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● 将来を担う人が育つまちをつくる
● 安心して生活できるまちをつくる
● 賑わいのあるまちをつくる
● 暮らしやすいまちをつくる
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2 2017．9．15 広報まちだは1日・15日の月2回発行です

※ 子育てＨＰ はまちだ子育てサイト、 市ＨＰ は町田市ホームページでも詳細をご覧いただけます。

　今年度末までに、市立小学校
42校の通学路に計210台の防

犯カメラの整備を行います。地域ボランティアによ
る通学路の見守り活動に加えて、カメラが犯罪抑止
のため、子どもたちを見守っています。　問 学務課☎724・2176

防犯カメラ

通学路に見守りの目があるよ！

　小学生から高校生
くらいまでの子ども

たちが、各子どもセンターで館内のルール
づくりやイベントの企画など、主体的に運
営に携わっています。委員は随時募集して
います。

問 児童青少年課☎724・4097

子ども委員会

一緒に居場所を運営してみない？

　母子家庭、父子家庭ま
たは養育家庭の子どもを

対象として、塾形式の「集合型」と家庭教師形式の「派
遣型」の学習支援事業を実施しています。学習支援
員は勉強だけでなく、日頃の悩みの相談にも寄り添
います（2017年度の募集は終了）。
問 子ども家庭支援センター☎724・4419

まこちゃん教室

ひとり親家庭などの子どもの生活・学習の応援団！

　障がいのある、なしにかかわらず、すべての子どもたちが一緒に成
長するという考え方を盛り込んだ計画を策定中です。子どもの体験や
成長の場として、まちとも、冒険遊び場、障がい児スポーツ教室など
の活用が計画されています。
市HP 子ども発達支援計画案 検索 　問 すみれ教室☎726・6570

第1期　町田市子ども発達支援計画案　策定中

障がいがあってもなくても、みんな一緒に成長

　放課後を利
用して、学習

習慣や基礎学力の定着を目的に、大学
生や地域の方などのボランティアによ
る学習支援をしています。今年度は市
立小学校16校、市立中学校全校で取り
組んでいます。学習支援のボランティアも随時募集しています。
町田市学校支援センター 検索 　問 指導課☎724・2154

放課後学習教室

地域の人と一緒に学習の不安を解消しよう！

　児童虐待についての寸
劇などを盛り込んだ出前

講座を、今年度から小学6年生を対象に市立小学校5校で実施予定です。
相談できる身近な窓口を知ってもらったり、子ども自身が大人になっ
たとき、「子どもを守る」気持ちを持ってもらうことを目的としています。
◦困ったときは電話して　まこちゃんダイヤル◦

18歳までの子ども専用の相談ダイヤルです。家庭で
困っていること、友だちの悩みなど、なんでも相談
できます。電話代はかかりません。
フリーダイヤル 錆0120・5

こ

5
こ

2
に

・1
い

6
る

4
よ

受付時間 月～金曜日、午前8時30分～午後5時
　　　　（土・日曜日、祝休日、年末年始はお休み）

問 子ども家庭支援センター☎724・4419

出前講座（子ども向け虐待防止啓発活動）

こんなときはどうしたらいいの？

　放課後に校庭で思いっきり遊
んだり、室内で工作や宿題をし
たり、自由に過ごせます。
　活動スタッフとおしゃべりす
るのも楽しみの一つです。
まちとも 検索

放課後子ども教室  まちとも

やりたいことは自分で決めよう！

　地域の市民団体が運営する冒険遊び場は、市内
に5か所あります。自分で遊びが発見できる場で

す。10月には新たに谷戸池公園（小山田桜台）が加わります。
町田　冒険遊び場 検索 　問 児童青少年課☎724・4097

冒険遊び場

冒険・挑戦・体験を全身で体感しよう！

子どもも大人と同じで、思っていることを話したり、ルールを決めるときに参加
する権利があります。子どもの権利を守るため、大人が手を差し伸べたり、不

安や危険から守ったり、居場所をつくることが大切です。市では、「子どもにやさしい
まちづくり」のため、さまざまな取り組みを進めています。

　市長が子どもセンターに来て、高校生と気軽におしゃべりをします。
住んでいる街の未来や夢を直接話せます。1回目（7月24日実施）は、子
どもセンターまあちで開催しました。「私が市長だったら」をテーマとし
たフリートークでは、「税金や保険などの説明を簡単にする」「遊ぶとこ
ろを増やす」などのアイデアが飛び出しました。

▶今後のスケジュール

問 市民協働推進課☎724・4362、児童青少年課☎724・4097

対　象 場　所 日　時

高校生等

子どもセンターつるっこ 9月23日㈷午後5時～6時30分
子どもセンターぱお 10月15日㈰午後5時30分～7時
子どもセンターただＯＮ 10月28日㈯午後5時30分～7時
子どもセンターばあん 11月25日㈯午後6時30分～8時

市長と話す
チャンス！
直接会場に

集合 

市長さん！私たちのコトを聞いて

ト スピ クッ

まあちカフェ
　「自分たちのカフェ」をコンセプトに、中学・
高校生や、乳幼児の保護者が自分たちの居場
所としてカフェ運営に携わります。
場所 子どもセンターまあち（中町1-31-22）
時間 午前11時～午後4時30分（開館日のみ）

「町田市子ども憲章」ってなんですか？
　この憲章は、市の青少年健全育成都市宣言30周年を記念して、1996
年5月11日に制定されました。「『自分から』。それが一番大切なこと」「み
んなと違ってもこわくない」など、自主性の確立や個性の尊重等がう
たわれています。
　子ども委員会は、町田市子ども憲章の精神を実践する場だって知っ
てましたか。

問 児童青少年課☎724・4097

うさぎさんカレー

子ども家庭支援セン
ターのロゴマーク
「まこちゃん」

当協会では、市長と語る会などさまざまな取り組みを実施している町
田市にも協力を得て、「子どもにやさしいまちづくり事業作業部会」を
設置し、誰にでもやさしい自治体の実現を目指して、日本型の「子ども
にやさしいまち」のモデルづくりを進めています。

（公財）日本ユニセフ協会のコメント

若者が市長と語る会

子育てＨＰ

子育てＨＰ

市ＨＰ

市ＨＰ
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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１０月４日㈬、１７日㈫、１１月１日㈬、
２１日㈫、１２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）
申健診受診希望日の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

お知らせお知らせ
生涯学習に関する
ア ン ケ ー ト

　教育委員会では、学習活動の支援
や学習施設に関する新たな方針の作
成に向けた検討の基礎資料とするた
め、アンケートを実施します。
　市内在住の方３０００人を対象に、９
月１５日に郵送でアンケート用紙を
発送します。ご協力をお願いします。
問生涯学習総務課☎７２４・２１８１

見ごろを迎えます
七 国 山 の そ ば の 花

　薬師池公園の北西の畑で、そばの
花が見ごろを迎えます。このそばは、
地元農家が組織する七国山ふれあい
の里組合により栽培されています。
　花を楽しんだ後は、そばの実を採
取して、そば・そば粉としてふるさと
農具館で毎年４月ごろに販売します。
場七国山ファーマーズセンター周辺

（野津田町）
※公共交通機関をご利用下さい。
※路上駐車はおやめ下さい。
市HP そばの花  検索
問ふるさと農具館☎７３６・８３８０（月
曜日休館）、町田市農業振興課☎７２４
・２１６６

催し・講座催し・講座
成瀬コミュニティセンターまつり
日９月２３日㈷午前１０時～午後５時、
２４日㈰午前１０時～午後４時

場同センター
※車での来場はご遠慮下さい。
内発表（吹奏楽、和太鼓、合唱、舞踊、
太極拳、奇術、お囃

はや

子
し

、フラダンス
等）、展示、模擬店、フリーマーケッ
ト、バザー、子どもみこし
問同センター☎７２３・６７６３

なるせ駅前市民センターまつり
　なるせ駅前市民センターで初めて
のセンターまつりを行います。
日９月３０日㈯午前１０時３０分～午後
４時、１０月１日㈰午前１０時～午後３時
場同センター
※車での来場はご遠慮下さい。
内発表（３０日のみ）＝太極拳、ピラテ
ィス、ルンバ、詩吟、民謡、琴・尺八ア
ンサンブル、合唱、展示＝書道、俳句、
パッチワークキルト、日本刺

し

繍
しゅう

、手
芸、フラワーアレンジメント、ハーブ
ティーの紹介と試飲
問同センター☎７２４・２５１１
もっと知って！
町田市障がい福祉フェア

【ハッピーかわせみ感謝祭】
　市内の障がい者施設で作られた製
品（パンやクッキー等）の販売や、障
がい福祉に関するパネル展示などを
行います。
日１０月２日㈪～６日㈮、午前１０時～
午後３時
場イベントスタジオ（市庁舎１階）

問障がい福祉課☎７２４・２１４７

第１回 ふ れ あ い 落 語
対６歳以上の方
日１１月２５日㈯午後２時３０分から
場なるせ駅前市民センター
出演古今亭駒次、柳家小はぜ
定１７０人（申し込み順）
費５００円（全席自由）
申９月２１日～１１月２３日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）へ。
問町田市民ホール☎７２８・４３００、町
田市なるせ駅前市民センター☎７２４
・２５１１
ビフォー・アフターで分かりやすい
魅力的なチラシづくり講座

　多くの共感を得られる団体の運営
方法や、その支援者になるためのノ
ウハウを学び、今後の市民活動につ
なげていきます。
　今回は、効果的なチラシの作成方
法を学び、団体のＰＲ力をアップしま
す！
対市内在住、在勤、在学の方
日１０月１２日㈭午後６時３０分～８時
場市庁舎
講（特）市民プロデュース理事長・平
田隆之氏
定５０人（申し込み順）
申１０月６日までに電話で市民協働推
進課（☎７２４・４３６２）へ。

小野路地区、三輪・三輪緑山地区の

土砂災害ハザードマップを作成
問防災課☎７２４・３２１８

公開している会議　傍聴のご案内
会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み

熱回収施設等の周
辺施設整備のあり
方検討委員会

9月28日㈭
午後6時~8時

市庁舎2階
会議室2-1

10人
（申し込み順）

9月27日午後5時まで
に電話で環境政策課

（☎724・4386）へ

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１２9

土砂災害ハザードマップ

　市では、小野路地区、三輪・三輪
緑山地区の「土砂災害ハザードマ
ップ」を作成しました。
　このマップは、土砂災害防止法
に基づき、都が土砂災害警戒区域・
土砂災害特別警戒区域を指定した
ことを受けて、その区域を地域の
皆さんにお知らせするものです。
　地図面では、土砂災害の危険の
ある場所や、避難場所を確認する
ことができます。情報面には、土砂
災害の基礎知識や、避難について
の情報等を掲載しています。

配布期間９月１５日㈮から２週間程
度
配布方法①対象地区の住宅や事業
所のポストに投函②防災課（市庁
舎３階）、各市民センター等の窓口
で配布
※他の地域のハザードマップは、
市HP 土砂災害に備えて  検索

パブリック
コメント
予　告

　１０月２日から、下記のパブリックコメント（意見公募）の実
施を予定しています。

市では､ 条例・計画などの策定を進めるに
あたり、市民の皆さんにご意見を伺います

案件名 ①第7期町田市介護保険事業計画（素案）
②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）（素案）

募集期間 10月2日～31日

案の公表
方法

いずれも本紙10月1日号に概要を掲載
＜10月2日以降＞
・町田市ホームページに詳細を掲載
・市庁舎、各市民センター、各市立図書館等で資料の閲覧、配布
※各窓口で開所日・時間が異なります。

意見等の
提出方法

・郵便　・FAX　・Ｅメール
・①いきいき総務課②保健総務課（いずれも市庁舎7階）ほか、指定の窓
口への提出

担当課 ①いきいき総務課☎724・2916②保健総務課☎724・4241

【市では、次の方法で防災情報をお
伝えしています】
○メール配信サービス
　防災行政無線で放送
した情報や、町田市の
気象警報に関する情報
等をＥメールで配信します。
○防災行政無線フリーダイヤル
　防災行政無線で放送した内容
を、通話利用料金のかからないフ
リーダイヤルで確認できます。
フリーダイヤル錆０８００・８００・
５１８１

　９月に入ったら、すぐに、秋になり
ました。初旬にはもう、近所で彼

ヒ

岸
ガン

花
バナ

が花茎を伸ばしていました。今年の
夏は、夏らしくない夏でした。８月
は、２０日以上連続して雨を記録しま
したが、その後、急に気温が下がる日
が続いて、「暑さ寒さも彼岸まで」と
いうことわざも、今年はどうも当て
はまらないようです。
　そんな、気候の変化を感じてか、早
くもヤマガラが玄関先に来て、エゴ
の実を採っては、横枝で、器用に中身
をほじって食べています。
　さて、東京２０２０オリンピック・パ
ラリンピックまで３年を切りまし
た。今月７日から、市立総合体育館で
パラバドミントン国際大会が開催さ
れました。実は、パラバドミントンの
国際大会が日本で開かれるのは初め
てです。世界の２８カ国から、１８０人
を超える選手がやってきて、熱戦を
繰り広げました。
　町田市は、オリンピック・パラリン
ピックのキャンプ地の誘致をしてい
ますが、それとともに、スポーツ振興
に力を入れています。とりわけ、パラ
リンピックについては、各種の大会
を誘致・開催して、障がい者スポーツ
の盛り上げを図っています。
　今年に入ってからも、１月にイン

ドネシア、パラバドミントンチーム
の合宿を総合体育館で行いました。
また、８月には関東パラ陸上競技選
手権大会を市立陸上競技場で、全国
車椅子バスケットボール大学選手権
大会を総合体育館で開催していま
す。
　それぞれの大会では、競技団体の
協力で、市民の体験教室や、小・中学
生のレッスンなど、広く、パラリンピ
ックの持つ魅力を知っていただくイ
ベントを開催しています。ちなみに、
IＰC（国際パラリンピック委員会）の
公式ホームページ（英語版）には、数
多くの動画がアップされています。
今大会の日程も案内されていまし
た。
　これからも、さまざまな場面での
パラリンピック競技・障がい者スポ
ーツへの市民の皆さんの参加と協働
の取り組みをお願いいたします。

パラバドミントン国際大会
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9月は、「固定資産税・都市計画税」の納付月です納付はお済みですか？ 問納税課　724・2121☎☎

催し・講座催し・講座
男女平等推進センター

【登録団体企画～子育てって誰のも
の？地域もいっしょに大きくなあ
れ】
　男女を問わず、子どもを育てるこ
と、地域社会へ参画することの意義
・素晴らしさを考えてみませんか。
対子育て中の方
日１０月１４日㈯午後２時～４時
講社会学者・宮台真司氏
定４０人（申し込み順）
申９月２０日正午～１０月９日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード

１７０９２０Ｂ）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、１０月５日までに併せて申し込
みを。

【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①１０月２４日㈫午前１０時～午後０
時３０分②１０月２５日㈬午前１０時～
正午
※両日または希望する日のみの参加
も可能です。
内①就職を取り巻く環境と心構え、
保育園の状況②応募書類の作成方法
講ハローワーク町田マザーズコーナ
ー職員
定各２４人（申し込み順）
申９月２０日正午～１０月１７日にイベ

ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０９２０Ｃ）へ。保育希望者（６か月以
上の未就学児、申し込み順に１５人）
は、１０月９日までに併せて申し込みを。

◇
場町田市民フォーラム
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８
消費生活センター

くらしに役立つ食の安全講座
【①遺伝子組み換え食品って知って
いますか？】
　遺伝子組み換え食品の種類・安全
性・表示を学び、食品の安全について
考えます。
日１０月１３日㈮午前１０時～正午
講（特）ＣＳまちデザイン理事長・近藤
惠津子氏
定４０人（申し込み順）

【②バナナのＤＮＡを取り出そう！】
　バナナからＤＮＡ（遺伝子）を取り
出す実験を交え、遺伝子組み換え食
品の現状や表示について学びます。
日１０月２５日㈬午前１０時～正午
講コンシューマー技術教育研究会・
澤木佐重子氏
定１６人（申し込み順）
費１００円（検体費）

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
申①９月２０日正午～１０月９日②９月
２１日正午～１０月２２日に、イベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード①
１７０９２０Ｄ②１７０９２１Ｄ）へ。
※いずれも保育希望者（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。
問消費生活センター☎７２５・８８０５
まちだ市民大学ＨＡＴＳ

公 開 講 座
【町田は神奈川県だった！多摩移管
の謎～明治後期の町田①】
　神奈川県との関係が話題になる町
田市ですが、それを解くカギが明治
期の歴史に隠されています。自由民
権資料館学芸担当が分かりやすく解
説します。
日１０月１７日㈫午後６時１５分～８時
１５分
場町田市民フォーラム
定１３８人（申し込み順）
申９月２１日正午～１０月１２日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０９２１Ａ）へ。
問生涯学習センター☎７２８・００７１

９月２１日㈭～３０日㈯

秋の全国交通安全運動が始まります
問市民生活安全課☎７２４・４００３、町田警察署☎７２２・０１１０、南大沢警察署☎０４２・６５３・０１１０

子どもの医療費助成制度　医療証の更新を行います
問子ども総務課☎７２４・２１３９

【医療証を郵送します】
　有効期間が平成２９年９月３０日
までの◯乳・◯子医療証をお持ちの方
で１０月１日以降も資格が継続とな
った方、申請により新たに１０月１
日から医療証の資格を得た方に、
９月末に医療証をお送りします。
　また、所得限度額超過のため１０
月１日からの◯子医療証の資格を得
られなかった方には、「資格消滅通
知書」をお送りします。９月末まで
に医療証または通知書が届かなか

義務付けら
れ て い ま
す。
●飲酒運転
の根絶
　飲酒運転
は 犯 罪 で
す。酒類の
提供者や車
両の同乗者
等も厳しく罰せられます。
●二輪車の交通事故防止
　交差点を直進する二輪車は、右
折するドライバーに気付かれない
場合があります。しっかりと安全
確認をしましょう。ヘルメットの
あごひもを締め、胸部・腹部を守る
プロテクターを着用しましょう。

った場合はご連絡下さい。
【該当すると思われる方は申請を】
　◯乳医療証は、保護者の所得制限
がありません。現在お持ちでない
方は交付申請の手続きをして下さ
い。
　◯子医療証は保護者の所得制限が
あります。制度に該当すると思わ
れる場合は、お早めに交付申請の
手続きをして下さい。
※いずれも生活保護を受給してい
る方は対象となりません。

◯子医療証　平成29年度　所得限度額表
扶養人数 所得限度額
0人 630万円
1人 668万円
2人 706万円
3人 744万円

扶養人数が1人増すごとに38万円加算

※扶養人数は平成29年度（28年分）のも
のです。
※左表は、一律控除額8万円を加算して表
示しています。
※所得（給与収入の場合は給与所得控除後
の金額）から控除額を引いた金額がこの制
度上の所得額となります。控除可能なもの
は、まちだ子育てサイトをご覧いただく
か、子ども総務課へお問い合わせ下さい。

運動の重点
●子どもと高齢者の安全な通行の
確保と高齢運転者の交通事故防止

【ドライバー】子どもや高齢者を見
かけたら、急な飛び出しやふらつ
きに十分に注意！高齢のドライバ
ーは、安全確認を一層心掛けまし
ょう。

【歩行者】青信号でも安全を確かめ
て！ドライバーとはアイコンタク
トをとりましょう。道路の横断は、
遠回りでも横断歩道を渡りましょ
う。
●夕暮れ時と夜間の歩行中・自転
車乗用中の交通事故防止

【歩行者】ドライバーからよく見え
る明るく目立つ服装で、反射材用
品を身に着けて外出しましょう。

【自転車】自動車と同じ「車両」で
す。ライトを点灯し、交通ルールを
守って乗りましょう。
●すべての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用の
徹底
　交通事故の際に、車外放出や同
乗者に衝突するなどの危険性があ
ります。後部座席を含めた、すべて
の座席でシートベルトを正しく着
用しましょう。６歳未満の子ども
には、チャイルドシートの着用が

10月、11月の母子健康案内　お気軽にご相談下さい　※プレママクッキングを除き、各日とも同一内容です。
事業名 対　象 会　場 開催日 時　間 内容／その他 問い合わせ

プレママ・パパクラス（申し込み
制）申イベントダイヤル（☎724・
5656コードＡコース=170301
Ｍ、Ｂコース＝170301Ｎ）へ

16~35週の妊婦
とその夫 健康福祉会館

Ａコース
10月6日、11月10日㈮ 午後1時30分~

4時
妊娠中の過ごし方、歯の衛生等

保健予防課
地域保健係
☎725･5127

10月13日、11月17日㈮ 分娩経過とリラックス法等
Ｂコース 10月21日、11月18日㈯ 午前10時~正午 もく浴実習、妊婦体験等

乳幼児・母性相談
※母子健康手帳をお持ちのうえ、
直接会場へおいで下さい。

2か月以上の未
就学児とその保
護者

健康福祉会館 10月16日、30日、11月13日、27日㈪
受け付け=午前
9時45分~11時
30分、午後1時
30分~3時

身長･体重測定、保育相談、栄養
相談、歯科相談、母親のからだ
や気持ちの相談

鶴川保健センター 10月2日、11月6日㈪
子どもセンターばあん 10月13日、11月10日㈮
忠生保健センター 10月23日、11月20日㈪
小山市民センター 11月1日㈬

母性保健相談、母乳育児相談
申来所相談と乳房マッサージは要
予約、電話で保健予防課へ

市内在住の方（里
帰り中の方の参
加も可）

健康福祉会館 10月5日、12日、19日、26日、11月2
日、9日、16日、30日㈭

午前10時~正午、
午後1時~3時

助産師による相談、乳房マッサ
ージ~電話相談は随時可、健康
福祉会館（☎725・5419）へ

プレママクッキング（申し込み制）
申 イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル（ ☎
724･5656コード170315Ｐ）へ

16~35週の妊婦 健康福祉会館 10月26日、11月30日㈭ 午前10時~午後
1時

調理実習、会食、妊娠中の食生
活の話
費500円（食材費）

保健予防課
保健栄養係
☎722・7996

離乳食講習会（初期・後期）、幼児食
講習会（いずれも申し込み制）
申 イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル（ ☎
724･5656コード初期=170315
Ｓ、後期=170315Ｋ、幼児食
=170418Y）へ

4~6か月児の保
護者

健康福祉会館

初期 10月2日、23日、11月6日、
20日㈪

午前10時5分~
11時45分 離乳食の話と試食

8~10か月児の
保護者 後期 10月16日㈪、11月1日㈬、

15日㈬
午前10時5分~
11時40分 離乳食後期の話と試食、歯の話

1歳6か月~2歳0
か月児の親子 幼児食 11月9日㈭ 午前9時55分~

11時45分 親子遊び、幼児食の話と試食

まちだ子育てサイト 検索

　８月３０日～９月６日の８日間
に、３件の死亡事故が発生しま
した。
　慣れた道でも油断は禁物で
す。危険を予測したゆとりのあ
る運転をしましょう。

市 内 で 交 通 死 亡 事 故 
　 連 続 発 生 ！ 　
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催し・講座催し・講座
生涯学習センター～市民提案型事業
“まちチャレ”
子どもの「貧困」に向きあう

【地域での見守り、生活・学習の支援
をとおして】
　子どもの貧困を取り巻く情勢を理
解し、必要な支援や手立てを考えま
しょう。
対原則全回参加できる方
日１０月２１日、１１月１１日、１８日、１２
月２日、１６日、いずれも土曜日午前
１０時～正午、全５回
場同センター
内子どもの貧困の現状～育ちを支え
るために、町田市の状況、地域を変え
る・子どもが変わる・未来を変える～
子ども食堂の可能性、無料塾「猫の足
あと」で学習支援を続けて、まとめ懇
談
講日本大学教授・井上仁氏、（特）豊島

子どもＷＡＫＵＷＡＫＵネットワーク
理事長・栗林知絵子氏、学び塾「猫の
足あと」代表・岸田久恵氏、にこにこ
清風食堂
定３０人（申し込み順）
申９月１５日午前９時から電話で生涯
学習センターへ。保育希望者（２歳以
上の未就学児、申し込み順に８人）は
１０月１０日までに併せて申し込みを。
問同センター☎７２８・００７１
さがまちカレッジ
講 座 参 加 者 募 集

【大人のための絵本講座～新たな魅
力との出会い】
　「３びきのこぶた」を題材に、大人
目線ならではの絵本の読み解き方、
楽しみ方を紹介します。
日１０月２３日㈪午前１０時３０分～正
午
場相模女子大学（相模原市）
講相模女子大学非常勤講師・申明浩
氏
定３０人（申し込み順）

費１０００円
申講座案内チラシ裏面の受講申込書

（生涯学習センター、各市民センタ
ー、各市立図書館等で配布、さがまち
コンソーシアムホームページでダウ
ンロードも可）に記入し、１０月１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（さが
まち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

肝 臓 病 講 演 会
【新薬インターフェロンフリー薬（飲
み薬）のその後】
　千葉大学医学部附属病院消化器内
科教授である加藤直也医師（前勤務
先＝東京大学医科学研究所附属病
院）による講演会です。
日１０月８日㈰午後１時３０分～４時
場健康福祉会館４階講習室
内Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎・肝硬変・肝がん
の治療法
定２００人（先着順）
問町田肝臓友の会☎７２９・４３００（受
付時間＝月・水・金曜日の午前１１時
～午後２時）、町田市健康推進課☎
７２４・４２３６

お食事ともだちをつくろう
対市内在住の５０歳以上でストレッ
チなどの軽い運動ができる方
日１０月３日㈫午前１０時～午後１時
３０分
場忠生公園、忠生市民センター
※公園から市民センターへは徒歩で
移動します。
内太極拳を取り入れたストレッチ、
町田産野菜を使った「まちだすいと
ん」の調理実習

講町田市食育ボランティア
定２０人（申し込み順）
費３００円（食材費）
申９月２０日正午～２６日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コード
１７０９２０Ｆ）へ。
問保健予防課☎７２２・７９９６
ロコモ予防！
歩 く 力 測 定 会
対市内在住の６５歳以上の方
日９月２６日㈫午後２時～４時
場木曽山崎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
講健康運動指導士・青島海樹氏
定３０人（申し込み順）
申９月１５日午前９時から電話で忠生
第２高齢者支援センター（☎７９２・
１１０５）へ。
※当日の詳細については、忠生第２
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
ゲートボール審判員資格認定
講 習 会
対市内在住の両日参加できる初心者
教室修了者で、ゲートボール経験が
１年以上の方
日１０月１０日㈫、１１日㈬、いずれも午
前９時～午後３時、全２回（予備日は
１２日）
場芹ヶ谷公園
費１０００円
申所定の用紙（町田市ゲートボール
協会に有り）に記入し、費用と顔写真
２枚（３㎝×３㎝）を添えて、９月２９日
午後３時までに、直接同協会（せりが
や会館内、☎７２２・２２５３）へ（月・土・
日曜日は除く）。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

開催します　市庁舎リサイクル広場

おいで下さい　特定の期日に行うイベント

市民の広場 　「市民の広場」は、市民の皆さんの交流や、仲
間づくりを応援するコーナーです。
　サークル活動のイベントをお知らせする「お

【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。申込期間＝１０月２０
日まで
　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。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
まちだ写好会秋期写真展　風景　花　スナップ８５枚 ９月２０日～２５日午前９時３０分～午後４時 町田市フォトサロン 無料 小林伸太郎☎０９０・４０２６・７７６６ 初日午後１時から最終日３時迄
キッズ＆大人英語パーティー ９月２０日㊌午後４時から 都営金森一丁目第２集会所 ５００円 カズ☎７２６・８８１６ 英語で歌って踊ります
ＧＥＮＢＩ展 ９月２０日～２４日午前１０時～午後５時 国際版画美術館市民展示室 無料 齊藤☎７３６・６７２８
第５回小田急・横浜沿線複音ハーモニカコンサート ９月２１日㊍開演午後０時３０分 和光大学ポプリホール鶴川 無料 沿線実行委員会☎７２７・１９７９ うたいましょうふるさと他
日常会話の楽しい英語劇 ９月２２日㊎午前９時１５分、１０時４５分 なるせ駅前市民センター 無料 スワマ☎０４４・４５５・４４８７ 要予約・英語が好きになる
成瀬尾根「ナンバンギセルを観る会・於山吹緑地」 ９月２２日㊎午前９時３０分集合 成瀬台庚申塚公園 無料 成瀬の自然を守る会・塚本☎７２７・２３３５ 雨天中止、成瀬台２丁目
くるみ会ダンスパーティ　ミキシング有 ９月２４日㊐午後１時３０分～３時３０分 木曽森野コミュニティセン

ター ５００円 北村☎０９０・３２３２・７３２７ 直接会場へお待ちしてます
よりよい高校教育を考える～市内全都立高校の紹介 ９月２４日㊐午前１０時～正午 都立町田総合高校大会議室 無料 高校説明会実行委員会☎７２７・７５７３ 会場の都合で先着２００名
安心安全の無農薬の野菜や調味料をつかった料理 ９月２５日㊊午前１０時３０分～午後２時 忠生市民センター料理室 １０００円 加茂☎０９０・６１６０・７６３５
第１回町田落語会（素人落語の会） ９月３０日㊏午後２時から 生涯学習セン

ター６階視聴覚室 無料 橋本☎０９０・６１９６・８９７１ ３席を予定（１時間程度）
サルビアダンスパーティー（ミキシング有） １０月５日、１１月２日午後１時２０分から 鶴川市民センターホール ５００円 高瀬☎７３４・１８４８ お気軽においで下さい！！
歌おう会　傾聴グループならではの歌を楽しむ １０月６日㊎午後１時３０分開演 町田市民ホール第４会議室 無料 つがわ☎０９０・６３０６・９２９４ 要電話　予約優先
初心者民謡講座　全１０回 １０月６日㊎から午後１時３０分から 忠生市民センター １回２００円 勝又竹時☎０９０・６１８９・２４６７　要申込 １２月まで毎月２～４回㊎開催
第１４回「小さな秋の音楽会」 １０月７日㊏午後４時から 町田市民フォーラムホール 無料 吉岡☎０８０・１１３２・３８５８ どなたでも楽しめます
語りよみ五十葉舎「山本周五郎作」不断草 １０月７日㊏午後２時 町田市文化交流セン

ター５階 １０００円 渡辺☎７９３・６２６６
肝炎のつどい　Ｂ型Ｃ型肝炎　何でも語りましょう １０月８日㊐午前１０時～１１時４５分 健康福祉会館 無料 阿曽☎０９０・２３１９・４０５９　事前申込不要 誰でも参加自由です
町田野鳥の会　第６回写真展 １０月１０日～１５日午前１０時～午後４時 生涯学習セン

ター７階ギャラリー 無料 相本☎７９７・７５８２ 初日正午から最終日午後２時迄
第１７回みずゑ会水彩画展 １０月１１日～１５日午前１０時～午後５時 国際版画美術館 無料 北村☎７２２・０６１７ 初日は正午から　会員も募集
ソフトテニス講習　藤の台ソフトテニスクラブ １０月１４日・２１日㊏午前９時３０分～正午 藤の台テニスコート 無料 関谷☎７３４・２３３６　要電話 中学生以上　ラケット貸与
町田グラウス山の会公開講座　やさしい山登り １０月１４日㊏午前１０時～午後５時机上 町田市民フォーラム活動室 １０００円 渋谷☎７２３・１１０３返７２１・１１０３ １０月１５日㊐実践山行
町田女声合唱団　第１２回演奏会 １０月１４日㊏午後２時開演 町田市民ホール １０００円 大久保☎７２４・０８８７
健康に良い詩吟発声法の実践と講演会 １０月１６日㊊午前１０時～正午 成瀬コミュニティセンター 無料 川添☎７２８・０４６８ 声の衰え誤嚥ストレス解消
町田ヴィヴァーチェ管弦楽団　第７回定期演奏会 １０月２８日㊏午後２時開演 町田市民ホール ５００円 町田ヴィヴァーチェ☎０９０・９６８２・７０８７ 町田市民ホールにて販売中

　ご家庭で不要になった下記の対
象品目を無料で持ち込んでいただ
けます。当日市庁舎で開催するエ
コフェスタでは、スケルトン収集
車「みえるくん」を展示します。
日１０月１日㈰午前１０時～午後３時
場市庁舎
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
市HP リサイクル広場 検索
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

みえるくん

　「エコフェスタ」についての詳細
は、９月１５日の朝刊に折り込まれ
ている「ｅｃｏまちだ」をご覧下さい。
問環境政策課☎７２４・４３７９
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家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日１０月１８日㈬午後２時～４時
場鶴川インペリアルビル（能ヶ谷）
内ストレスマネジメントとコラージ
ュ体験
定１５人（申し込み順）
申電話で鶴川第２高齢者支援センタ
ー（☎７３７・７２９２）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

地 域 介 護 予 防 教 室
【認知症予防！カメラ片手にまちさ
ん歩～写真クラブ】
　仲間と散策しながら写真を撮り、
お気に入りの風景や花をフォトコレ
クションとして残します。
※プリント代等実費がかかります。
対市内在住の全回参加できるおおむ
ね６５歳以上の方
日１０月２４日～１２月１９日の毎週火
曜日、午前１０時～正午、全９回
場都営玉川学園３丁目アパート集会室
定１５人（申し込み順）
申９月１５日午前１０時から電話で町

田第３高齢者支援センター（☎７１０・
３３７８）へ。
※当日の詳細は、同センターへお問
い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
はじめよう
シニア健康づくり講座

【キュッとしてＧｏｏｄ！女性体操コー
ス】
　尿失禁の悩みがある方等に、骨盤
底筋運動、軽い有酸素運動、筋力トレ
ーニングを行います。介護予防に関
するミニ講座もあります。
対市内在住の全回参加できる６５歳
以上の方
※医師から運動制限を受けている方
は参加できません。
日１１月１日、８日、１５日、２２日、いず
れも水曜日午前１０時～１１時３０分、
全４回
場ティップネス町田（原町田）
定２０人（抽選、結果は１０月１２日ごろ
発送）
費４００円（資料代）
申９月２２日正午～２６日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０９２２Ａ）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

障がい者サービスボランティア養成
講座
点訳ボランティア体験講座
　音訳者・音訳校正者・点訳者である
成毛由紀子氏に点訳ボランティアの
活動について語っていただきます。
実際に点字を打つ体験もします。
対大学生以上の方
日１０月２４日㈫午後２時～４時３０分
場中央図書館
定２０人（申し込み順）
申申込用紙（各市立図書館に有り、町
田市立図書館ホームページでダウン
ロードも可）に氏名（ふりがな）・電話
番号を記入し、９月１９日午前１０時～
１０月６日午後５時（必着）に、直接ま
たはＦＡＸで中央図書館５階奉仕ルー
ム（☎７２８・８２２０返７２０・５６６０）へ。
図書館入門講座
バックヤードツアー（選書見学）
　本がどのように図書館の蔵書とな
るのか、通常は公開していない本を
選ぶ選定会議の見学や、図書館に本
が入ってくる仕組みを紹介します。
本に透明な保護シートを貼る装備体
験もできます。
対市内在住、在勤、在学の高校生以上

の方
日１０月１９日㈭午前１０時１５分～１１
時３０分
場中央図書館
定１０人（申し込み順）
申９月２０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）。
参加者募集
町田市こどもマラソン大会
　詳細はパンフレット（各市立小学
校、総合体育館など市立のスポーツ
施設、各市民センター等で配布、町田
市ホームページでダウンロードも
可）をご覧下さい。
対市内在住、在学、または市内のスポ
ーツチームに所属している小学３～
６年生
日程１２月２日㈯
場市立陸上競技場
内３・４年生２０００ｍ、５・６年生３０００ｍ
申パンフレットに添付の申込書に記
入し、直接各市立小学校へ。または
１０月１３日まで（必着）に郵送でスポ
ーツ振興課へ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

●町田市民文学館～２歳児あつまれ！
「秋」をあそぼ！
対２歳児とその保護者日９月２８日㈭
午前１０時３０分～１１時３０分場同館２
階大会議室内絵本、紙芝居、わらべう
た遊び等問同館☎７３９・３４２０
●ひなた村～キャンプスキルワーク
ショップ（ロープ）
　キャンプなどアウトドアで役立つ
スキルを習得します対市内在住、在
勤、在学の１６歳以上の方日１０月２２
日㈰午前１０時～午後３時内ロープを

●市立総合体育館
【キッズＨＩＰＨＯＰダンス教室】
対市内在住、在園の５・６歳
児日１０月１３日～１１月１７日の金曜
日（１１月３日を除く）、午後４時３０分
～５時３０分、全５回定３０人（抽選）費
１４００円申往復ハガキ（１人１枚）に、
必要事項を明記し、９月２２日まで（消
印有効）に同館へ（同館ホームページ
で申し込みも可）
【市民体力テスト】
　タオル、ふたのついた飲み物、室内
シューズ、運動できる服装を持参し、
直接会場へ対市内在住の２０歳以上
の方日１０月７日㈯午前９時～午後２
時３０分（受け付けは午後１時３０分ま
で）場同館サブアリーナ内新体力テ
スト、健康測定会等

◇
問同館☎７２４・３４４０
●市立室内プール
【キッズダンス４期】
対Ａ＝小学１～３年生、Ｂ＝
小学４～６年生日１０月３日～１１月２８
日の火曜日、Ａ＝午後４時３０分～５時
３０分、Ｂ＝午後５時４０分～６時４０分、
各全９回定各２０人（抽選）費各７２００
円申往復ハガキに必要事項を明記
し、９月２２日まで（必着）に同プール

へ
【室内プールのお知らせ】
　第３９回町田市民体育祭水泳競技
大会のため、１０月８日㈰はプールの
一般利用はできません（トレーニン
グ室は通常どおり利用可）。なお、大
会前日は、５０ｍプールが高水位（１.４
ｍ～１.７ｍ）となり、水温が１～２度ほ
ど低くなりますのでご注意下さい
○スタート専用コースとして開放
　高水位時に、５０ｍプール採暖室側
の１コースをスタート専用の練習コ
ースとして開放します対２０歳以上
の方日１０月７日㈯午後６時１０分～８
時４５分費施設利用料申直接スター
ト専用コース前で受け付け／プール
の満水状況により、開放時間が変更
となる場合があります。なお、飛び込
みには危険が伴いますので、誓約書
に署名をお願いします

◇
問同プール☎７９２・７７６１
●小野路公園～体操教室
対４０歳以上の方日毎週月
・金曜日、①午前１０時３０分
～１０時５５分②午前１１時～１１時２５
分③午後３時～３時２５分④午後３時
３０分～３時５５分（曜日、時間により
プログラムが異なる）定①②各１２人

③④各１６人（申し込み順）費各１００
円（障がいのある方は５０円）申参加
当日の午前８時３０分から電話で同公
園（☎７３７・３４２０）へ
●相原中央公園～小学生硬
式テニス教室
　東京造形大学テニス部の
学生と相原テニスクラブメンバーに
よる初心者向けテニス教室です対市
内在住、在学の小学生日９月２４日㈰
午前９時～正午場同公園テニスコー
ト定２０人（申し込み順）費３００円申９
月２１日までに電話で同公園管理事
務所（☎７７２・１４４９、受付時間＝午
前９時～午後８時）へ
●忠生公園～ネイチャーゲーム
日１０月１日㈰午前９時３０分～１１時
３０分（雨天中止）場同公園自然観察
センター（忠生がにやら自然館）内ゲ
ームを通じて自然と触れ合う問同公
園☎７９２・１３２６
●小野路宿里山交流館～秋の草花観
察会
日１０月６日㈮午前９時３０分～午後１
時（小雨実施）場同館、小野路の里山
講森林インストラクター・池田倫子
氏定２０人（申し込み順）費１５００円
（ガイド料、保険料、資料代、昼食代）
申９月２２日正午からイベントダイヤ

ル（☎７２４・５６５６コード１７０９２２Ｂ）
へ問同館☎８６０・４８３５
●町田市自然休暇村～冬の星空観望
ツアー
　夕食後、施設内の天体観測棟で講
師の説明を聞きながら、星空観測を
行います。２日目は、野辺山のベジタ
ボール・ウィズでプラネタリウム観
賞と国立天文台の見学をします／添
乗員は同行しません。現地係員が対
応します対市内在住、在勤、在学の方
とその同行者日１１月１８日㈯午後４
時（現地集合）～１９日㈰午後１時ごろ
解散予定、１泊２日場町田市自然休暇
村（長野県南佐久郡川上村）定４０人
（申し込み順）／最少催行人数２０人
です費中学生以上８５００円、小学生
以下６５００円（宿泊費・１日目夕食～２
日目昼食〔３食〕・講師料・保険料含
む）／旅行条件書、振込先は申込者に
別紙でご連絡します旅行企画・実施
ＪＷＴジャパンウインズツアー（株）、
長野県知事登録第２－３９９号、全国
旅行協会会員・長野県旅行業協会会
員（長野県佐久市今井５３３－１、☎
０２６７・６６・１２６８〔代〕）申９月１５日
午前９時から電話で自然休暇村（錆
０１２０・５５・２８３８）へ（１１月８日以降
の取り消しはキャンセル料が必要）

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。

使った遊び場作りを通じて、役立つ
結びを体験定１５人（申し込み順）費
３００円申９月１５日午前１０時から電
話でひなた村（☎７２２・５７３６）へ
●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
ス砂を使用して、リサイクルを学び
ながら「砂絵教室」を行います対市内
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人まで申し
込み可）日１０月１４日㈯午前１０時３０
分～午後０時３０分場子どもセンター

ぱお定２４人（申し込み順）申９月２０
日正午～１０月４日にイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６コード１７０９２０Ａ）
へ／申し込みは４人まで（保護者を
含む）問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
●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１０月２１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９月２１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

催し・講座催し・講座
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日10月1日㈰午前7時～ 8時（売り切れ次第終了）　場教育センター校庭　問農業振興課☎724・2166町田産新鮮野菜がいっぱい!日曜朝市

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・内10月29日㈰、個別相談会＝午
後1時30分～2時20分、講演会「マン
ション大規模修繕工事の進め方」＝
午後2時30分～5時
場市庁舎
講（一社）マンションリフォーム技術
協会会長・柴田幸夫氏
定50人（申し込み順）
申電話で住宅課（☎724・4269）へ。

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10月6日㈮午前10時30分～11時
30分
内「ドラキュラ」（脚本／水谷章三、画
／宮本忠夫）、「やまんばのにしき」
（脚本／松谷みよ子、画／井口文秀）　
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、9月15日午前
9時から電話で同館へ。
【岡野弘彦氏講演会～私の歌が生ま
れるとき　和歌の誕生と朗詠の魅
力】
日10月15日㈰午後2時～3時30分
講歌人・岡野弘彦氏
定80人（抽選）
申往復ハガキ（1人1枚）に講演会名
・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
年代を明記し、9月28日まで（必着）
に、町田市民文学館「岡野弘彦氏講演

会係」（〒194－0013、原町田4－
16－17）へ。

◇

場同館2階大会議室
問同館☎739・3420催し・講座催し・講座

暮らしに関する相談
　予約制の相談は、電話で①～⑤市民相談室（☎724・2102）⑥八王子少年センター（☎
042・679・1082）⑦消費生活センター（☎722・0001）へ対①③～⑥市内在住の方⑦市
内在住、在勤、在学の方

名　称 日　程 予約方法／相談時間

①法律相談
月～金曜日
（18日～22
日を除く）

前週の金曜日から電話で予約
※9月15日は予約受付を行いません。次回分は、9月
22日に受け付けます。

②交通事故相談 27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） 15日㈮ 電話予約制（随時）／午後1時30分～4時

④不動産相談 26日㈫ 電話予約制（次回分まで受け付け）／午後1時30分
～4時⑤行政手続相談 28日㈭

⑥少年相談 26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

⑦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

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

東京都内の救急当番病院などの
お問い合わせ

東京都医療機関案内サービス

ひ ま わ り
☎03・5272・0303

24時間365日

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

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

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 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3
16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

17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 いのうえ内科クリニック ☎706・2630 鶴間1-18-13 
内科 近藤医院 ☎728・6898 成瀬1-6-7
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 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

外科系
おか脳神経外科 ☎798・7337 根岸町1009-4
町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

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 町田東口クリニック ☎721・8855 森野1-35-8
内科、
小児科 小泉医院 ☎725・8411 玉川学園2-5-24

内科 中野クリニック整形外科・内科 ☎793・7776 木曽西3-20-6

午前9時～翌朝9時
内科系 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

外科系
町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41
町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

19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
20日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
21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
22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

23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 広瀬クリニック ☎799・5161 小川4-17-12
内科 飯田内科クリニック ☎725・3801 森野1-33-12
内科 南東京ハートクリニック ☎789・8100 木曽西2-18-12

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
南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

24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 なかまち内科・外科医院 ☎725・0028 中町3-15-17
内科 にしむら内科クリニック ☎708・1024 大蔵町2222-5
内科 いしかわ内科クリニック ☎727・4970 森野4-21-5

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
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

25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
26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
27日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
28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
29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
30日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

●休日耳鼻咽喉科急患診療(午前9時~
午後5時)、 18日＝川野医院(☎726•
7673、森野1-11-9)
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広　　告

　ＲＵＮ伴（ランとも）とは、認知症になっても安心
して暮らせる地域づくりを目指して、認知症の方
もそうでない方も、みんなでタスキをつないで、日
本を縦断するプロジェクトです。〝オレンジ″のタ
スキをつなぎ、喜びや達成感を共有することを通
じて、認知症の方も地域で伴（とも）に暮らす大切
な隣人であることを実感できます。
　ＲＵＮ伴まちだ２０１７では、ランナーは南町田駅を
スタートし、ゴールの相原地区まで町田街道を走
り、タスキをつなぎます。また、中継地点の町田シ
バヒロで、多くの方に認知症を知っていただくこ
とを目的に認知症の体験イベントを実施します。
日９月２４日㈰午前１０時～午後３時
場町田シバヒロ
内飲食ブース、町田のゆるキャラ大集合、ＦＣ町田
ゼルビアコーナー、ステージイベント等

なんでオレンジ色なの？
　認知症サポーターの
証しである柿色をした
オレンジリングに由来
します。
　江戸時代の陶工・酒
井田柿右衛門が夕日に
映える柿の実の色から
インスピレーションを得て作り出した赤絵磁器は、
ヨーロッパにも輸出され世界的な名声を誇りま
す。この赤絵磁器と同じように、オレンジリングが
世界の至るところで認知症サポーターの証しとし
て認められればとの思いからつくられました。
　なお、温かさを感じさせるこの色は、「手助けし
ます」という意味があるといわれています。

あなたも認知症サポーターになりませんか？

認知症サポーター養成講座
　認知症を正しく理解し、認知症の人や家族
を地域で温かく見守る「認知症サポーター」に
なるための講座です。講座終了後には、認知症
サポーターの証しとなるオレンジリングをお
渡しします。
　次回は１１月２９日に町田市民フォーラムで
実施する予定です。お申し込み方法等の詳細
は、今後の本紙等（１０月１５日号・予定）でご案
内します。

　町田市議会議員・町田市長選挙の投票日が２０１８年２月
２５日㈰に決まりました。それに伴い、積極的な投票参加と、
明るい選挙の推進を広く呼び掛けるため、キャッチコピー
または標語を募集します！最優秀賞１点、優秀賞５点以内で
賞品をご用意しています。
対市内在住、在勤、在学の方
募集内容幅広い年齢層にアピールでき、町田市議会議員・市
長選挙の投票を呼び掛けるキャッチコピーまたは標語（記
号等を含めて２０字以内）
応募方法住所（学生の方は学校名）・氏名（ふりがな）・電話番
号・年齢・キャッチコピーまたは標語を明記し、１０月１３日ま
で（必着）に、ハガキ、ＥメールまたはＴｗｉｔｔｅｒで選挙管理委
員会事務局（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２、遍ｍｃｉｔｙ３１１０
＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ、Ｔｗｉｔｔｅｒアカウント名「＠ｍａｃｈ
ｉｍｅｉｓｕｉ」）へ。
【注意事項】
○応募は１人１標語で、自分で考えた未発表のものとします。
○Ｔｗｉｔｔｅｒでの応募は、ダイレクトメッセージを利用して
下さい。
○入賞作品の著作権は主催者側に帰属します。

選挙啓発ポスター等　イメージモデル募集！
　町田市明るい選挙推進協議会では、選挙の啓発ポス
ター等のイメージモデルを募集しています。詳細は、町
田市ホームページをご覧下さい。
締切１０月４日㈬まで
市HP 選挙　イメージモデル  検索

　江戸時代から明治時代の型染めの着物や型紙を前・後期で
１２９点紹介します。
会期前期＝９月１６日㈯～１０月９日㈷、後期＝１０月１４日㈯～１１
月５日㈰
※前・後期で展示替えをします（全期展示作品７点を除く）。
休館日月曜日（ただし９月１８日、１０月９日は開館し、９月１９日は休
館）、展示替え期間（１０月１０日～１３日）
開館時間午前９時～午後４時３０分

市立博物館

江戸の粋　明治のシック
－型染めデザインの美－

問選挙管理委員会事務局☎７２４・２１６８

町田をオレンジ色に染めよう

RUN伴まちだ2017 問高齢者福祉課
☎７２４・２１４０

関 連 催 事 　いずれも入館料が必要です。
【①講演会「型染めの歴史－小紋・中形が生ま
れるまで－」】
日１０月２８日㈯午後２時～３時３０分
講共立女子大学教授・長崎巌氏
定６０人（先着順）
【②体験講座「型染めのマイバッグ作り」】
　自分で型紙を彫り、トートバッグに型染め
をします。できた作品は当日お持ち帰りいた
だけます。
※汚れてもよい、動きやすい服装でおいで下
さい。
対小学５年生以上の方
日１１月３日㈷午後２時～４時
講葛飾区認定伝統工芸士・松井喜深子氏
定２０人（申し込み順）
費８００円

【③マルのつく日は　缶バッジ・デイ】
　各展覧会開催期間中の「マルのつく日」

（１０日、２０日、３０日〔休館日の場合は翌日〕）
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。
当展覧会の対象日９月２０日㈬、３０日㈯、１０
月２０日㈮、３１日㈫の開館時間内

◇
場①②市立博物館２階講堂（エレベーター
無し）③同館受付
申①③直接会場へ②９月２０日正午からイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード１７０９２０
Ｅ）へ。

白木綿地松竹梅模様浴衣　明治
時代１９世紀　個人蔵（前期展示）

町田市議会議員・町田市長選挙
投票日決定！キャッチコピー・イメージモデル大募集！

　防衛省から、通常は硫黄島や洋上で実施する離着陸訓練を、９月１日～６日
の日中に厚木基地で実施するという通告を受けました。

　この離着陸訓練期間やその前後には、市内で激しい騒音が発生する傾向
にありました。そのため市では、９月１日に、神奈川県及び厚木基地周辺市と
ともに、防衛大臣、厚木航空施設司令官らに対し、厚木基地における離着陸
訓練の中止を要請しました。
　今後も引き続き、厚木基地周辺の自治体と連携し、国と米軍に対し、騒音
解消に向けて、粘り強く要請していきます。

問企画政策課
☎７２４・２１０３

町田に静かで安全な空を返せ!
離着陸訓練の中止を要請

問同館☎７２６・１５３１

入館料３００円（障がい者１５０円、中学生以下無料）
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