
冒険遊び場で、「冒険・挑戦・体験」を全身で体感しよう！
木登りや虫捕りなど、自分でできる遊びを発見してね！
プレーリーダーが子どもたちの「やってみたい！」を応援します。
市内の冒険遊び場は、現在５か所あります。
詳しくは、2面を見てね！

問 児童青少年課 ☎ 724・4097

7・8月は特別に、本物の土器に触れるよ！
町田市には遺跡が1000か所以上あり、都内でも遺跡がとても多い地域
です。町田市考古資料室では、幅広い時代の出土品約200点を見学する
ことができます。
◆開館日：7・8月＝土・日曜日、祝日
◆開館時間：午前10時～午後4時
◆会場：下小山田町4016
◆交通：町田バスセンター14番乗り場から市立室内プール行き、または
野津田車庫行き（同プール経由）で「市立室内プール」下車、徒歩10分。
駐車場は５台分有り。
◆お知らせ：縄文のアクセサリーや土器型クッキーを作りたい人は、2面
を見てね！まちテレvol.1５8「町田文化遺産」で、町田市考古資料室の出
土品を紹介しています！
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冒険遊び場であそぼう！

町田市考古資料室の古～いお宝必見 !

たからさがし!

ア ウ ト ド ア の 冒 険

中垣ゆたか展  絵本の世界の冒険
問 町田市民文学館 ☎ 739・3420

会期：7月15日～9月18日  観覧時間：午前10時～午後5時
休館日：月曜日（ただし7月17日、9月18日は開館）、8月10日㈭、9月14日㈭

まちテレ市HP

町田市民文学館では、市内在住の絵本作家・中垣ゆたか
さんの最新刊「タロとチーコのひみつのだいぼうけん」
の世界を再現します！
4コママンガやＵＦＯを作るワークショップなど、楽しいイ
ベントがたくさん！詳しくは小学生に配られる冊子「夏休
み子どもフェア2017」または展覧会のチラシを見てね！

たくさんのキャラクターの表情や動きに注目！

★プレゼントがもらえるよ!
 ● たからさがしワークシート～展

示を見て「たからのちず」を完成
させよう!

 ● キッズパスポート（小学生以下）
～会期中3回行ってスタンプを
押そう!

撮影場所：せりがや冒険遊び場

★オープニングイベント
 ● みんなの“たからもの”を描こう!

～中垣さんと一緒に大きな紙に
「たからもの」を描こう!

 作品は会期中展示します。
 日時：7月15日㈯午前10時～

11時（5歳以上、先着50人）

★ことばらんどオリキャラコンテスト
 募集期間：7月15日～8月31日
 町田市民文学館のオリジナルキャラクター

を考えよう! 受賞者には、中垣さんの直筆
色紙をプレゼント!

ⓒ中垣ゆたか

指定…町田市指定有形文化財

能ヶ谷出土銭 室町時代深鉢形土器 縄文時代

中空土偶頭部 縄文時代 

通称まっくう☞

小型台付甕
かめ

 弥生時代

宝探しの
夏！

まちだで
思い出を

つくろう
！冒険と

どろんこも
小さなケガ

も

気にしない
!

おススメは
縄文時代 !

こども用の
パンフレットも

あり!

問 生涯学習総務課☎724・2554、
　 町田市考古資料室（開館日のみ）☎797・9６６1

ギャラリートークは
7月2５日㈫、8月30日㈬、
9月18日㈷午後2時から

指定 指定

指定

人口と世帯（外国人含む） ２０１7年6月1日現在人口 ： 429,167人（ 男：210,618人・女：218,549人）（前月より26人減） ／ 世帯 ： 193,700世帯（前月より127世帯増）

今号の紙面から 　●3面 後期高齢者医療制度　●4面 緊急地震速報訓練の実施
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2 2017．7．1 広報まちだは1日・15日の月2回発行です

まちだ子育てサイトでは、子どもに関連する
情報を発信しています。
イベントも、同サイトから検索できます。
①ホーム＞イベントカレンダー
➡「イベントの種類で探す」「エリアで探す」で抽出が可能
②ホーム＞目的からさがす＞でかける
➡施設別のイベントや施設の情報

問子ども総務課☎724・2876

まちだ子育てサイトで、催しを検索しよう

ただＯＮでドッキーを作ろう！
ひなた村で宝物を作ろう！ 大地沢青少年センターで

ステキな思い出を作ろう！

子どもセンター・子どもクラブ・
ひなた村・大地沢青少年センターでもイベントがたくさん

市内の冒険遊び場を紹介します!

名　称 場　所 7・8月の開園日時等 備　考

せりがや冒険遊び場 芹ヶ谷公園内（原町田5－16） 水～日曜日、午前10時～午後5時30分
【休 園】 8月7日～15日 常設型

（雨天でも開園）
鶴川中央公園冒険あそび場 鶴川中央公園内（鶴川6－6） 火・水・土・日曜日、午前10時～午後5時

さくらの丘で冒険遊び場 相原中央公園内（相原町2018） 7月3日、10日、17日、24日、31日、8月7日、21日、28日（いずれも
月曜日）、8月30日㈬、午前10時30分～午後4時30分

定期開催型
（雨天中止）三ツ目山で冒険遊び場 三ツ目山公園内（小山ヶ丘5－38） 7月11日、18日、25日、8月8日、22日、29日（いずれも火曜日）

午前10時30分～午後4時30分

きつねはらっぱ冒険遊び 野津田公園内（野津田町2035） 7月24日㈪・25日㈫、8月30日㈬・31日㈭
午前10時30分～午後4時

夏休みの市内イベント情報が満載の冊子「夏休み子どもフェ
ア2017」を、７月４日から順次配布します！

配布場所児童青少年課（市庁舎2階）、各市民セ
ンター、各子どもセンター、各市
立図書館等
※市内の小学生には、各学校で
配布します。
問児童青少年課☎724・4097

夏休みのイベント情報誌「夏休み子どもフェア2017」

この冊子で

楽しい夏休み

をすごそう！

●青空アトリエ
　電動糸のこ等で、椅子やクラフトを作ります。7

月の特別プログラムは、「七夕飾り」です。
日7月9日㈰午前10時～午後3時（開催時間内は何
時からでも参加可、雨天実施）
場同センター研修棟（直接同センター事務室へ）
費100～500円（参加プログラムによって異なる）

●夏の子どもキャンプ
対市内在住・在学の小学4～6年生
日8月3日㈭午前8時30分～4日㈮午後4時、1泊2

日
場同センター
内テントに宿泊し、野外炊事や自然散策を楽しむ
定40人（抽選）
費2000円
申ハガキに住所・氏名（ふりがな）・電話番号・学年
・性別・送迎バス利用の有無を明記し、7月14日ま

で（必着）に同センター（〒194－0211、相原町

5307－2）へ。
※グループ単位での申し込みも可／両日とも相

原駅西口～同センター間の送迎バスを運行。
◇

問同センター☎782・3800

　町田市の縄文時代のお話を聞いて、

縄文土器そっくりのクッキーを作ろう
！

対・定小学生とその保護者、12組（申

し込み順）
日8月5日㈯午前10時15分～午後1時

費1組400円
申7月8日午前10時30分から電話で

ただＯＮ（☎794・6722）へ。

①ジェルキャンドル
対市内在住・在学の小・中学生
日7月27日㈭午後1時30分～3時定20人（抽選）
費700円
②七宝焼アクセサリー
対市内在住・在学の小学3年生～18歳日7月28日㈮午後1時30分～3時30分定20人（抽選）
費1000円程度（選ぶ素材による）
③縄文のアクセサリー「勾

まが

玉
たま

」
対・日8月5日㈯午前10時～正午（午前の部）＝小学生、午後1時30分～3時30分（午後の部）＝小・中学生
※いずれも市内在住・
在学で、小学3年生以下
は保護者同伴。
定各20人（申し込み順）
費200円

◇
申①②往復ハガキに教室名・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・学年・市外在住の方は学校名を（1教室につき1人1枚、返信用宛先も）明記し、7月12日まで（必着）に、ひなた村（〒194－0032、本町田2863）へ③7月1日午前10時から電話でひなた村（☎722・5736）へ。

名　称 場　所 電　話 7・8月の開館時間と休館日等
子どもセンターばあん 金森4-5-7 ☎788・4181

午前10時～午後9時　休館日＝毎週火曜日、7月19日㈬、8月12日㈯
※ただONは選挙投票所となるため、7月1日㈯は午後6時まで、7月2日㈰は終
日臨時休館です。

子どもセンターつるっこ 大蔵町1913 ☎708・0236
子どもセンターぱお 相原町2025-2 ☎775・5258
子どもセンターただON 忠生1-11-1 ☎794・6722
子どもセンターまあち 中町1-31-22 ☎794・7360
子どもセンターぱお分館 WAAAO ※未就学児向け 小山ヶ丘4-1-13 ☎770・5057

午前10時～午後6時　休館日＝毎週日曜日、祝日南大谷子どもクラブ 南大谷264都営4号棟 ☎739・6791
玉川学園子どもクラブ ころころ児童館 玉川学園3-35-45 ☎710・1475
ひなた村 本町田2863 ☎722・5736 午前9時～午後6時　休館日＝第1・3火曜日、8月14日㈪
大地沢青少年センター 相原町5307-2 ☎782・3800 日帰り施設＝午前9時～午後4時30分　休館日＝7月4日㈫、11日

㈫、18日㈫、19日㈬、7月21日～8月31日は無休

各施設の夏季のイベントは、「夏休み子どもフェア２０１７」、
まちだ子育てサイトや各団体のホームページ等をご覧下さい。

１

2

QRコード

　自然環境を残す地域の広場等を活用して、子どもが自分の責任で生き生きと遊ぶことができる機会を
提供する活動を、地域の任意団体が市の助成を受けて行っています。
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お知らせお知らせ
７月１２日に発送します

介 護 保 険 負 担 割 合 証
　介護認定をお持ちの方に、８月１日
からご利用いただく平成２９年度介
護保険負担割合証を７月１２日に発送
します。
　なお、適用期間の終了年月日が平
成２９年７月３１日の介護保険負担割
合証は、８月１日以降使用できませ
ん。
　新しい介護保険負担割合証が届い
たら、ケアマネジャーや施設の相談
員に提示して下さい。
問介護保険課☎７２４・４３６６

７月から工事が始まります
町 田 市 熱 回 収 施 設 等 

（ 仮 称 ）整 備 運 営 事 業
　市では、老朽化したごみ処理施設
に代わり、町田リサイクル文化セン
ター敷地内に新たな熱回収施設等

（ごみ焼却施設、バイオガス化施設、
不燃・粗大ごみ処理施設等）の整備を
進めており、本施設の工事が７月か
ら始まります。
　新しい施設は、プラスチックと生
ごみ等の資源化、ごみ排出量削減を
前提に、処理能力を現在の施設より
も約４割小さくした焼却施設と、首
都圏では初めてとなる家庭ごみのバ
イオガス化施設（５０ｔ／日）を併設し
ます。なお、現在のごみ処理施設は、

整備期間中は稼働します。
　新しい熱回収施設等のデザイン、
整備スケジュールは、７月１日発行の

「ｅｃｏまちだ」をご覧下さい。
問循環型施設整備課（工事に関する
こと）☎７２４・４３８４
お送りします

国 民 健 康 保 険 
高齢受給者証（更新証）

　国民健康保険に加入している７０
～７４歳の方が現在お持ちの「国民健
康保険高齢受給者証」の有効期限は、
７月３１日です。
　８月１日からお使いいただく同受
給者証は、７月中に世帯主の方宛て
にお送りします。
　なお、今回お送りする高齢受給者
証の有効期限は、２０１８年７月３１日
です（途中で７５歳になる方は誕生日
の前日まで）。
問保険年金課☎７２４・２１２４
集会・学習施設の使用料金が

変 更 に な り ま す
　７月使用分から各貸出施設の使用
料金を変更します（町田市民フォー
ラムホールは、１１月１日の使用から
料金変更）。
集会・学習施設各市民センター、各コ
ミュニティセンター、男女平等推進
センター、町田市民文学館、健康福祉
会館、町田市民フォーラム、生涯学習
センター、わくわくプラザ町田
※詳細は、町田市ホームページをご

覧いただくか、各施設へお問い合わ
せ下さい。
市HP 各施設名　使用料金  検索
問市民総務課☎７２４・４３４６
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
　老朽化した同コミュニティセンタ
ーの建替事業について、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。
日７月１２日㈬午後７時～８時３０分
場玉川学園さくらんぼホール
※本建替事業の概要や、過去に開催
した説明会の内容は町田市ホームペ
ージをご覧下さい。
問市民総務課☎７２４・４３４６、道路政
策課☎７２４・１１２４
７月３日から

木造住宅の除却工事の 
費 用 を 助 成 し ま す

　木造住宅の耐震改修工事への助成
金の対象に除却工事を追加します。
　市の簡易耐震診断で耐震性不足と
診断された住宅が対象です。
※予算額に達し次第、受け付けを終
了します。
対昭和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（賃
貸用を除く）している個人の方
※詳細はお問い合わせいただくか、
町田市ホームページをご覧下さい。
問住宅課☎７２４・４２６９

後期高齢者医療制度

町田市民病院職員募集

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

看護師 20人程度
1977（昭和52）年4月2日以降に生まれ
た、看護師の資格を有する、または2018年
春までに取得見込みの方

○郵送受付=7
月25日㈫まで
（必着）

○持込受付=7
月24日㈪、25
日㈫
※いずれも午
後5時まで

○試験日=8月
5日㈯

10月1日、
2018年
1月1日、
4月1日助産師

若干名

1977（昭和52）年4月2日以降に生まれ
た、助産師の資格を有する、または2018年
春までに取得見込みの方

作業
療法士

1982（昭和57）年4月2日以降に生まれ
た、作業療法士の資格を有する方 10月1日

薬剤師
1982（昭和57）年4月2日以降に生まれ
た、薬剤師の資格を有する、または2018年
春までに取得見込みの方

10月1日、
2018年
4月1日

歯科
衛生士

歯科衛生士の資格を有し、口腔外科におけ
る勤務経験年数を3年以上有する方

2018年
4月1日

※試験実施要項と受験申込書は町田市民病院ホームページでダウンロードできます（町田
市民病院・各市民センターでも配布）／郵送・持ち込みは町田市民病院総務課へ／採用条件
等は募集要項を十分に確認して下さい。

町田市民病院　採用 検索

問町田市民病院総務課☎７２２・２２３０（内線７４１２）

　後期高齢者医療制度の対象となっ
た日の前日まで、会社の健康保険な
ど（国民健康保険、国民健康保険組合

は除く）の被扶養者だった方は、均等
割額と所得割額を軽減しています

（表３参照）。

の交付を受けたことがある②住民票
上の世帯員全員が２０１７年度住民税
非課税である
※２０１７年度住民税非課税世帯に該
当していても、過去に減額認定証の
交付を受けたことがない方には送付
しません。世帯員全員が住民税非課
税で、減額認定証が必要な方は申請
して下さい。減額認定証は申請のあ
った月の１日から適用されます。

平成２９年度後期高齢者医療制
度の保険料の軽減について

　後期高齢者医療制度では、法律に
基づいて、所得が一定基準以下の方
々に対し保険料の軽減を実施してい
ますが、その中でも特に所得の低い
方等を対象に、特例として更なる保
険料の軽減を行い、その分を国費で
補ってきました。しかし、今後医療費
の増大が見込まれる中、健康保険制
度を維持していくために、保険料の
軽減特例の一部が見直されることと
なりました。
　詳細は、７月にお送りする保険料
額決定通知書に同封する予定です。
○均等割額の軽減
　同じ世帯の後期高齢者医療制度の
被保険者全員と世帯主の「総所得金
額等を合計した額」をもとに均等割
額を軽減しています（表１参照）。
○所得割額の軽減
　被保険者本人の「賦課のもととな
る所得金額」をもとに所得割額を軽
減しています（表２参照）。
○被扶養者だった方の軽減

負担割合が変わる方に新しい後期高
齢者医療被保険者証を発送します

　８月から負担割合が変わる方に、新
しい被保険者証を７月上旬に簡易書
留郵便で発送します。今まで使用して
いた被保険者証は８月１日以降に市役
所へお返し下さい。負担割合が変わ
らない方は、現在お持ちの被保険者
証を引き続きお使い下さい。

【負担割合について】
　医療機関の窓口で支払う医療費の
負担割合は、「１割」または「３割」で
す。負担割合は毎年８月１日を基準に
前年度の所得や収入に応じて判定
し、有効期限内であっても変更され
ます。

「後期高齢者医療の限度額適用
・標準負担額減額認定証」（＝減
額認定証）をお送りします

　減額認定証とは、外来診療時及び
入院時に、あらかじめ医療機関に提
示すると、保険適用の窓口負担が自
己負担限度額までとなり、また入院
時の食事代が減額されるものです。
　現在お使いいただいている減額認
定証の有効期限は平成２９年７月３１
日で、期限を過ぎると使用できませ
ん。８月１日以降、ご自身で破棄して
いただくか、市役所へお返し下さい。
　次のすべてに該当する後期高齢者
医療被保険者の方には、８月１日から
お使いいただく新しい減額認定証
を、７月下旬にお送りします。①過去
に後期高齢者医療制度の減額認定証

表１　均等割額の軽減
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合

33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下で、かつ、その他
の所得がない 9割

33万円以下で9割軽減の基準に該当しない 8.5割
33万円+（27万円×被保険者の数）以下 5割
33万円+（49万円×被保険者の数）以下 2割
※65歳以上（平成29年1月1日時点）の方の公的年金所得については、その所得から更
に15万円（高齢者特別控除額）を差し引いた額で判定します。ただし、所得割額の計算で
は適用されません。
※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
※世帯の判定は毎年度4月1日時点（年度の途中で後期高齢者医療制度の対象となった
方は資格取得日）で行います。

表２　所得割額の軽減
賦課のもととなる所得金額

軽減割合
平成28年度 平成29年度

15万円以下※ 100% 70%
20万円以下※ 75% 45%
58万円以下 50% 20%

※東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置を含みます。

表３　被扶養者だった方の軽減

加入の前日
まで社会保
険の被扶養
者だった方

軽減割合
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

均等割9割
（所得割賦課せず）

均等割7割
（所得割賦課せず）

均等割5割
（所得割賦課未定）

加入から2年を
経過する月まで
均等割5割（所
得割賦課未定）

※すでに被扶養者軽減特例を受けている方は、平成31年3月31日をもって軽減期間終
了となります。
※4月1日以降、後期高齢者医療制度の対象となった被扶養者の方の均等割額は、平成
29年は7割軽減となり、以降加入から2年を経過する月までの間に限り5割軽減となり
ます。
※平成30年度以降の所得割については、賦課開始時期を引き続き審議することとなり
ました。
※いずれも、低所得による均等割額軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先さ
れます。

問個別の相談・個人情報を含むことについて＝保険年金課☎
７２４・２１４４、制度について＝広域連合お問い合わせセンター
☎０５７０・０８６・５１９（ＩP電話、PHＳの方は☎０３・３２２２・４４９６）
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医療費の還付金に関する不審電話にご注意下さい。 ■問保険年金課納付係☎724・2125

お知らせお知らせ
大地沢青少年センター
１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
内７月１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。
※１月１日～４日、９日、１０日、１６日、
２３日、３０日は利用できません。
２０１８年度実施予定分
農業振興事業補助金
対５年以上農業を続ける意欲のある
市内の農家、または農家３戸以上が
参加する営農集団・農業経営を行う
法人で、次のいずれかに該当する方　
①牛または馬＝５頭以上飼育②豚＝
１０頭以上飼育③鶏＝５００羽以上飼
育④ホダ木＝５００本以上栽培⑤ハウ
ス＝２００㎡以上設置⑥田畑＝２０ａ以
上耕作⑦生産緑地＝１０ａ以上耕作
内総額が３０万円以上の事業に対し、
認定農業者・認定就農者・営農集団・
農業法人は経費の２分の１（１５０万円

を限度）、その他の農家は３分の１
（１００万円を限度）を交付
※選定審査を行い、不承認となる場
合もあります。
申申請書（農業振興課、ＪＡ各支店に
有り）に関係書類を添えて、７月３１日
まで（必着）に直接または郵送で農業
振興課（市庁舎９階）へ。
問農業振興課☎７２４・２１６６
町田市自然休暇村　せせらぎの里
１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７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）。
※１月９日～１１日、１８日、２２日～２５
日、２９日～３１日は利用できません。
７月８日に実施します
夏季献血キャンペーン

　当日、献血にご協力いただいた方
には、記念品を差し上げます（数に限
り有り）。
※骨髄バンクドナー登録会も同時開
催します。
日７月８日㈯午前１１時３０分～午後３
時３０分（骨髄バンクドナー登録の受
け付けは午後３時まで）
場ぽっぽ町田、まちだ献血ルーム
問福祉総務課☎７２４・２５３７
９月～１２月分申し込み
ひなた村プログラムサービス

　子ども会や子どもサークル等に、
野外炊飯や工作、遊びなどを職員が
指導します。出張指導もあります。

費材料費
申９月分の申込日＝７月２日、１０月分
の申込日＝８月６日、１１月分の申込日
＝９月３日、１２月分の申込日＝１０月１
日、いずれも午前１０時～１０時３０分に
電話でひなた村（☎７２２・５７３６）へ。

催し・講座催し・講座
７月は強調月間
社会を明るくする運動

【犯罪や非行を防止し、立ち直りを支
える地域のチカラ】
　記念式典と「博徒から更生保護施
設を建てた榊原亀三郎」をテーマに、
講談師・一龍斎貞花氏による記念講
演を行います。
※保育希望者以外は、直接会場へお
いで下さい。
日７月３１日㈪午後１時３０分～３時４５
分（午後１時開場）
場町田市民ホール
定８５３人（先着順）
※保育希望者（７月３１日現在、１歳以
上の未就学児、申し込み順に６人）
は、７月３日午後１時から電話で福祉
総務課へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７
不要となった子ども用品を
無 料 回 収 し ま す

　家庭で使わなくなった子ども用品
を無料で回収するリユースイベント
を、今年は下記の子どもセンターで
開催します。
日・場７月９日㈰＝ばあん、７月２０日
㈭、２３日㈰＝つるっこ、７月２２日㈯、
２４日㈪＝ただＯＮ、７月２６日㈬、２９
日㈯＝まあち、いずれも午前１１時～
午後３時

対象品目大型備品（ベビーベッド、ベ
ビーカー、チャイルドシート、歩行
器、乳幼児用ハイチェア、乳幼児用移
動防止さく、乳幼児用いす）、その他

（子ども服、子ども用バッグ・帽子・く
つ〔１２歳ぐらいまでのもの〕、玩具〔６
歳以下のもの、電子機器を除く〕、子
ども向けのＤＶＤ・本）
※リユース品として取り扱うため、

「目立つ汚れがある」「がたつきなど
安全面に問題がある」「部品等に不足
がある」「動作に不具合がある」など
の場合は、対象品目であっても回収
できません。
【配布会を開催します】
　回収した使用済み子ども用品のう
ち、大型備品は希望者に抽選で配布
し、その他用品は配布会を９月に開
催します。
※配布会の詳細は、８月上旬に町田
市ホームページ等をご覧下さい。

◇
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

堺市民センター祭り
　相原地域の団体と堺市民センター
利用団体が「だからこのまちと暮ら
す、こころの香り　相原」をキャッチ
フレーズに、地域を思うみんなのお
祭りを開催します。
日７月１５日㈯、１６日㈰、いずれも午
前１０時～午後５時
場同センター
※駐車台数に限りがあります。
内相原地域の保育園・幼稚園、小・中
学校、その他団体による発表（歌、吹
奏楽、踊り、カラオケ等）、展示（書道、
押し花、絵画、俳句等）、販売（アイス
クリーム、かき氷、クッキー、すいと
ん、ブルーベリー、竹酢液等）
問同センター☎７７４・０００３

緊急地震速報訓練の実施

国民年金保険料の免除・納付猶予制度のご案内

コンビニ証明書自動交付
サ ー ビ ス を 一 時 停 止

　システムメンテナンスのため、
７月１５日㈯はコンビニエンススト
アでの証明書自動交付サービスを
一時停止します。
※コンビニ交付の再開は、７月１６
日㈰午前６時３０分からです。
問市民課☎７２４・２１２３

　市では、分かりやすい住所の実現
に向けて、住所整理事業を進めてい
ます。
　今年度から、金井町地区における
事業に着手し、住所整理の実施は
２０２０年７月を目指しています。
○対象区域の方へ資料を戸別配布し
ます
　７月上旬に、事業の内容や今後の
スケジュール等について資料を配布

します。
○事前説明会を開催します
　対象区域にお住まいの方に、７月
下旬～８月上旬に、住所整理事業の
概要や今後の流れについて説明会を
開催します。
※時間等の詳細は、戸別配布する「金
井町地区住所整理事業ニュース」を
ご覧下さい。
問土地利用調整課☎７２４・４２５４

問保険年金課国民年金係☎７２４・２１２７、八王子年金事務所☎０４２・６２６・３５１１
【納付が困難な場合】
　失業や所得減少などで、国民年金
定額保険料（月額１万６４９０円）を納め
ることが困難な場合に、所得基準に
より、保険料納付が免除や猶予とな
る制度があります。２年１か月前まで
の未納保険料について免除や猶予の
申請ができます。
　承認を受けた期間は、老齢基礎年
金等の受給資格期間に加えられ、年
金額にも一部反映されます。一部免
除の場合は、残りの必要な保険料を
納めないと未納の扱いとなり、受給
資格期間に加えられず、年金額にも
反映されません。
　免除や猶予の承認を受けた期間

は、保険料を全額納めたときに比べ
て、老齢基礎年金の年金額が少なく
なるため、１０年以内であれば、これ
らの期間の保険料を「追納」すること
で、将来受け取る年金額を増やすこ
とができます。
【免除・納付猶予の申請受付】
　７月～２０１８年６月分の保険料の免
除や猶予の申請受付を開始します。
場保険年金課（市庁舎１階）、各市民
センター
持ち物認印、年金手帳（失業を理由に
申請する方は、離職票等も必要）
※必要な書類等の詳細はお問い合わ
せ下さい。

　総務省消防庁から発信されるＪアラート（全国瞬時警報システム）を使
用した緊急地震速報訓練を実施します。訓練の内容は、地震が発生した際
にＪアラートが情報を受け取り、自動で町田市防災行政無線屋外スピーカ
ーから放送されることを確認するものです。
　詳しい内容は、町田市ホーム
ページをご覧下さい。なお、町
田市メール配信サービスに登
録している方には訓練実施の
内容を事前にお知らせします。
日７月５日㈬午前１０時１５分ご
ろから
※Ｊアラートから配信され、自
動で同無線屋外スピーカーか
ら放送する情報は右表のとお
りです。
市HP 検索緊急地震速報訓練　
問防災課☎７２４・３２１８

国民保護関係
情報

武力攻撃事態における警報
（ゲリラ等による攻撃）

武力攻撃予測事態における警
報（航空攻撃）

弾道ミサイルに係る警報

緊急対処事態における警報
（大規模テロ）

緊急地震速報 推定震度５弱以上のとき

気象警報 大雨特別警報など

火山噴火警報 噴火警戒レベル４以上（避難準
備）など

※Ｊアラート以外にも市庁舎に設置している計
測震度計が震度４以上を計測した場合、自動で
屋外拡声スピーカーから放送されます。

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
町田市教育委員会
定例会

７月７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

町田市情報公開・
個人情報保護運営
審議会

７月１０日㈪午前
１０時～正午

市庁舎２階会議室
２－２

３人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報課
（☎７２４・８４０７）へ

町田市会計基準委
員会

７月１０日㈪午後
２時～４時

市庁舎９階会議室
９－１

３人
（申し込み順）

事 前 に 電 話 で 会 計 課（☎
７２４・２１９６）へ

町田市地域公共交
通会議

７月１２日㈬午前
９時から

市庁舎３階会議室
３－１

５人
（申し込み順）

事前に電話で交通事業推進
課（☎７２４・４２６０）へ

町田市食育推進計
画推進委員会

７月１３日㈭午後１
時３０分～３時３０分

町田市保健所（中
町庁舎）１階講堂

５人
（先着順）

直接会場へ問保健予防課☎
７２２・７９９６

熱回収施設等の周
辺施設整備のあり
方検討委員会

７月１３日㈭午後
６時１５分～８時
１５分

町田リサイクル文
化センター仮設管
理棟第１会議室

５人
（申し込み順）

７月１２日午後５時までに電
話で環境政策課（☎７２４・
４３８６）へ

町田市高齢社会総
合計画審議会

７月２１日㈮午後
６時３０分～８時

市庁舎２階会議室
２－２

１０人
（申し込み順）

事前に電話でいきいき総務
課（☎７２４・２９１６）へ

金井町地区で住所整理の実施を予定しています



52017．7．1催しや講座など、申込方法の記載がない場合は直接会場へおいで下さい。

日7月18日㈫午前11時～午後1時　場市庁舎前　問農業振興課☎724・2166市役所まち☆ベジ市

催し・講座催し・講座
ダンボールコンポストによる
生ごみ減量・資源化講習会

　参加者はダンボールコンポスト１
セットをお持ち帰りいただけます。
対市内在住の方
日①７月２８日㈮②７月３１日㈪、いず
れも午後２時３０分～４時
場市庁舎
定各１５人（申し込み順）
申７月６日正午～２０日にイベントダ
イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コード①
１７０７０６Ａ②１７０７０６Ｃ）へ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
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。
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
※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
開催します～小山地域の
リ サ イ ク ル 広 場

　サレジオ工業高等専門学校の協力
のもと、開催します。対象品目をお持
ち下さい。
日７月１５日㈯午前１０時～午後２時
３０分
場サレジオ工業高等専門学校内サレ
ジアンモール（小山ヶ丘４－６－８）

対象品目陶磁器・ガラス食器、フライ
パンなどの家庭金物、ビデオテープ、
廃食用油、ヨーグルトなどの紙容器、
洗剤の計量スプーン、ペットボトル
のふた、パン袋の留め具、インクカー
トリッジ、小型家電
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
アクティブシニア介護人材バンク
初 級 研 修

　市内の介護施設で周辺業務（清掃、
ベッドメイキング、配膳、介護補助な
ど）を主とした就労を希望する方向
けの、介護の仕事を支える知識を学
ぶ研修です。終了後、町田市介護人材
バンクに登録して継続した就労支援
を受けることができます。
対市内在住のおおむね５０歳以上で
介護施設での就労を希望する方
日７月２６日㈬午後１時３０分～５時
場町田市民フォーラム
定３０人（申し込み順）
申電話で町田市介護人材開発センタ
ー・町田市介護人材バンク（☎８６０・
６４８０、受付時間＝祝休日を除く月
～金曜日の午前９時～午後５時）へ。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６
地域介護予防教室
笑 い ヨ ガ 教 室

　「笑いヨガ」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。口腔機能向上の講座もあり
ます。
対市内在住の全回参加できるおおむ
ね６５歳以上の方
日７月６日～８月３１日の毎週木曜日

（８月３日を除く）、午前１０時～正午、
全８回
場金井クラブ
定１０人（申し込み順）
費１００円（マウスピース代）
申７月１日午前９時から電話で鶴川第
１高齢者支援センターへ。

問当日及び講座に関すること＝鶴川
第１高齢者支援センター☎７３６・
６９２７、予防教室全般に関すること＝
町田市高齢者福祉課☎７２４・２１４６

家 族 介 護 者 教 室
　訪問看護師による、脱水や食中毒
等を予防する夏の過ごし方について
の講演です。
対市内在宅高齢者の家族介護者
日７月１１日㈫午後２時～３時３０分
場玉川学園高齢者在宅サービスセン
ター〔（特）桜実会〕
定３０人（申し込み順）
申電話で町田第３高齢者支援センタ
ー（☎７１０・３３７８）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
市立図書館・ＮＨＫ共催　特別展「深
海２０１７～最深研究でせまる“生命”
と“地球”～」
関 連 文 化 講 演 会

【深海にさぐる－地震・火山・大陸と
海のなりたち－】
　国立科学博物館（台東区）で開催さ
れる特別展「深海２０１７～最深研究
でせまる“生命”と“地球”～」（会期＝
７月１１日～１０月１日）を、専門家が解
説します。参加者には本展の招待券
を１人１枚差し上げます。
日７月２９日㈯午後２時開演

場中央図書館
講ＪＡＭＳＴＥＣ地球内部物質循環研究
分野長代理・木村純一氏
定１１７人（申し込み順）
申７月７日正午～２１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０７０７
Ｂ）へ（申し込みは２人まで）。
問中央図書館☎７２８・８２２０
本がつなげるまちだライブ・ラリー
関 連 イ ベ ン ト

【ＰＯＰ制作講座～オススメ本をみん
なにＰＲしよう】
　ＰＯＰに書くコメント、色使いやレ
イアウト等のポイントを体験できま
す。事前にＰＯＰで紹介したい本を読
んでいただき、当日、その本をお持ち
下さい。
※町田市立図書館ホームページでお
すすめの本を紹介しています。
対小学５年生～高校生
日７月２８日㈮午後２時～３時３０分
場中央図書館
講（株）トーハン・コンサルティング
教育事業部　阿見信子氏、酒井香織
氏
定２５人（申し込み順）
申７月７日正午～２１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０７０７
Ａ）へ。
問中央図書館☎７２８・８２２０

町田の未来を支える　市民後見人
問福祉総務課☎７２４・２５３７

自由民権資料館　町田市有形文化財指定記念� 問同館☎７３４・４５０８
第１回特別展　村野常右衛門関係史料（後期）

　成年後見制度の担い手である後見
人等は、年々、親族以外の専門職（弁
護士や司法書士、社会福祉士等）が担
うケースが増えています。今後、制度
を利用する方が更に増えることが予
想され、後見人等を担う専門職が不
足する状況が懸念されています。
　そこで期待されるのが、社会貢献
の意欲があり、制度に関する知識と
技術を身につけた「市民後見人」で
す。成年後見制度を利用する方（被後
見人等）と顔の見える関係を築き、き
め細かな後見活動を行います。
【市民後見人育成の推進】
　市と社会福祉協議会は、誰もが住
み慣れた地域で暮らすことのできる
社会を目指し、成年後見制度の普及
・啓発に努めています。２０１４年度か
らは市民後見人の育成を開始し、基
礎・養成・実務者研修を経て、１９人が
修了証を手にしました。
　今後は、地域福祉権利擁護事業の
生活支援活動に取り組むなどスキル
アップを図りつつ、市民後見人とし
て受任を目指しています。
【市民後見人の支援体制】
　市民後見人が後見活動を行う際に
は、社会福祉協議会が監督人として

フォローします。市民後見人は、後見
業務や、家庭裁判所への報告事務に
関することなどを監督人である社会
福祉協議会に相談することができま
す。専門的な意見が必要な際には弁
護士等の専門家に相談することも可
能です。また、市民後見人を対象にし
た研修会も開催しています。
【市民後見人育成研修オリエンテー
ション開催】
　１０月から開始する市民後見人育
成研修に先立って、オリエンテーシ
ョンを開催します。
※同研修への応募には、オリエンテ
ーションの参加が必須です。
※参加にあたり配慮が必要な方は、
申し込み時にお知らせ下さい。
対市内在住または近隣市在住の２０
～６８歳の方
日７月２７日㈭、２９日㈯、いずれも午
後１時３０分～４時（各日とも同一内
容）
場市庁舎
定各７０人（申し込み順）
申７月３日午前９時から電話で町田市
社会福祉協議会福祉サポートまちだ

（☎７２０・９４６１）へ。
市HP 市民後見人  検索

夏の平和イベント
場・問生涯学習センター☎７２８・００７１

催し名 日時／会場／定員／その他 申し込み
糸の森の音楽会～ステ
ージ全体が楽器に変身
⁉絹糸と紙コップでで
きた「ストリングラフ
ィ」コンサート

７月３１日㈪午後２時～３時／ホール／
１５８人（抽選）／日本で生まれた大きな
奇跡の楽器のコンサート。子ども対象
の体験タイムも有り

７月５日正午～１７日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・
５６５６コード１７０７０５Ｂ）
へ

平和の灯～ランプシェ
ードを作ろう
※１８歳以上の方が対
象

８月２日㈬午後４時３０分～６時３０分／
調理実習室／３０人（申し込み順）

７月１８日午前９時から電話
で生涯学習センターへ
※定員に満たない場合は
当日会場で受け付けます

もうひとつの“戦場に
かける橋”物語～１３５
回タイへ巡礼した夫婦
の記録　ドキュメンタ
リー映画「クワイ河に
虹をかけた男」

８月５日㈯、午前１０時～正午、午後２時～
４時／ホール／各１００人（先着順）／旧
日本軍の贖

しょく

罪
ざい

と和解のため、１３５回タイ
へ巡礼した夫婦の記録映画（第２２回平
和・協同ジャーナリスト基金賞奨励賞）

直接会場へ

８月６日ヒロシマで～
市内に暮らす被爆体験
者の方のお話
※①小学生以下向け②
大人向けの内容です

８月６日㈰①午前１０時３０分～１１時３０
分②午後２時～４時／学習室１・２／各
４０人（先着順）／町田市原爆被害者の会
「町友会」会員による体験談、明星大学
准教授・竹峰誠一郎氏による解説。自分
で調べたい方には資料も差し上げます

平和を祈る絵手紙
７月３１日㈪～８月６日㈰、午前９時～午
後５時／ミニギャラリー／平和の祈り
を込めて描かれた絵手紙作品の展示

資料展示「町田におけ
る戦争の記憶」

７月３１日㈪～８月６日㈰、午前９時～午
後５時／視聴覚室／町田に関する戦前
から戦後のパネル、市民の方から寄贈
された戦時資料を展示

展示「１枚のハガキ」、
絵手紙、佐々木禎子さ
んのパネル等

７月３１日㈪～８月６日㈰、午前８時３０分
～午後１０時／６階廊下／市民の方から
同センターへ送られた戦時中の出来事
などを書いたハガキ、折り鶴を作りな
がら１２歳で亡くなった被爆者である
佐々木禎子さんのパネル等の展示

　本年１月、「村野常右衛門関係
史料」が町田市指定有形文化財
に指定されました。後期の展示
では、常右衛門の企業経営者と
しての活動や、村野家の人々を
中心に紹介します。
会期７月１５日㈯～９月３日㈰
休館日月曜日（祝日の場合は開
館し、翌日休館）
観覧時間午前９時～午後４時３０
分
場同館企画展示室

関連イベント�
【講演会】
　担当学芸員による講演会です。
日①８月５日②８月２６日、いずれも土曜
日午後２時～４時
場同館閲覧室
内①村野常右衛門の大連視察②長男村
野廉一の前半生
【ギャラリートーク】
日７月１７日㈷、８月１１日㈷、９月２日㈯、
いずれも午後２時から１時間程度
場同館企画展示室
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7月1日～31日「停電でも消えない街路灯“消えないまちだ君”」 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
さがまちカレッジ
中学・高校生対象講座
　７月～８月に開催する中学・高校生
対象講座の受講者を募集します。
　実施日・対象等の詳細は、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）。
内食品を作るカビを見てみよう／細
胞のなかを見てみよう／中学生のた
めの初級薬学講座～薬の秘密を確か
めよう／中高生のための心理学入門
／中学生のための初めてのＡｎｄｒｏｉ
ｄアプリ作り体験

申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、７月１０日まで（必着）に、郵
送またはＦＡＸでさがまちコンソーシ
アム事務局へ（同コンソーシアムホ
ームページで申し込みも可）。
※申込締切日までに定員に達しない
場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
自由民権資料館〜特別講座
町 田 の 近 代 史
　「町田市史」下巻（１９７６年刊）編さん
以降に発見された新たな史料に伴い
浮上した、テーマ・視点で開講します。
日①７月２３日②７月３０日③８月６日
④８月２０日⑤８月２７日⑥９月３日、い
ずれも日曜日午前１０時～正午
場同館閲覧室

内①小島為政の「明治」～開化への疑
い、近藤勇・土方歳三復権の願い②地
方制度の変遷と村の意志決定③石阪
公歴と在米民権～「新日本」と「第
十九世紀新聞」④青年の誕生と青年
結社の活動⑤明治２０年代の政治と
三多摩移管⑥日清・日露戦争と慰霊
講①町田市文化財保護審議会委員・
鶴巻孝雄氏③専修大学文学部元教授
・新井勝紘氏⑤多摩大学附属聖ヶ丘
中学高等学校教諭・梅田定宏氏⑥一
橋大学大学院社会学研究科教授・石
居人也氏
※②④は同館学芸担当による講座で
す。
定各４０人（申し込み順）
費各４００円
申電話で同館（☎７３４・４５０８）へ（受
付時間＝午前９時～午後４時３０分、

休館日〔月曜日〕を除く〔祝日の場合
は開館、翌日休館〕）。
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７月２０日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分
場町田市民文学館２階大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「中垣ゆ
たか」／おはなし＝「草かりワリタッ
ド」（インドの昔話）、「船をかつぐ女」
（田辺聖子の今昔物語）、「やもめとガ
ブス」（インドネシアの昔話）
語り手まちだ語り手の会
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は、７月１日午前９時
から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。

●町田市民文学館
【①ことばであそぼう！３・４歳児あつ
まれ！】
日７月８日㈯午前１０時３０分～１１時
４０分場同館２階大会議室内絵本、紙
芝居、わらべうた、ことば遊び、童謡
等上演桃の木工房
【②なつやすみ暑中見舞いハガキ教室】
　「なつやすみ」に含まれる文字から
始まる暑中見舞いの挨拶を考え、それ
にちなんだ絵をハガキに描きます対
小・中学生日７月１７日㈷午前１０時～正
午場同館講造形作家・萱沼明美氏定
１８人（申し込み順）費２００円（材料費）
【③夏休み親子俳句教室】
対小学生とその保護者日７月２３日㈰
午前１０時～午後３時場同館、原町田
ふるさとの森、芹ヶ谷公園内徒歩で
各公園へ移動し、散策しながら俳句
を創作講俳人・市村栄理氏定５組（申
し込み順）

◇
申①直接会場へ②③７月１日正午から
電話で同館へ問同館☎７３９・３４２０
●中央図書館～図書館入門講座　バ
ックヤード・ツアー
対市内在住、在学の小学４年生～中学
生（親子参加も可）日７月２７日㈭午前
１０時４５分～１１時３０分場同館内書庫
や選定室等の普段公開していない施
設を見学定２０人（申し込み順）申７月
５日午前１０時から直接または電話で
同館メインカウンターへ（２人まで申
し込み可）問同館☎７２８・８２２０
●ひなた村
【子ども陶芸教室】
対市内在住、在学の両日参加できる

●市立総合体育館～初心者
アーチェリー教室
　申込方法等の詳細は、同
館へお問い合わせいただくか、同館
ホームページをご覧下さい対これか
らアーチェリーを始めようとする
１６歳以上の方日９月２日～１０月７日
の土曜日（９月９日を除く）、午前９時
３０分～１１時３０分、全５回定２０人（抽
選）費３０００円問同館☎７２４・３４４０
●市立室内プール
【水中運動公開指導】
対市内在住、在勤、在学の
１６歳以上の方日７月６日～２０日の木
曜日、午前１０時１０分～１１時定各３０
人（申し込み順）費各１００円（別途利

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。

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。

用券が必要）申直接２階受付へ
【小学生短期水泳教室１期・２期】
対市内在住、在学の小学生の初心者
日１期＝８月１日～４日、２期＝８月２１
日～２４日、いずれも午前９時～９時
５０分、各全４回定各２５人（抽選）費各
１０００円申往復ハガキに必要事項を
明記し、７月２２日まで（必着）に同プ
ールへ

◇
問同プール☎７９２・７７６１
●小野路宿里山交流館～親子うどん
作り教室
対小・中学生とその保護者（保護者１
人につき子ども２人まで）日７月２１
日、２８日、いずれも金曜日午前１０時

３０分～正午定各８組（申し込み順）費
１組１０００円（材料費）申７月５日正午
からイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６コード１７０７０５Ａ）へ問同館☎
８６０・４８３５
●野津田公園
【フリーマーケット】
　キッチンカーの出店もあ
ります／市立陸上競技場では「関東
パラ陸上競技選手権大会」を開催日
７月１日㈯、２日㈰、いずれも午前１０
時～午後４時場同公園、市立陸上競
技場周辺
【マレットゴルフ体験学習教室】
対小学５年生以上のマレットゴルフ
初心者日７月２２日、１０月１４日、１２月

１６日、いずれも土曜日午前９時～１１
時（雨天中止）場同公園定各２０人（申
し込み順）費各５００円（用具使用料、
保険料込み）申７月１日午前９時から
電話で同公園管理事務所へ

◇
問同公園管理事務所☎７３６・３１３１
（受付時間＝午前９時～午後５時、土
・日曜日、祝日も可）
●かしの木山自然公園～自然観察会
「夏の自然観察」
日７月１６日㈰午前９時３０分～１１時
（雨天中止）場同公園／駐車場はあり
ません問同公園☎７２４・１６６０

①小学１～３年生②小学４年生～１８
歳の方日①７月２１日㈮午前１０時～
午後３時、８月４日㈮午前１０時～正
午、全２回②７月２４日㈪午前１０時～
午後３時、８月７日㈪午前１０時～正
午、全２回内①カップ・土鈴作り②カ
ップ・茶わん作り（いずれも予定）講
陶芸教室「徳」主宰・小口徳子氏定各
２０人（申し込み順）費各３００円申往
復ハガキに教室名・住所・氏名（ふり
がな）・電話番号・学年・学校名（市外
在住の方）、返信用にも宛先を明記
し、７月９日まで（必着）にひなた村
（〒１９４－００３２、本町田２８６３）へ／
定員に空きがある場合は７月１０日午
前１０時から電話で受け付けます
【親子陶芸教室】
対市内在住、在学の両日参加できる
小学生～１８歳とその保護者日７月２３
日㈰午前１０時～午後３時、８月６日㈰
午前１０時～正午、全２回内カップや
茶わん作り講陶芸教室「徳」主宰・小
口徳子氏定２０人（申し込み順）費大人
７００円、子ども３００円申往復ハガキ
に教室名・住所・氏名（ふりがな）・電
話番号・学年・学校名（市外在住の方）
・参加者全員の氏名、返信用にも宛先
を明記し、７月９日まで（必着）にひな
た村（〒１９４－００３２、本町田２８６３）
へ／定員に空きがある場合は７月１０
日午前１０時から電話で受け付けます
【糸のこ教室】
対市内在住、在学の小学２年生～１８
歳の方（小学２年生は保護者同伴）日
７月２２日㈯午後２時～４時内電動糸
のこ盤を使ってパズル等組み木のお
もちゃ作り講町田糸鋸の会定１０人

（申し込み順）費３００円（糸のこ１台
につき）申７月１日午前１０時から電
話でひなた村へ／定員に空きがある
場合は７月１０日午前１０時から１９歳
以上の方も受け付けます
【ひなた村科学クラブ“ぷち”～セミ
のいきかた】
対市内在住、在学、在園の５歳～小学
生とその保護者（小学生は子どもの
みの参加も可）日７月３０日㈰午前１０
時～正午内土の中や羽化時のセミの
動画視聴、「セミのいきかた」ノート
作り、世界最大のセミの標本を用い
た学習等講まちだ実験し隊定２４人
（申し込み順）費３００円申７月１日午
前１０時から電話でひなた村へ

◇
問ひなた村☎７２２・５７３６
●消費生活センター～夏休み親子教
室「エコキャンドルを作ろう！」
　自宅にある廃食用油を使い、世界
に１つのエコキャンドルを作ります
対市内在住、在学の小学生とその保
護者日７月２５日㈫午前１０時～正午
場町田市民フォーラム講町田市消費
生活センター運営協議会委員・須田
さや香氏定８組（申し込み順）費１組
１００円（材料費）申７月４日正午～２０
日にイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６コード１７０７０４Ｃ）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
●リサイクルイベント
【①リサイクルガラス砂絵教室】
　研磨された安全なリサイクルガラ
ス砂を使用します対市内在住、在学

の小学生とその保護者（小学生１人
につき保護者１人まで）日７月２２日
㈯午前１０時３０分～午後２時３０分場
子どもセンターただＯＮ定３０人（申
し込み順）
【②バスでめぐり、見て学べる！～リ
サイクル施設見学ツアー】
　ごみ焼却処理施設や日本最大級の
製油工場などを見学します対市内在
住の小学生以上の方（小学生は保護
者同伴）日８月３日㈭午前８時３０分～
午後５時ごろ、集合は町田ターミナ
ルプラザ、解散は町田駅周辺場王禅
寺処理センター・リサイクルパーク
あさお（川崎市）、日清オイリオ横浜
磯子事業場（横浜市）定４０人（申し込
み順）／昼食代は自己負担です

◇
申７月４日正午から①７月１２日まで
②７月２３日までにイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６コード②１７０７０４Ｅ）
へ（①は電話申込のみ）／いずれも申
し込みは４人まで、①は保護者を含
む問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
●親子クッキング
【手作りおやきと親子あそび！】
対市内在住の４歳以上の未就学児と
その保護者日７月２６日㈬午後１時１０
分～３時４０分場健康福祉会館内スポ
ーツトレーナーと運動、栄養士とお
やきを作って試食会定２０組（申し込
み順）申７月４日正午～１７日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０７０４Ｄ）へ問保健予防課☎７２２
・７９９６
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催し・講座催し・講座
2017－2018シーズン～ＡＳＶペス
カドーラ町田
ホ ー ム ゲ ー ム 情 報
　Ｆリーグ２０１７－２０１８シーズンが
６月に開幕しました。ＡＳＶペスカド
ーラ町田は、昨シーズン準優勝の結
果を残し、今シーズンは優勝を目指
して頑張ります。市民の皆さんの熱
い応援をお願いします。
費自由席一般２５００円（前売り２０００
円）、自由席小学生～高校生５００円
（前売り５００円）
※ホームゲーム日程等の詳細はＡＳ
Ｖペスカドーラ町田ホームページを
ご覧下さい。
ペスカドーラ町田 検索

問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
生涯学習センター～2017年度後期
ことぶき大学を開講
　豊かで充実した生活を送るため、
ことぶき大学で学習しませんか。９
月～１２月に３コースのプログラムを

開講します。各コースの日程や申込
方法等の詳細は、募集プログラムの
冊子（生涯学習センター、各市民セン
ター、各コミュニティセンター、各市
立図書館等で配布）をご覧下さい。
※申込締切は７月３１日午後５時（必
着）です。
対市内在住の２０１７年４月１日現在
６０歳以上の方
場生涯学習センター等
問同センター☎７２８・００７１
町田市立図書館～乳幼児向けおはな
し会ボランティア
養 成 講 座
対市内在住、在勤、在学の、全回出席
でき、受講後に鶴川・鶴川駅前・木曽
山崎・堺・忠生の各市立図書館で乳幼
児向けおはなし会ボランティアとし
て登録できる方
日１０月３日、１０日、１７日、２４日、いず
れも火曜日午前１０時～正午、全４回
場中央図書館
内０～２歳児を対象にした絵本の読み
方や触れ合い遊び、わらべ歌を学ぶ
定８人（抽選）
申７月５日～９月８日に、各市立図書

館で乳幼児向けおはなし会を見学後
に申し込み。
※各市立図書館により、おはなし会
の日程が異なります。
問中央図書館☎７２８・８２２０
なたね油しぼり
実 演 と 販 売
　野津田町の七国山地区で栽培して
いるなたねから、油をしぼります。
　油は、４２５ｇビン１本８００円で販売
します。
日７月１５日、８月１９日、９月１６日、い
ずれも土曜日、販売時間＝午前９時
３０分から（数に限り有り、売り切れ
次第終了）、実演時間＝午前１１時～
午後２時
場ふるさと農具館

問同館☎７３６・８３８０
7月は野菜がいっぱい！
まち☆ベジ夏野菜の直売
　いずれも売り切れ次第終了です。
【日曜朝市】
　認定農業者と名産品の店が参加
し、野菜や菓子等を販売します。
日７月１６日㈰午前７時～８時
場教育センター校庭
【ＪＡ青壮年部会夏野菜市】
　市内の若手農業従事者が集合し、
採れたて野菜を販売します。
日７月１３日㈭午前１０時３０分～午後
２時
場市庁舎前

◇
問農業振興課☎７２４・２１６６
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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）、２日＝あいの耳鼻咽喉科
医院（☎７２５・１１０８、木曽町４９９－１５）
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1時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

2日㈰

午前9時～午後5時
※ミーナ町田ジェイク
リニックは午前10時か
ら診療開始

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 吉野医院 ☎722・5729 金森2-12-31
内　科 ミーナ町田ジェイクリニック ☎732・5120 原町田4-1-17
内　科 多摩境内科クリニック ☎703・1920 小山ヶ丘3-24

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
多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

3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
4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
5日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
6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
7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
8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

9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 中澤医院 ☎795・5415 つくし野3-13-40
内　科 玉川学園土屋クリニック ☎729・5228 南大谷219-23
内　科 さくらメディカルクリニック ☎797・9671 常盤町3200-1

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

10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
11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
12日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
13日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
14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

市立図書館7月、8月の催し
絵本・紙芝居・語りなどで、楽しい時間を過ごしましょう！

催　し 日　程 時　間 会　場
①ちいさい子むけおはなし会
②おおきい子むけおはなし会
③乳幼児向けおはなし会
④こどもえいが会
⑤おはなしとミニ工作
⑥夏のブックトーク

①②7月12日、19日、26日、
8月9日、16日、23日、30日
③7月14日、28日、8月25日
④7月5日、8月2日
⑤7月20日
⑥7月21日

①午後2時から
②午後3時から
③午前10時30
分から、11時から
④～⑥午後3時
から

中央図書館
☎728・8220

※その他、各市立図書館でも催しを行っています。詳細は各市立図書館へお問い合わせ下さい。
問さるびあ図書館☎722･3768、鶴川図書館☎735･5691、鶴川駅前図書館☎737・
0263、金森図書館☎710･1717、木曽山崎図書館☎793･6767、忠生図書館☎792・
3450、堺図書館☎774･2131

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 12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） 7日、14日㈮ 電話予約制（随時）／午後1時30分～4時
④国税相談 4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 11日㈫
⑥登記相談 6日㈭
⑦行政手続相談 13日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 5日㈬
⑨少年相談 11日㈫ 事前に電話で八王子少年センターへ／午前

9時～午後4時
⑩国の行政相談 4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 5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
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広　　告

夢を実現につなげる３ヵ年

　２０１８年の市制６０周年、ラグビーワールドカップ
２０１９、東京２０２０オリンピック・パラリンピック、この３
ヵ年で「まちだ〇ごと大作戦１８－２０」を実施します。
　この大作戦では、皆さんが考える、「誰もがワクワクし、
元気や笑顔になる提案やアイデア」が実現できます。
　詳細は次号の広報まちだで紹介します。

　町田市は、東京２０２０オリン
ピック・パラリンピックで南ア
フリカ共和国のホストタウンと
なり、さまざまな機会を通じて、
交流を深めています。
　７月１８日は国連が定めた「ネ
ルソン・マンデラ国際デー」で
す。
　国連は、世界の人々に対してネ
ルソン・マンデラの誕生日である
７月１８日に、誰かの幸せのために

「６７分」の時間を使うことを提案
しています。
　昨年、市は町田ダリア園で南
アフリカ大使館や園の職員とと
もに、清掃による奉仕活動を行
いました。
　今年は、「まちだ〇ごと大作
戦」のプレイベントと位置づけ、
市民の輪を広げる「つながりづ
くり」の取り組みとして、奉仕活
動を呼びかけます。

○身近な場所での６７分間の奉仕活動
　７月１８日、皆さんも、誰か
の幸せのために、地域や個
人、事業所で奉仕活動に取
り組み、その輪を皆さんか
ら全国に広めませんか。取
り組みの様子をインスタグ
ラムやツイッター、フェイ
スブックにハッシュタグ

「＃まちだゴト」と付けて投
稿して下さい。皆さんのコ
メントを集め、町田市ホー
ムページで紹介します。

　この大作戦の始動にあたり、まちだの好きなとこ
ろや、やってみたいアイデア、まちだの未来などを話
し合います。
　「自分の住んでいるまちが好き」「住んでいる地域
をもっと知りたい」「地域をもっと盛り上げたい」「ま
ちだをもっとメジャーにしたい」など、何かやってみ
たい、まちだを盛り上げたいと思う「まちだ好き」な
方はお集まり下さい。
日①７月２２日㈯②８月６日㈰、いずれも午前９時３０分
～午後０時３０分※同一内容、両日の
参加も可。
場市庁舎１０階会議室１０－５
定各１００人（申し込み順）
申７月４日正午から①７月１９日まで
②７月３０日までにイベントダイヤル

（☎７２４・５６５６コード１７０７０４Ｆ）へ。

　東南アジアで生まれ、世界各地で愛された陶磁器の魅力を
名品１７０点で紹介します。
○会　　期　７月８日㈯～９月３日㈰
○休 館 日　毎週月曜日（祝日の場合は開館し、翌日休館）
○開館時間　午前９時～午後４時３０分
○入 館 料　一般３００円（障がい者１５０円、中学生以下無料）
関 連 催 事 ※③は、別途入館料が必要です。
①玉川大学・町田市立博物館連携ワー
クショップ作品展「宝の船で大航海」
　玉川大学芸術学部の学生が行った小
学生対象のワークショップの作品を展
示します。
日７月１５日㈯～１７日㈷
②夏休み親子体験講座～Ｍｙ茶碗・Ｍｙ
箸・Ｍｙ箸置を作ろう
　オリジナル茶碗セットを作ります。
茶碗と箸置きは陶器、箸は既製品に代
用漆（合成塗料）と合成金粉で文様を描
きます。作品は焼成後、同館で引き渡し
ます（８月下旬予定）。
対小・中学生とその保護者（保護者同伴
必須）

日７月２９日㈯午後１時～４時
講陶芸アトリエ主宰・安諸一朗氏、漆芸
家・上條宗長氏
定３０人（申し込み順）
費１人１０００円
③マルのつく日は　缶バッジ・デイ
　本展覧会から始まる企画です。
　会期中、毎月１０・２０・３０日（休館の場
合は翌日）に、展覧会の内容にちなんだ
オリジナル・デザインの缶バッジを２０
人（先着順、１人１日１個限定）にプレゼ
ントします。５個集めた方には、更に特
大プレミアム缶バッジを差し上げま
す。
日会期中の開館時間内

場①②同館２階講堂（エレベーター無し）③同館入り口申①③直接会場へ②７月６
日正午からイベントダイヤル（☎７２４・５６５６コード１７０７０６Ｂ）へ。

　お子さんが裸足で遊べる芝生広
場「ちびヒロ」と、市民の皆さんか
らの、町田で映画が観たい！という
熱い声にお応えして、映画上映会

「まちなかシネマ」を開催します。ど
なたでもご覧いただけますので、
お子さん連れの方もお気軽にご参
加下さい。
○芝生広場「ちびヒロ」　
　遊具で自由に遊べます。
日７月４日㈫～７日㈮、いずれも午
前１０時～午後５時
○ゼルビー撮影会　
　浴衣を着たゼルビーと一緒に写
真を撮ろう！浴衣の着付けサービ
スも実施します。
※浴衣の貸し出しは大人用のみ。
日７月７日㈮午後２時～３時

まちだ〇
まる

ごと
大作戦１８－２０
まちだ〇

まる

ごと
大作戦１８－２０

問広報課☎７２４・４０８４

×ちびヒロちびヒロ まちなかシネマまちなかシネマで七夕！
参 加 費 無 料 !

○まちなかシネマ　
　ぐうたらパンダがカンフー・マ
スターを目指すアクション娯楽映
画「カンフーパンダ」を上映しま
す。
日７月７日㈮午後７時～８時３０分
※この他に、大道芸や工作遊び、風
船遊びなどを実施します。詳細は町
田市ホームページをご覧下さい。

限定フードメニューも提供
　町田ターミナルプラザ市民広場に
併設の飲食店では、７月７日まで七夕
限定メニューを提供しています。お
食事の際はぜひご利用下さい（有料）。

◇
場町田ターミナルプラザ市民
広場
※いずれも雨天実施
市HP ちびヒロ  検索
問産業観光課☎７２４・３２９６

黄金の地と南の海から　　　　　　
　　　　～東南アジア陶磁の名品

問同館☎７２６・１５３１

青花水牛文盤　ベ
トナム　１５世紀

誰かの幸せのための「６７分間の奉仕活動」

ネルソン・マンデラ国際デー

まちだ好き１００人集まれ！

まちだ好きの集い

市立博物館

まもなくスタート！

○町田駅周辺清掃活動
　町田駅周辺で、南アフリカ大使館職員や、町田市ホーム
タウンチーム等とともに、清掃活動を行います。
　参加希望者は、軍手を持参のうえ、作業しやすい服装で
直接会場へおいで下さい。また、熱中症対策にこまめな水分
補給ができるように、各自マイボトル（水筒）をご持参下さ
い。集合場所は、町田ターミナルプラザ市民広場（ＪＲ町田駅
ターミナル改札口すぐ）です。
日７月１８日㈫午前１０時３０分～正午（雨天実施・荒天中止）

活動の様子を投稿
して下さい

昨年の様子
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