の追加をお願いする場合がありま
す。
※採用作品の著作権・使用権など一
切の権利は、フェスタまちだ２０１７
実行委員会に帰属します。
※同実行委員会へのお問い合わせ
は、原則Ｅメールで受け付けます。
市HP フェスタまちだ  検索
問同実行委員会☎７２６・８８５２、町田
市産業観光課☎７２４・３２９６

　７月の熱中症予防強化月間に合わせ、市内で活躍しているサッカーチー
ム「ＦＣ町田ゼルビア」のホームゲームで熱中症
対策キャンペーンを開催します。会場内のブー
スで、オリジナル折りたたみうちわをプレゼン
トします（１人１枚、無くなり次第終了）。
日７月８日㈯、キャンペーン＝午後３時～６時、キ
ックオフ＝午後６時
場市立陸上競技場外イベント広場（ゼルビーラ
ンド）
配布数９００枚
市HP 熱中症　　　 検索
問健康推進課☎７２４・４２３６

　ポンプ操法大会は、消防団員の迅速かつ正確な消火活動技術を競い合う
ものです。大会では、消防団から選抜された１１隊が、日ごろの訓練の成果を
披露します。皆さんの暮らしを守るため、日々努力する消防団員にご声援を
お願いします。
※直接会場へおいで下さい。
日６月２５日㈰午前９時から

（雨天実施）
場町田リサイクル文化センタ
ー駐車場（下小山田町）
※町田市消防団では、各地域
で活躍する消防団員を募集し
ています。詳細はお問い合わ
せ下さい。
問防災課☎７２４・２１０７

折りたたみうちわ

チームワークを発揮し、競い合います
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夏休み障がい児（者）
水 泳 教 室

　浮き輪やボールなどで楽しく遊
ぶ、レクリエーションが中心です。水
慣れしたい方も歓迎します。
対市内在住の小学生以上で障がいの
ある方
日７月２６日㈬、２８日㈮、８月２日㈬、
いずれも午前１０時～１１時３０分
場すみれ会館温水プール
申６月２９日までに電話で障がい福祉
課へ（参加は１人２回まで、抽選の場
合も有り）。
※心臓病、高血圧、循環器系に障がい
のある方は医師に相談のうえ、お申
し込み下さい。伝染病疾患のある方
は参加できません。
問障がい福祉課☎７２４・２１４７
鶴見川源流域
保水の森づくり体験

　鶴見川源流域保水の森で、自然環
境の保全・再生を学び、植樹したクヌ
ギの萌

ほう

芽
が

更新のための伐採作業を体
験します。
対中学生以上の方
日７月２日㈰午前１０時～午後１時３０
分、集合は小山田バス停
場鶴見川源流域保水の森（上小山田
町）
内森の再生のお話、伐採の体験
講慶應義塾大学名誉教授・岸由二氏
定２０人（申し込み順）
費５００円
持ち物弁当、飲み物、軍手、雨具、長袖
・長ズボン、帽子、しっかりした靴（長
靴・軽登山靴等）
※汚れてもよい服装（スズメバチ対
策として、白または明るい色のもの
を推奨）でおいで下さい。
申参加者全員の住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・年齢・性別を明記し、
ハガキ、ＦＡＸまたはＥメールで６月
２７日まで（必着）に、（特）鶴見川源流
ネ ッ ト ワ ー ク 事 務 局（ 〒１９４－
０２０４、 小 山 田 桜 台２－４－１４－
１０５、　返８６０・０８３０遍ｇｅｎｒｙｕｔｏｕ
ｒ２０１７＠ｏｆｆｉｃｅ．ｅｍａｉｌ．ｎｅ．ｊｐ）へ（同
ネットワークホームページで申し込
みも可）。

問（特）同ネットワーク事務局☎７９８
・２６９３、町田市北部丘陵整備課☎
７２４・２１６４
地産地ＳＨＯＷコンサート
伊藤富貴子ピアノコンサート

　市内在住のピアニスト・伊藤富貴
子さんによるピアノコンサートで
す。
日６月２０日㈫正午～午後０時５０分

（開場は午前１１時４５分）
場市庁舎３階アトリウム
曲目ドビュッシー「月の光」、リスト

「ため息」、ショパン「幻想即興曲」　
他（予定）
定７６席（先着順、立ち見スペース有
り）
問文化振興課☎７２４・２１８４
生涯学習センターコンサート事業～
はじめてのジャズコンサート

【日曜の午後にスタンダードなジャ
ズナンバーを】
　ジャズの初心者にもおなじみの曲
でお楽しみいただけます。
対市内在住、在勤、在学の方
日７月９日㈰午後２時開演
場生涯学習センター
曲目「スイングしなければ意味がな
い」「４月の思い出」「酒とバラの日
々」　他（予定）
出演田窪寛之（ピアノ）、稲垣護（ベー
ス）、太田耕平（ドラム）
定１５８人（申し込み順）
申６月１５日正午～３０日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コード
１７０６１５Ｂ）へ。附室からの親子鑑賞
希望者（８人まで）は、電話で併せて
申し込みを。
問同センター☎７２８・００７１
ディズニーアニメのヒロインに学ぶ
メディアリテラシー

　ディズニー作品を事例に挙げ、こ
れまで男女（特にヒロイン）がメディ
アにどのように描かれてきたのか読
み解きます。
日７月２１日㈮午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講元東京女子大学教授・国広陽子氏
定２８人（申し込み順）
申６月１６日正午～７月１３日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０６１６Ｂ）へ。保育希望者（１歳６か

月以上の未就学児、１０人）は、７月１０
日までに併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８

中 央 図 書 館
【①“今”読んでいる本をＰＯＰでポッ
プに紹介しよう～本がつなげるまち
だライブ・ラリー】
　本を読み終えた後、専用台紙にＰ
ＯＰ（本の紹介）を書いて各市立図書
館のカウンターへ提出すると、１枚
提出ごとにスタンプをひとつ押しま
す。スタンプの数に応じて、図書館オ
リジナルグッズをプレゼントします。
※ＰＯＰは、各市立図書館・町田市民
文学館内のライブ・ラリーコーナー
に掲示する場合があります。
対小学５年生～高校生
日７月１日㈯～８月３１日㈭
申チラシ裏面（各市立図書館、町田市
民文学館で配布）または専用台紙に
記入し、直接各市立図書館カウンタ
ーへ。
【②きて、みて、図書館！調べもの講座】
対市内在住、在勤、在学、または相模
原・八王子・府中・調布・日野・多摩・稲
城・川崎市在住の高校生以上の方

日７月１０日㈪午後１時３０分～４時
場中央図書館
定１０人（申し込み順）
申６月１６日午前１０時から直接また
は電話で同館４階メインカウンター

（☎７２８・８２２０）へ（２人まで申し込
み可）。
【③１日図書館員】
　夏休み期間中、図書館の仕事を体
験してみませんか？
対市内在住、在学の中学・高校生
日７月２７日、８月３日、１７日、２４日、
３１日、いずれも木曜日午前８時３０分
～午後４時ごろ（各日とも同一内容）
場中央図書館
内カウンター業務、予約が入った本
を探す
定各３人（初めての方を優先のうえ、
抽選）
申申込書（各市立図書館・町田市民文
学館に有り、町田市立図書館ホーム
ページでダウンロードも可）に記入
し、７月９日までに同館５階視聴覚資
料カウンター、各市立図書館または
町田市民文学館へ。

◇
問中央図書館☎７２８・８２２０

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!

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）

催し・講座催し・講座

６月議会が開会　補正予算などを審議
　平成 ２９ 年第 ２ 回市議会定例会が
６ 月 ２ 日に開会され、平成 ２９ 年度
一般会計補正予算など １４ 議案が提
出されました。
　議案の内訳は予算 ２ 件、条例 ２ 件、
契約 ６ 件、報告承認 ４ 件です。会
期は ６ 月 ２６ 日までです。
○予算案
　今回の補正予算額は、一般会計 ３
億 ５７６ 万 ２ 千円、特別会計 １５２６
万 ９ 千円、合計で ３ 億 ２１０３ 万 １
千円です。
　 補 正 後 の 予 算 額 は、 一 般 会 計
１４６４ 億 ６２７８ 万 ３ 千円、特別会

計 １２１６ 億 ９２０４ 万 ３ 千円、合計
２６８１ 億 ５４８２ 万 ６ 千円です。
　補正予算の主な内容は、待機児童
解消のための「保育士等キャリア
アップ支援事業」などです。
○条例案
　「町田市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の利用者負担額
等に関する条例の一部を改正する条
例」と「町田市特定教育・保育施設
及び特定地域型保育事業の運営の基
準に関する条例の一部を改正する条
例」です。

おいで下さい　特定の期日に行うイベント
催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）

あんさんぶるＳＷＡＮ　チェロ・コンサート ６月２５日午後１時３０分開演予定 ひなた村カリヨンホール 無料 矢田☎７８５・５３６３ 自由にご来場下さい
「朗読で楽しむ」つるの会主催のミニ朗読会です ６月２５日㊐午後２時～３時 町田市民文学館大会議室 無料 橋本☎７３６・０４５５ お気軽においでください
お茶会（裏千家）　座敷用の椅子もあり快適です ６月２６日㊊午後１時～３時 三輪コミュニティセンター ５００円 後藤☎０４４・９８８・５９６１ お気軽にお越しください
フィリピン人先生と英語でダンスしませんか？ ６月２９日㊍午後５時から 都営金森一丁目第２集会所 ５００円 カズ☎０７０・５５８３・０４４１ 小学生～大人どなたでも
岩田マンドリーノ・シンフォニカ第５７回演奏会 ７月２日㊐午後１時３０分開場、２時開演 町田市民ホール 無料 引木☎７２８・９１１３ 当日正午より整理券を配布
月蓉会ダンスパーティ～ミキシング・トライアル有 ７月３日㊊午後１時１５分～４時 木曽山崎コミュニティセン

ター ５００円 松本☎７３５・７４５６ 次回８月７日
初心者民謡講座　全１０回　町田市民謡協会主催 ７月６日㊍午前１０時～正午 生涯学習センター ２０００円 志賀叶祥☎０９０・１６００・１７５８※要電話 ９月まで毎月２～４回㊍開催
いきいき薬膳　夏の養生料理 ７月１１日㊋午前１０時～正午 町田市民フォーラム ２２００円 清水玲子☎７２８・５６２８※要電話 ９月も開催予定
成瀬尾根「やまゆり観賞会」野草園と周辺に咲く花 ７月１７日㊗午前９時３０分～正午 成瀬台庚申塚公園集合 無料 成瀬の自然を守る会・塚本☎７２７・２３３５ ２丁目バス停そば雨天中止
外国料理教室～７月はスペイン料理～４品作ります ７月２０日㊍午後１時～５時 生涯学習センター調理室 ２０００円 大澤☎７９１・４１１４※要電話 カスティージャ風スープ他
第１３回ウクレレとフラのコンサート ７月２２日開演午後１時 町田市民フォーラム 無料 石川るり子☎０９０・５５４５・９３１５ お気軽にお越し下さい
そば打ち体験をして試食します　初めての方歓迎 ７月３０日㊐午前１０時～午後１時 町田市民フォーラム調理室 ８００円 じゃおクラブ玉木☎０８０・１２８４・２４２９ おやじクラブ、要電話申込

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

【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：毎月１５日号です。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
●仲間に：年２回掲載で、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

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。



10 2017．6．15 電話（☎042・724・5656）やインターネットのイベント申込システム（ イベシスで検索）
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■問納税課　724・2121納付はお済みですか？ 6月は、「市・都民税」の納付月です ☎☎

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７月７日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室　
内「うばすて山」（脚本／岩崎京子、絵
／長野ヒデ子）、「かたきうちの話」
（原作／新美南吉、脚本／堀尾青史、
画／輪島清隆）　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、６月１５日午前

９時から電話で同館へ。
問同館☎７３９・３４２０
町田市農業研修事業
夏 野 菜 収 穫 体 験
　市では、農業研修（２年間）の修了
生を対象に、農業経営のノウハウの
習得などを目標にしたフォロー研修
を行っています。
　この研修で、研修生が育てた夏野
菜を収穫しませんか。
※新鮮野菜も廉価で販売します。
対市内在住、在勤の方（小学生以下は
保護者同伴）
日７月９日㈰午前９時～１１時（予定、
雨天時は２３日に延期）
場町田市農業研修農場第２圃

ほ

場（小
野路町）
※後日、詳細地図を送付します。
内１口＝トマト２個、ナス５個、ピーマ
ン５個、キュウリ５本（当日までの栽

培状況により、変更になる場合有り）
定２０人（申し込み順）
費１口５００円（１人２口まで）
申６月１９日正午～７月２日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０６１９Ａ）へ。
※収穫口数・現地への交通手段（駐車
場２０台分有り）を明示して下さい。
問農業振興課☎７２４・２１６６
大地沢青少年センター
ピザ窯・薫製箱利用講習会
　石窯とドラム缶窯でピザを焼き、
薫製箱で基本的な薫製をして、その
利用について学びます。講座受講後
は、ピザ窯・薫製箱の個人利用が可能
になります。
対高校生以上の方
日７月８日㈯午前１０時～午後３時
場同センター
定２０人（申し込み順）

費４００円
申６月１５日午前９時から電話で同セ
ンターへ。
問同センター☎７８２・３８００
販売します
町 田 産 新 鮮 野 菜
　市内の認定農業者が作った新鮮野
菜の販売です。
【６月の日曜朝市】
日６月２５日㈰午前７時～８時
場教育センター校庭
※７月第１日曜日は選挙のため、朝市
はありません。
【市役所まち☆ベジ市】
日６月１９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

催し・講座催し・講座

●町田市民文学館～２歳児あつまれ
！おはなしと絵本のへや
　直接会場へおいで下さい対２歳児
とその保護者日６月２２日㈭午前１０
時３０分～１１時３０分場同館３階第６
会議室内絵本、わらべうた遊び、見立
て遊び、親子で読書等問同館☎７３９
・３４２０
●ひなた村
【①たき火ワークショップ】
対市内在住、在勤、在学の高校生以上
の方日６月２５日㈰午前９時～午後３
時内たき火で行う野外炊飯（竹飯）、
火起こし技術の習得等定１５人（申し
込み順）費４００円
【②ひなた村シアター】
日６月２５日㈰午前１０時３０分～１１時
３０分場ひなた村第１レクルーム内
「彦星と織姫」「彦一とんちばなし」　
他
【③科学クラブ～炎を科学する！ロ
ウソク　花火の色】
対市内在住、在学の小・中学生日７月

●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７月４日～７日、午前９時～正午、７
月１１日～１４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
【①講習会～ストレスチェックを学ぶ】
日６月２８日午後２時～４時内ストレ
スチェックの基本から事業所の取り
組み方
【②講習会～カード決済・レジ・会計　
クレジットカード活用セミナー】
日７月２０日午後２時～４時３０分内レ
ジアプリ・クラウド会計の概要とポ
イント、軽減税率対策補助金、導入方
法とメリット等
【③納期の特例事務相談会】
　平成２９年分の所得税源泉徴収簿、
給与明細等の必要書類を持参日７月
４日午前１０時～午後４時
【④ライフスタイル別創業スクール】

日平日の部＝８月１日、３日、８日、１０
日、いずれも午後６時３０分～９時、土
曜日の部＝８月５日、１２日、いずれも
午前１０時～午後４時内創業予定者各
人のライフスタイルに合わせた失敗
しない創業の仕組み／フォローアッ
プ個別相談も有り（予定）費３０００円
（消費税込み）
　　　　　　　◇
対①②経営者、従業員③市内の給与
所得のある小規模事業者（従業員、青
色専従者等）④市内創業予定者（副
業、定年退職者等含む）場同会議所申
①②④電話で同会議所へ③直接会場
へ問同会議所☎７２２・５９５７
●町田ツーリストギャラリー～小野
路の里山で夏野菜収穫体験
日７月８日、午前１０時から、午前１１時
から、正午から（小雨実施）場小野路
町（申込者に詳細を送付）費１５００円
（保険料、野菜のお土産代を含む）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、７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）

●（社福）町田市社会福祉協議会から
のお知らせ
【２０１７夏！体験ボランティア】
　活動期間は７月２１日～８月３１日／
説明会への参加が必須、申込書等の
資料は同センターで配布対中学生以
上の方日６月３０日、７月５日、いずれ
も午後６時～７時３０分（各日とも同
一内容）場町田ボランティアセンタ
ー費５００円（保険代含む）申電話で同
センター（☎７２５・４４６５）へ
【福祉の仕事就職相談窓口】
　東京都福祉人材センターの相談員
が同センターへ求職登録や公開して
いる福祉の仕事を紹介・あっせんし
ます日毎月第２・４木曜日の午後１時
～４時（１人１時間程度）場同協議会申
電話で同協議会（☎７２２・４８９８）へ
●（社福）まちだ育成会かがやき～町
田ダリア園開園
　７月１日午前１０時から開園式を行
います。ダリアガイドツアー、ブルー
ベリーの摘み取り等のイベントも有
り（実施日は要確認）開園期間７月１
日～１１月３日、午前９時３０分～午後
４時３０分（入園は午後４時まで）入園
料大人５００円、中学生以下無料（団体
割引等も有り）／７月１日は無料問同

園☎７２２・０５３８
●南多摩保健所～地域保健医療協議
会委員募集
対町田・八王子・日野・多摩・稲城市在
住の２０歳以上の方（都職員、該当す
る二次保健医療圏の市町村職員は除
く）＝３人以内任期２年以内申住所・
氏名・電話番号・年齢・性別・職業を明
記し、作文（テーマ＝地域で暮らす人
々がともに手を携えながら、健康で
いきいきとした生活を送るために、
私ができること、地域でできること、
行政に望むこと、１２００字以内）を添
えて、７月７日まで（消印有効）に郵送
で同保健所企画調整課（〒２０６－
００２５、多摩市永山２－１－５）へ問同
保健所☎０４２・３７１・７６６１
●（一財）町田市勤労者福祉サービス
センター～さるびあタウン会員募集
　低コストで充実した福利厚生サー
ビスを提供対市内の①中小企業（事
業所）②中小企業勤労者内宿泊施設
を格安で利用、映画館・温泉施設等で
利用できる無料・割引クーポンやチ
ケットの販売、人間ドックの補助制
度等のサポート費入会金＝１人３００
円、月会費＝１人①５００円②７００円
問同センター☎７２３・０６６７

２日㈰午前９時３０分～１１時３０分内
炎の構造の説明、花火の色の観察実
験等講町田わくわく！サイエンス・
池田勇五氏定２０人（申し込み順）費
３００円
【④ひなた村デイキャンプ】
対市内在住、在学の小学生のいる家
族日７月１７日㈷午前９時～午後３時
内野外炊事や森での外遊び定４０人
（申し込み順）費１人３００円

◇
申①③④６月１５日午前１０時から電
話でひなた村（☎７２２・５７３６）へ②
直接会場へ
●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７月８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６月１６日正午～２７日に

イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
へ問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
●生涯学習センター～音であそぼう　
くるくるロケット
　わらべ歌や打楽器を使った遊びを
先輩ママ達が紹介します対市内在住
の２歳以上の未就学児とその保護者
日７月１３日㈭午前１０時～１０時５０
分、午前１１時～１１時５０分（各回とも
同一内容）定各１０組（申し込み順）申
６月１６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～夏期子ども講座　
版画でつくろう！あったらいいな、
こんなお札

さつ

　お札の秘密を探り、デザインを考
えてオリジナルの銅版画を作ります
対両日参加できる小学３～６年生日７
月２２日㈯、２３日㈰、いずれも午前１０
時３０分～午後４時、全２回場同館講
東京学芸大学教授・清野泰行氏、同大
学生定２０人（抽選、結果は７月７日ご
ろ郵送）費２０００円申６月１６日正午

～７月３日にイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６コード１７０６１６Ｈ）へ（同
館ホームページで申し込みも可）問
同館☎７２６・２８８９
●さがまちカレッジ～こども体験講
座
　７～９月に開催するこども体験講
座の受講者を募集します。詳細は、講
座案内チラシ（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）をご覧下さい（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）／講座ごとに定員が異なりま
す（抽選、いずれも講座は有料）対４
歳～中学生とその保護者（講座によ
り異なる）場生涯学習センター　等
申受講申込書に記入し、７月５日まで
（必着）に、郵送またはＦＡＸでさがま
ちコンソーシアム事務局へ（同コン
ソーシアムホームページで申し込み
も可）問同事務局☎７４７・９０３８、町
田市生涯学習センター☎７２８・００７１

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。

情報コーナー
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●和光大学ポプリホール鶴
川～大人も子供も“夏の自
由研究”　親子で楽しむ狂
言の会
　市内在住の狂言師・山本則俊氏等
が、「柿山伏」を演じます日８月１７日
㈭午後２時開演場和光大学ポプリホ
ール鶴川費１０００円、小学生以下
５００円（全席指定）／３歳未満膝上１
人まで無料、ただし座席が必要な場
合は有料申発売中。電話で町田市民
ホール（☎７２８・４３００）へ（有料保育
有り、要問い合わせ）
●町田市フォトサロン～国際写真サ
ロン
　１９２７年から続く世界の写真愛好
家による写真展です。入選・入賞作
１３０点を展示します日７月１２日㈬～
８月１３日㈰場同サロン２階展示室問
同サロン☎７３６・８２８１
●市立総合体育館
　いずれも詳細は、同館ホ
ームページをご覧下さい。
【わんぱくレクリエーション教室】
対①４～６歳児②小学生日７月１８日
㈫①午後３時１５分～４時１５分②午後
４時３０分～６時定各５０人（抽選）申往
復ハガキに教室名・住所・氏名（ふり
がな）・電話番号・学校名または園名

（在学・在園の方）・生年月日・返信用
にも宛先を明記し、同館（〒１９４－
００４５、南成瀬５－１２）へ（同館ホー

ムページで申し込みも可）
【小学生短期集中体操教室】
対小学１・２年生日７月２４日㈪～２８
日㈮、午後３時１５分～４時１５分、午後
４時３０分～５時３０分、各全５回定各
３０人（抽選）費各１３００円申往復ハガ
キに教室名・住所・氏名（ふりがな）・
電話番号・学校名と学年（在学の方）
・希望時間・返信用にも宛先を明記
し、同館（〒１９４－００４５、南成瀬５－
１２）へ（同館ホームページで申し込
みも可）
【まちだフィットネスまつり】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日７月１７日㈷①午前１０時～正
午②午後１時～４時内①岩田諭氏に
よる「健康力」を上げる！プラチナプ
ログラムⓇ講座②エンジョイフィッ
トネス定①３００人②２００人申同館ホ
ームページを参照して申し込み

◇
場・問同館☎７２４・３４４０
●サン町田旭体育館～Ｊｒ．
ヒップホップダンス教室
対市内在住、在学の、１部＝
小学１・２年生、２部＝小学３～６年生
日７月２５日㈫～２９日㈯、１部＝午前
９時１５分～１０時１５分、２部＝午前
１０時４５分～１１時４５分、各全５回定
各４０人（抽選）費各７００円申往復ハ
ガキに必要事項を明記し、６月３０日
まで（消印有効）に同館へ問同館☎

７２０・０６１１
●市立室内プール～太極拳
対１６歳以上の方日７月２１日～８月
２５日の金曜日（８月１１日を除く）、午
後２時～３時１５分、全５回定２０人（抽
選）費３０００円申往復ハガキに必要
事項を明記し、７月９日まで（必着）に
同 プ ー ル へ問同 プ ー ル ☎７９２・
７７６１

●忠生公園～定例自然観察
会「夏の谷戸観察」
　夏の草花や昆虫を観察し
ます／直接会場へおいで下さい日７
月２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

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。
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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）、18日＝稲垣耳鼻咽喉科
医院（☎722・3115、原町田6-22-15）
●休日眼科急患診療（午前10時30分
～午後5時）、25日＝氏川眼科医院
（☎720・0530、原町田6-1-11）

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
15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
16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
17日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

18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 健康福祉会館内(左地図参照）
内科 黒江医院 ☎７２２・３３１３ 原町田６-２４-１１
内科・
小児科 沼田医院 ☎７３５・２０１９ 鶴川６-２-１

内科 ふくいんクリニック ☎７９１・１３０７ 山崎町２２００

午前９時～翌朝９時
内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

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

19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
20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
21日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
22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
23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
24日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

25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 健康福祉会館内(左地図参照）
内科 中村内科 ☎７９９・６６５６ 金森東４-４２-２８
内科 おおくら医院 ☎７３７・８０２０ 大蔵町３１６５
内科・
小児科 泰生医院 ☎７９７・７４２３ 小山町２４７０-５

午前９時～翌朝９時
内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

外科系
町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１
あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

26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
27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
28日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
29日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
30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

暮らしに関する相談
　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

（２６日～３０日
を除く）

前週の金曜日から電話で予約

②交通事故相談 ２１日、２８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） １６日、２３日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 ２０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 ２７日㈫
⑥登記相談 １５日㈭
⑦行政手続相談 ２２日㈭

⑧少年相談 ２７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

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
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広　　告

　関東パラ陸上競技選手権は、毎年町田で開かれ
る大会で、毎回のようにアジア記録や日本記録を
塗り替えており、過去には世界記録も生まれてい
ます。
　パラ陸上競技は、大きく「トラック種目」と「フィ
ールド種目」に分かれ、更に障がいの程度（クラス）
に応じて、細かく種目が分かれています。会場で
は、初めて観戦する方にも分かりやすいように、進
行アナウンスが競技の説明も行います。
　昨年のリオデジャネイロパラリンピックに出場
した選手も多数出場します。選手達の真剣勝負を、
ぜひご覧下さい。
○日時　７月１日㈯、２日㈰、いずれも午前１０時～
午後３時３０分
※当日の競技状況によっては終了時間が前後しま
す。種目等の詳細は、
関東パラ陸上競技協
会ホームページをご
覧下さい。
○会場　市立陸上競
技場
問スポーツ振興課☎
７２４・４０３６

　２００８年に町田市市民栄誉彰を受賞された
佐藤琢磨さんが、５月２８日にアメリカのイン
ディアナ州で行われた自動車レース「インディ
アナポリス５００マイルレース（インディ５００）」
で、日本人初優勝の快挙を果たしました。同レ
ースはＦ１モナコグランプリ、ル・マン２４時間
レースと並ぶ世界三大レースの一つです。

町田市で育った佐藤琢磨さん
　佐藤さんは小学４年生で町田市
に転入し、町田第二小学校、町田第
二中学校、和光高等学校（真光寺
町）で学ばれました。２００８年２月の市制５０周年記念
式典で市民栄誉彰を受賞されました。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

第２２回
関東パラ陸上競技選手権大会開催!

戦争について　平和について
考えてみませんか？

　戦中・戦後を生き抜いた方の体験談を直接聞く機会が、少
なくなっています。
　戦争の記憶を風化させることなく、戦争のない平和な世
界を実現するため、市民の皆さんの戦中・戦後の記憶をつづ
ったハガキを展示します。
　あなたの戦争体験を１枚のハガキに書いて、次の世代に
伝えませんか。
○対象　市内在住の、戦中・戦後の体験を伝えたい方
○応募方法　ハガキ表面（宛名面）に、ご自身の住所・氏名・
電話番号・年齢・裏面（通信面）に戦争体験（時期・場所など
も）を明記し、７月２３日午後５時まで（必着）に直接または郵
送で生涯学習センター「１枚のハガキ」担当（〒１９４－００１３、
原町田６－８－１）へ。
※裏面のみ展示します。ハガキの返却はできません。また、
内容によっては展示しない場合もあります。
○展示期間　７月３１日㈪～８月６日㈰
○展示場所　生涯学習センター６階

夏の平和イベント
戦時体験「１枚のハガキ」を募集

問生涯学習センター☎７２８・００７１

　世界情勢や国際秩序が大きく変わる中で、日本はどのよ
うに進めばよいのでしょうか。早稲田大学法学学術院教授
の水島朝穂氏による講演と、同氏と４人の桜美林大学生と
の対談や学生の意識調査から考えていきます。
○日時　７月１５日㈯午後２時～５時
○会場　生涯学習センター　○定員　１１０人（申し込み順）
○申し込み　６月１５日正午～７月７日にイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６コード１７０６１５Ｄ）へ。

夏の平和イベントプレ企画　講演と対談
若者と未来の平和を考える

問生涯学習センター☎７２８・００７１

　市内でごみとして回収された
傘の布を使い、相模女子大学生
活デザイン学科と市が協力して
製作したエコバッグを、市立中
央図書館で展示します。
　今回展示するエコバッグは、
Ｒｅｄｕｃｅ＝リデュース、Ｒｅｕｓｅ
＝リユース、Ｒｅｃｙｃｌｅ＝リサイ
クルの３Ｒに、もうひとつのＲと
してＲｅ－クリエイト（再構築）、

つまり「デザインの力」をプラス
して生まれ変わったもので、相
模女子大学協働研究「４Ｒプロジ
ェクト」の一環として製作した
ものです。
　今年３月に中央図書館でＣＤ
やＤＶＤ等の貸出用通い袋とし
て使用し、市民の皆さんからご
好評をいただきました。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

○日時　６月２０日㈫～７月２日㈰
○会場　�市立中央図書館４・５階

展示コーナー

　１７世紀のカロ、１９世紀のゴヤ、２０世紀のディッ
クス。戦争を主題とした３人の銅版画には、各々が
生きた時代の戦争の在り方や、美術表現の違いが
反映されています。
　なぜ、画家は「戦争」の主題にひきつけられるの
か。１２０点の作品から探ります。

国際版画美術館
「戦争～版に刻む記憶」展

問町田市イベントダイヤル☎７２４・５６５６ 
　同館☎７２６・２７７１、０８６０

同時開催　常設展示室 シリーズ現代の作家　舩坂芳助 会期　６月２１日㈬～９月２４日㈰

フランシスコ・ゴヤ『戦争の惨禍』より、
１８１０－２０年制作、当館蔵

ギャラリートーク
　観覧券をお持ちのうえ、直
接２階企画展示室入り口へお
いで下さい。
日・内６月２５日㈰、７月９日㈰、
１７日㈷＝学芸員によるギャ
ラリートーク、いずれも午後
２時から４５分程度。

プロムナード・コンサート
　町田市出身のピアニスト
・山口友由実氏の演奏です。
直接会場へおいで下さい。
日７月８日㈯、午後１時から、
３時から（いずれも３０分程
度）
場同館エントランスホール
※立ち見での鑑賞です。

美術館で語り合おう　
トークフリーデー
日会期中の水曜日・土曜日
　「鑑賞のための静けさ」よ
りも、作品をめぐる会話を
楽しんでいただく試みで
す。小さなお子さん連れの
方もお気軽にご参加下さ
い。

関連催事  

○会期　６月２４日㈯～７月２３日㈰
○観覧時間　火～金曜日＝午前
１０時～午後５時、土・日曜日、祝日
＝午前１０時～午後５時３０分（いず
れも入場は閉館の３０分前まで）

○休館日　月曜日（ただし７月１７日は開館し、１８日は休館）
○会場　同館企画展示室１
○観覧料　６００円（高校・大学生と６５歳以上は３００
円、中学生以下は無料）
※６月２４日は無料です。

ごみの傘をデザインの力でかわいく変身
=４Ｒプロジェクト　　　　　　　　　　〜エコバッグを展示します

パラリンピック出場選手らが
やって来る！

市民栄誉彰受賞者

佐藤琢磨さんおめでとう!
インディ５００で日本人初優勝!
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