
　個性豊かなお菓子や食品などを集めた「まちだ名産品」、新鮮・安心な
地元野菜などの町田ブランド「まち☆ベジ」、ものづくり事業者の優れた
技術で作られた「町田市トライアル発注認定商品」。これらはすべて町田
生まれ・町田育ちの「まちだのイチオシ！」商品、略して「まちオシ」です。
　自称「まちオシ商品ファン」の月岡さん（市内在住）は、「まち☆ベジ」や
「まちだ名産品」を日々の生活に取り入れ、自分流「まちオシ」活用術の暮
らしを楽しんでいます。

問産業観光課☎724・2129、農業振興課☎724・2166

捨てるところなし！まち☆ベジ「葉しょうが」
　我が家では、これからの寒くなる季節はまち☆ベジ野菜の中で
も葉しょうがが活躍します。葉しょうがは食欲増進や体を温める効
果があります。肉巻きにしてまちだ名産品の「匠みそ」や、「からう
まこうじ」をつけるとおいしくておすすめです。また意外と知られ
ていませんが、葉しょうがの葉は冷蔵庫の消臭剤になり、乾燥さ
せてお風呂に入れると保温効果がアップするのでおすすめです。

まちだ名産品「日本一トマトドレッシング」×まち☆ベジ「落花生」
【簡単茹で落花生】（材料）2～３人前から
落花生　200グラム
水　2カップ強、炊飯器で落花生が被るくらい（粒の大
きさで変わります）。 
まちだ名産品「日本一トマトドレッシング」　大さじ2
コンソメキューブ　1コ
（作り方）
①殻付き落花生をよく洗い、味が染みるように、殻に

はさみで切れ目を入れる。
②炊飯器に落花生と水、日本一トマトドレッシングと

コンソメキューブを入れ早炊き（なければ普通炊
き）のボタンをポン！

　

③出来上がり。塩でお好みの味に調整。 って何だろう？
気になる人は2面へ。

地

岡直三郎商店
「日本一トマトドレッ
シング」

やさいの家
「からうまこうじ」

岡田屋
「町田しば漬」

月岡さんまちオシ活用術

産推奨
暮らしの中の

まちオシ商品ファンの

月岡さん

まち☆ベジを生産している
認定農業者の守屋さん

この他の月岡さん考案「まちオシ」レシピは、町田市ホームページでチェック ！

まちだ名産品とまち☆ベジを使
ったこの時期のおすすめ料理。
葉しょうがと「からうまこうじ」
の肉巻きと「町田しば漬」入りポ
テトサラダ。「日本一トマトドレ
ッシング」は、サラダにかけたり
茹で落花生と一緒に炊いて隠し
味に。ランチョンマットはトライ
アル発注認定商品の（株）Duco

「透き通る漆シート」です。

アレンジレシピ
　落花生を豆腐にのせてジーマミー豆腐風。
　ごはんにあえても！

本日の新聞には別刷り「東京2020オリンピック・パラリンピック特集」が折り込まれています
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数ある商品の中から一部を紹介！「まちオシ」商品物語 
「まちオシ」連携プレーが生んだ名産品メロン３商品
まちだシルクメロンキャンディー、まちだシルクメロンダックワーズ、
シルクメロンマカロン

名産品と名産品でワンランク上の
ソーセージが完成　匠ソーセージ

　町田市トライアル発注認定商品の大浩研熱㈱・町田式水耕栽培
槽（＝写真右）で手塩にかけて育てたまちだシルクメロン。高級メ

①まちだシルクメロンキャンディー 
　合同会社プラナス（小山町） ☎812・0276
②まちだシルクメロンダックワーズ 
　玉川虎屋（玉川学園） ☎728・6340
③シルクメロンマカロン
　ル・ソレイユ（鶴川） ☎708・9982

①匠ソーセージ　手造りハ
ム・ソーセージ独逸屋（成
瀬台）☎721・7401

②匠（米みそ）　井上糀店
（小山町）☎070・5547・
4252

　味噌職人とソーセージ職人がタッグを組んでおいしい匠ソ
ーセージが誕生。匠味噌とシソの風味が楽しめます。七味をか
けると、さらに深い味わいになりおすすめです。

①

②

製造工程が見られるお店
町田ペブル（チョコレートラスク）

スワンベーカリー町田店（中町）☎785・4533

　中町のスワンベーカリー町田店では、
こだわりのチョコレートを使ったチョコ
レートラスク「町田ペブル」の製造工程

（①～⑤）をお店の中から見学できます。お買い物のついでに
甘い匂いの漂う厨房をのぞいてみませんか。

●②

●③ ●④ ●⑤

●①
まちだ名産品➡町田商工会議所ホームページ まちだ名産品 検索

まち☆ベジ➡Facebook・Twitter「町田市農業情報」
町田市トライアル発注認定制度➡市HP 町田市トライアル発注認定制度 検索

まちだイチオシ市場➡Facebook・Twitter「町田認定商品情報　まちだイチオシ市場」

詳しい情報はこちらからもチェックできます！

　ニューロネット（株）のプライベートクラウド型Web会
議システム『SaasBoard』（2016年度認定商品）は、オフィ
スにいても、自宅にいても、外出先でもネットにつなぐだけ
で会議に参加できるWeb会議システムです。PCやスマー
トフォン、タブレットなどすべての端末で使え、利用OSや
ブラウザの種類を選ばず、とても便利です。ワンクリックで
対面会話ができ、遠隔会議で業務効率化につながりました。

トライアル発注認定商品も多数出展します！

プレートはトライアル発注認定商品の「透き通る
漆シート」㈱Duco

①

②③

ロン水準の糖度15度をクリアしたメロ
ンは、市内の会社やお菓子屋さんの手
でおいしいスイーツに変身しました。

【出展商品の一例】

　とれたて野菜の販売会です。
日時:10月16日（月）午前11時〜午後1時（売り切れ次第終了）
会場:市庁舎正面玄関

　全６０品目が勢ぞろいする販売会。一
部商品の調理販売や試食を行います。

「まちオシ」ってなんだ？

期間:10月16日（月）〜20日（金）
時間:午前８時30分〜午後5時 　場所:市庁舎1階イベントスタジオ

おいで下さい「まちだイチオシ！市場」

まちテレ　町田市トライアル発注認定 検索

あわせてチェック！
1０月の「まちテレ」は2０17年度町田市トライアル発注認定商品の魅力を紹介

　有識者、消費者代表等で構成
された町田市名産品等推奨委
員会により2年に1回認定され
るもので、60品目の認定商品がそろ
っています。郷土色あふれる個性豊
かな和菓子・洋菓子・食品・調味料・飲
料・工芸品などが認定されています。

　農薬等の基準を守り、生産
記録をつける等の管理の下
で作られた、「新鮮」「安心」

「安全」な町田産農産物です。毎月
第3月曜日に市庁舎1階正面玄関
前で「まち☆ベジ市」を開催してい
ます。

　市が認定する、新規性が高く優
れた商品やサービスで、市内もの
づくり事業者が生産した多種多様な商品
が揃っています。市は認定商品カタログ
の作成や配布、町田市ホームページでの
紹介の他、各種イベントブースでのPＲ等
で販路拡大の支援を行っています。

日時:10月16日（月）・17日（火）、いずれも午前1０時〜午後2時 
会場:市庁舎正面玄関

まち☆ベジ市

秋のまちだ名産品フェア

パネルや写真を使って、商品の魅力を紹介。
トライアル発注認定商品の展示もあります。
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募　集募　集
病 児 施 設 職 員
　詳細は病児保育室へお問い合わせ
下さい。
対有資格者
○はやしクリニック病児保育室（☎
７９３・３７２２）＝保育士（パート）
問子育て推進課☎７２４・４４６８
新生児訪問指導事業

訪 問 指 導 員 募 集
対助産師または保健師資格を有する
方＝若干名
※採用日は相談のうえ、決定します。
勤務時間原則午前８時３０分～午後５
時の間で、訪問１件につき２時間程度
勤務場所市内全域
内新生児や出産後の産婦の家庭を訪
問し、育児相談・体重測定等を行う
報酬訪問１件につき４５００円（交通費
含む）
申保健予防課へ電話連絡のうえ、助
産師または保健師免許証の写しと履
歴書を持参し、直接保健予防課（健康
福祉会館）へ。
問保健予防課☎７２５・５１２７

お知らせお知らせ
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１１月５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４０台（申し込み順）
費２０００円
申１０月２０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。
※詳細は同公社へお問い合わせ下さ
い。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

リサイクル広場・小山田
桜 台 を 開 催 し ま す
　地域の方々が身近に利用できるリ
サイクル広場を開催します。
※対象品目をお持ちのうえ、直接会
場へおいで下さい。
日１０月１４日㈯午前１０時～午後３時
場小山田桜台センター商店街アーケ
ード（小山田桜台１－２０付近）
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

空家に関する相談窓口を設置
　市では、空家対策を推進するため、
各種専門家等の団体と連携し、無料
で相談できる窓口を設置します。
相談日１０月１６日～２０１８年３月１２
日の毎月第２・４月曜日（祝日の場合

は翌週の月曜日）、午前９時～正午
（相談時間は１人５０分）
場住宅課（市庁舎８階）
※第２月曜日は弁護士、宅地建物取
引士、第４月曜日は弁護士、税理士、
宅地建物取引士が相談に応じます。
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。
身近な地域で保育の仕事をしてみま
せんか

保育士就職支援研修・就
職相談会（八王子会場）
　就職相談会のみ参加の方は、直接
会場へおいで下さい。
対保育士資格を有する方、または資
格取得見込みの方
日１０月２５日㈬①午前１０時～午後２
時３０分②午後２時３０分～４時
場学園都市センター（八王子市旭町
９－１）
内①就職支援研修＝就職に向けた最
近の保育事情などの講義、保育園園
長や先輩保育士による講話（予定）②
就職相談会＝町田市及び近隣市の民
間認可保育園等がブースを出展し、
就職に関する質問等の受け付けや、
求人情報を提供

定就職支援研修＝１００人（申し込み
順）
申参加申込書（子育て推進課〔市庁舎
２階〕に有り）に記入し、郵送またはＦ
ＡＸで㈱アイフィス（〒１１２－０００５、
文京区水道２－１０－１３、☎０３・
５３９５・１２０１返０３・５３９５・１２０６）へ
（東京都保育人材・保育所支援センタ
ーホームページで申し込みも可）。
問子育て推進課☎７２４・４４６８
秋号を発行しました！～講座・イベ
ント情報誌

生涯学習ＮＡＶＩ 好き！学び！
　市内や近隣で１０～１２月に催され
る講座・イベント等の情報を掲載し
ています。「みんなの学ビバ！！」では、
学びの機会などを紹介しています。
　また、「講座・イベント体験レポー
ト」では、市民編集委員が実際に講座
等に参加し、その様子を紹介してい
ます。
配布場所市庁舎、各市民センター、各
市立図書館等
※町田市ホームページでもご覧いた
だけます。
問生涯学習センター☎７２８・００７１

第２回行政経営監理委員会
問経営改革室☎７２４・２５０３

災害時の物資供給に係る協定を締結しました
問防災課☎７２４・３２１８

木曽森野コミュニティセンター 
臨 時 休 館
　１１月１日㈬は電気設備（高圧ケ
ーブル）の更新工事のため、臨時休
館します。
問市民協働推進課☎７２３・２８９２

木 曽 山 崎 図 書 館 
臨 時 休 館
　１１月６日㈪～１２月２０日㈬は排
水設備等改修工事のため、休館し
ます。
　休館中は、予約本のみ木曽山崎
コミュニティセンター１階ロビー
でお渡しする予定です。
※詳細は町田市立図書館ホームペ
ージ等でお知らせします。
問木曽山崎図書館☎７９３・６７６７

　市では、「市役所の生産性の向
上」と「公共施設における行政サー
ビス改革」の２つを改革の柱とす
る行政経営改革プランを着実に推
進するため、外部有識者や市長・副
市長等で構成する行政経営監理委
員会を開催します。
　第２回は「自治体間比較による
行政経営改革」をテーマに意見交

　市では、地震等の大規模な災害
が発生した場合に備え、他自治体
や企業等のさまざまな団体と災害
時協力協定を結び、災害時におけ
る対策を実施しています。
　９月１１日には、東日本段ボール
工業組合と「災害時における段ボ
ール製品の調達に関する協定」を
締結しました。また、「５日で５０００
枚の約束」プロジェクト実行委員

換を行います。
　この会議の傍聴を希望する方
は、事前にお申し込み下さい。
日１０月２３日㈪午後３時～５時３０分
場市庁舎３階会議室３－２・３
定３０人（申し込み順）
費実費（会議資料コピー代）
申１０月１６日までに電話で経営改
革室へ。

会と「災害時における畳の提供に
関する協定」を締結しました。
　災害時の避難生活は、身体面や
衛生面等で厳しい環境になること
が予想されます。今回の協定締結
によって、災害時に段ボール製ベ
ッドや避難施設に敷く畳が提供さ
れ、避難施設での生活改善が期待
されます。町田市職員採用試験情報

職　　種 募集人員 日程等 採用日（予定）
一般事務（高卒程度）

若干名

○電子申請受付
期間
10月2日㈪～
13日㈮午後5時
※申込受付は電
子申請のみで
す。

○1次試験日
11月5日㈰

2018年4月1日

身体障がい者対象一般事務（高卒程度）
身体障がい者対象一般事務
土木技術
建築技術
歯科衛生士
保健師
土木技術（社会人経験者対象）
建築技術（社会人経験者対象）
保健師（社会人経験者対象）
※受験資格等試験の詳細は「町田市職員採用試験実施要項」をご確認下さい。
※「町田市職員採用試験実施要項」は町田市ホームページでダウンロードできます。ま
た、市庁舎・各市民センターでも配布しています。

問職員課
☎７２４・２５１8

ツイッターで情報発信を始めました！
【Twitterアカウント名】町田市職員採用試験情報（町田市公式）

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

①作業療法士

若干名

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、または2018年春までに取
得見込みの方

○郵送受付=10月17日
㈫まで（必着）

○持込受付=10月16日
㈪、17日㈫、いずれも午
後5時まで

○試験日=10月28日㈯
※①~③は11月18日㈯
に第二次試験がありま
す。

2018年1月1日、
4月1日

②臨床検査技師
1982（昭和57）年4月2日以降に生まれた、臨床検
査技師の資格を有する方、または2018年春までに
取得見込みの方

③診療放射線技師
1982（昭和57）年4月2日以降に生まれた、診療放
射線技師の資格を有する方、または2018年春まで
に取得見込みの方

2018年4月1日
④病院事務A
　（任期付き主事職）
※任期は3年。

1977（昭和52）年4月2日以降に生まれた、民間企
業等において病院医事業務に関する職務経験を3年
以上有する方

⑤病院事務B
　（係長職）

1972（昭和47）年4月2日以降に生まれた、民間企
業等において病院医事業務に関する職務経験を10
年以上有し、かつ管理職として3年以上の職務経験
を有する方

※看護師・助産師の正規職員募集は採用予定数に達したため、今年度の募集を締め切り、1月に予定していた試験は中止しました。
※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。市民病院・各市民センターでも配布しています/郵送
・持ち込みは町田市民病院総務課へ/各職種の受験資格、採用条件等は募集要項を十分に確認して下さい。

町田市民病院職員募集 問町田市民病院総務課☎７２２・２２３０（内線７４１２）町田市民病院　採用 検索



4 2017．10．1 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

エフエムさがみ 83.9MHz　「東京町田インフォメーション」で町田の情報を放送中

お知らせお知らせ
大地沢青少年センター～２０１８年４
月分の
利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申１０月７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。
※４月１０日、１７日、２４日は利用でき
ません。

町田市自然休暇村 せせらぎの里
【年末年始の利用受付開始】
　年末年始は、２泊３日での申し込み
となります（抽選、利用は本館のみ）。
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
利用日１番（１２月２９日～３１日）、２番
（１２月３１日～２０１８年１月２日）、３番
（２０１８年１月２日～４日）

申「町田市自然休暇村年末年始利用
抽選申込み」と書き、希望利用日の番
号（第２希望まで）・代表者の住所（市
内在勤で市外在住の方はその旨を明
記）・氏名・電話番号（自宅・携帯をお
持ちの方は携帯番号）・利用予定人数
詳細（大人〔中学生以上〕・小学生・幼
児〔寝具の有無〕）を明記し、１０月３１
日まで（必着）に、ハガキまたはＦＡＸで
町田市自然休暇村（〒３８４－１４０３、
長野県南佐久郡川上村秋山５３－
１５、返０２６７・９９・２２４０）へ（自然休
暇村ホームページで申し込みも可）。
※１グループ１枚、重複申し込みは無
効です。
※１泊、３泊を希望する方は、抽選後
の申し込みとなります。
※詳細は自然休暇村（☎０２６７・９９・
２９１２）へお問い合わせ下さい。
【２０１８年４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１０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）。
※４月１０日、１１日、２６日、２７日は利
用できません。
開催します
障がい者就職面接会
　参加企業（３０社予定）の人事担当
者と面接ができます。
※応募書類（履歴書・職務経歴書）を
複数枚と身体障害者手帳及びそのコ
ピーをご持参下さい。
日１０月２７日㈮午後１時～４時
場市立総合体育館
申ハローワーク町田・八王子・府中・
相模原に求職登録している方は、直
接登録先のハローワークへ。その他
のハローワークで求職登録している
方は、主催ハローワーク（町田・八王
子・府中・相模原）のいずれかへ直接
申し込み（当日、直接会場での参加申
し込みも可）。
問ハローワーク町田専門援助部門☎
７３２・７３１６、町田市障がい福祉課☎
７２４・２１４７
国民年金保険料の一部免除が
承認された皆さんへ
　国民年金保険料の免除申請を行
い、４分の１・半額・４分の３の免除が
承認された場合、残りの納付すべき
保険料の納付書が送付されますの
で、銀行・郵便局・コンビニエンスス
トア等で納めて下さい。
　この保険料を納めることにより、
一部免除が承認された期間は、老齢
・障害・遺族基礎年金の受給資格期
間に含まれ、老齢基礎年金額にも反
映されます。期限内に納付しなかっ
た場合は、未納期間扱いとなり、受給
資格期間に含まれませんので、納め
忘れのないようにご注意下さい。
問保険年金課☎７２４・２１２７、八王子
年金事務所☎０４２・６２６・３５１１

町田市公開収録番組出場者募集
「新婚さんいらっしゃい！」
　２０１８年の市制６０周年を記念し
て、テレビ番組「新婚さんいらっしゃ
い！」の公開収録が行われます。公開
収録にあたり、出場者を募集します。
対市内在住の結婚後３年以内の夫婦
予選会２０１８年１月２０日㈯午後２時
から、２１日㈰午前１０時から
場町田市民ホール
申２０１８年１月１９日までにＡＢＣ朝日
放送のホームページで申し込み。
※出場者募集についてはＡＢＣ朝日
放送（☎０９０・８８８０・１５８４）へお問

い合わせ下さい。
問広報課☎７２４・２１０１
募集します
技能功労者・永年勤続従業員
　市と町田商工会議所では、技能功
労者と事業主から推薦された永年勤
続従業員を表彰しています。
　推薦基準を確認のうえ、推薦する
場合は、１１月３０日㈭までに推薦書
を産業観光課（市庁舎９階）、または
町田商工会議所へ提出して下さい
（所定の用紙は両提出場所に有り）。
※いずれも過去に同一年の表彰を受
けた方は対象外です。
※２０１８年２月２日㈮に町田商工会議
所で表彰式を行う予定です。
【技能功労者の推薦基準】
対主として、市内で技能的職業に従
事し、市内に引き続き５年以上居住
している、経験年数２５年以上、年齢
が５０歳（２０１７年１０月１日現在）以上
で、優れた技能を持ち、徳行が著し
く、後進の模範となっている方
【永年勤続従業員の推薦基準】
対市内の同一の中小企業に勤務し、
勤続年数が①１０年以上②２０年以上
③満３０年（いずれも２０１７年４月１日
現在）の方

◇
問産業観光課☎７２４・２１２９、町田商
工会議所☎７２２・５９５７

２０１８年度募集分～町田市農業研修
現 地 見 学 会
　市では、野菜作りのノウハウを学
び、農家を支援する援農者や新たに
農業経営を目指す方の育成を目的と
した２年間の農業研修を、市が開設
した研修農場で行っています。
　２０１８年度募集予定の農業研修の
現地見学会を開催します。
対市内に住民登録があり、２０１８年
度の農業研修参加希望の方
日１０月２１日㈯午前９時～正午
場町田市農業研修農場（小野路町）
内農業研修の見学、作業体験等
※着替えのできる施設はありませ
ん。農作業のできる服装でおいで下
さい。
定１５人（申し込み順）
申１０月４日正午～１６日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１００４Ｇ）へ。
問農業振興課☎７２４・２１６６

お店にＷｉ－Ｆｉを導入
し ま せ ん か
　観光客等の利便性向上を図るた
め、新たにＷｉ－Ｆｉ（ＭａｃｈｉｄａＦｒｅｅ　
Ｗｉ－Ｆｉ）を導入していただけるお店
を募集します。
対町田駅周辺の宿泊施設、飲食店、小
売店等
内導入経費（消費税は除く）を補助
（上限３万円）
申募集要項（産業観光課〔市庁舎９
階〕、町田市観光コンベンション協会
に有り、町田市ホームページでダウ
ンロードも可）に添付の申込書に記
入し、１０月１日～２０１８年２月２８日
に直接同協会へ。
※申請額が予算額に達した時点で受
け付けを終了します。
問同協会☎７２４・１９５１、町田市産業
観光課☎７２４・２１２８

１０月１１日㈬～２０日㈮

「全国地域安全運動」� 問市民生活安全課☎724・400３

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 10月6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

町田市下水道事業計画評価懇談会 10月12日㈭午前
10時~正午 市庁舎3階会議室3-1 5人

（先着順）
直接会場へ問下水道総務課
☎724・4290

町田市都市計画審議会 10月12日㈭午前
10時から 市庁舎3階第1委員会室（予定） 10人

（申し込み順）
事前に電話で都市政策課（☎
724・4247）へ

町田市指定管理者管理運営状況評価
委員会（対象施設=休日・準夜急患こ
どもクリニック、休日応急歯科・障が
い者歯科診療所、大賀藕

ぐう

絲
し

館、わさび
だ療育園、小野路宿里山交流館）

10月12日㈭午後
1時30分から 市庁舎5階会議室5-3 10人

（申し込み順）
事前に電話で総務課（☎724
・2108）へ

町田市情報公開・個人情報保護運営審
議会

10月16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

ごみの資源化施設地区連絡会（町田リ
サイクル文化センター周辺エリア）

10月18日㈬午後
6時30分から 忠生市民センターホール 10人程度

（先着順）
直接会場へ問循環型施設整
備課☎724・4384

町田市母子保健連絡協議会 10月26日㈭午後
7時~8時30分 市庁舎2階会議室2-5 3人

（申し込み順）
事前に電話で保健予防課（☎
725・5422）へ

　市では、町田警察署・南大沢警察
署や関係機関と連携し、各種の防
犯イベントを実施します。地域の
見守り活動への参加や、ご自宅の
防犯設備の見直しなど、安全・安心
のまちづくりにご協力下さい。

振り込め詐欺等の対策
【市内振り込め詐欺等発生状況】
　現在、市内では振り込め詐欺等
の被害が多発しています。特に、市
や公的機関の職員をかたる還付金
詐欺が２３件発生しており、昨年と
比べると１９件の増加となってい
ます（８月３１日現在）。
　市の職員が還付金のために、ＡＴ
Ｍの操作を指示することは絶対に
ありません。日ごろから対策を怠
らないようにしましょう。
【留守番電話機能の活用】
　振り込め詐欺は、ほとんどが嘘

うそ

の電話から始まります。ご自宅の
電話機を在宅中も常に留守番電話
に設定して、相手の名前と用件を
確認し、必要な相手にのみ、折り返
し電話をかけるなど、不審な電話
を受けないことが有効です。
【自動通話録音機の設置】
　常に留守番電話に設定すること

が不可能な場合は、自動通話録音
機を設置することも効果がありま
す。自動通話録音機は、電話発信者
に対し、自動で通話を録音する旨
のメッセージを流して、通話内容
を録音する機械です。家電量販店
では１万円程度から取り扱いがあ
るようです。
　特に高齢者がいるご家庭では、
自動通話録音機の設置をお願いし
ます。
【自動通話録音機貸与事業】
　市では、１０月から東京都の補助
金を活用して、自動通話録音機の
貸与事業を行います。町田警察署
・南大沢警察署と協力し、実際に
振り込め詐欺の被害にあった高齢
者等に対し同録音機を貸与しま
す。
【防災行政無線を使用した啓発】
　振り込め詐欺等は高齢者が金融
機関に行く機会の多い年金支給日
に狙われやすいと言われていま
す。このことから、防災行政無線を
使用した振り込め詐欺等の防止に
関する啓発放送を年金支給日の午
後０時４０分から１０分間、実施して
います。次回の放送予定日は１０月
１３日です。
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催し・講座催し・講座
参加者を募集します
鶴間公園のがっこう祭

【公園の木を活
い

かすワークショップ】
　市では、２０１９年秋ごろのリニュ
ーアルオープンに向けて、鶴間公園
の整備を進めています。その過程で
伐採した樹木に感謝を込めて、市民
の皆さんが触れ、活かすワークショ
ップを開催します。
　このワークショップは、南町田拠
点創出まちづくりプロジェクトの一
環として、新しくなる鶴間公園を「市
民が活用する」アイデアを考え、実践
する「鶴間公園のがっこう」の企画の
ひとつです。
　みんなで力を合わせて公園の木の
新たな一歩をつくりませんか。
※小学生以下のお子さんは、保護者
同伴でおいで下さい。
※詳細は、南町田拠点創出まちづく
りプロジェクトホームページをご覧
下さい。
日１１月４日㈯午前９時～午後４時（雨
天時は５日に順延）
※雨天順延の場合は、当日午前８時
に同プロジェクトホームページに掲
載します（電話で都市政策課へお問
い合わせも可）。
場鶴間公園
内樹皮削り、木挽

び

き等
講（一社）街の木ものづくりネットワ
ーク・湧口善之氏
定４０人（申し込み順）
※付き添いの保護者も含みます。
申１０月６日正午～２７日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１００６Ｅ）へ。
問都市政策課☎７２４・４２４８

消費生活センター
消費者月間イベント

【落語・寸劇・なつかしのメロディ～
笑って歌って悪質商法撃退！！】
日１１月１８日㈯午後１時～３時３０分
内①悪質商法撃退落語②悪質商法撃
退の寸劇③騙されない替え歌等
講①落語家・立川平林氏②ＮＡＣＳ東
日本支部消費者教育研究会③年金ま
ちだ実行委員会
定１８８人（申し込み順）
申１０月５日正午～１１月１４日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１００５F）へ。
※親子室（１歳未満児とその保護者、
申し込み順に３組）、保育希望者（１歳
以上の未就学児、申し込み順に１０
人）は併せて申し込みを。
【食の安全を考える～食品添加物っ
てなあに？】
　東京都と共催です。
日１１月９日㈭午前１０時～正午
講東京家政学院大学応用食品科学研
究室准教授・山﨑薫氏
定４０人（申し込み順）
申１０月５日正午～１１月５日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１００５D）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。
【食の安全を考える～ハム・ソーセー
ジの発色剤を調べよう！】
　ハム・ソーセージの発色剤や野菜
の硝酸根について、テストで調べま
す。
日１１月１６日㈭午前１０時～午後０時
３０分
講コンシューマー技術教育研究会代
表・福岡ひとみ氏
定１６人（申し込み順）
費１００円（検体費）

申１０月５日正午～１１月１３日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１００５Ｅ）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。

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
問消費生活センター☎７２５・８８０５
歌って　踊って　楽しく　健康長寿
をめざそう
音 楽 体 操 教 室
　懐かしの歌や音楽に合わせて無理
なくできる体操教室です。
対市内在住の、医師から運動制限等
を受けていない原則全回参加できる
満６０歳以上の方

日１１月６日、１３日、２０日、いずれも月曜
日午前９時３０分～１０時３０分、全３回
場ふれあいくぬぎ館
定２０人（ふれあい館の利用登録がな
い方を優先のうえ、抽選）
申１０月５日正午～１１日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１００５Ａ）へ（会場への申し込みは
不可）。
※参加には、ふれあい館の利用券の
作成（無料）が必要です。利用券をお
持ちでない方は、身分証明書（保険証
等）と２つの緊急連絡先を持参して
下さい。
※会場については、ふれあいくぬぎ
館（☎７９３・６３３１）へお問い合わせ
下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

パブリック
コメント
概　要

１０月は乳がん予防月間です
問健康推進課☎７２５・５１７８

皆さんのご意見をお寄せ下さい
①第７期町田市介護保険事業計画（素案）

問いきいき総務課☎７２４・２９１６
　団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を見据え、高齢者が住み慣れた
地域で安心して暮らし続けることができるよう、地域包括ケアシステムの
深化・推進や、高齢者本人やその家族の生活の質の向上に取り組むため、第
７期町田市介護保険事業計画を策定します。
【概要】
○計画期間　２０１８年度～２０２０年度
○基本理念　高齢者の尊厳が守られ、人生の豊かさが実感できるまち
○構成　基本理念の実現に向けて、下記の基本施策を展開します。
地域ネットワークの充実／地域の支え合いと介護予防の推進／認知症の人
にやさしい地域づくりの推進／在宅療養を支える医療・介護連携の推進／
在宅高齢者とその家族の生活の質の向上／介護保険サービスの基盤整備／
介護保険サービスの質の向上と適正化
○募集期間　１０月２日㈪～３１日㈫
○担当課　いきいき総務課（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２、市庁舎７階、☎
７２４・２９１６返０５０・３１０１・４３１５遍ｍｃｉｔｙ３１２０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）

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） 問保健総務課☎７２４・４２４１
　２０１２年に策定された「まちだ健康づくり推進プラン（第４次町田市保健
医療計画）」に基づき、市では、保健医療を取り巻く情勢の変化に的確に対応
し、市民の健康増進を支援するまちづくりに取り組んできました。第４次計
画の成果や課題を踏まえ、生活習慣の改善に関する効果的な取り組みをさ
らに推進するとともに、在宅医療を含めた安心できる地域医療の充実を意
識した「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）」を策定
します。
【概要】
○計画期間　２０１８年度～２０２３年度
○基本理念　みんなでつくる「健康のまち」まちだ
○基本目標　健康に生活できるまちをつくる／安心できる地域医療がある
まちをつくる／健康的な生活環境を備え人と動物が共生しているまちをつ
くる
○募集期間　１０月２日㈪～３１日㈫
○担当課　保健総務課（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２、市庁舎７階、☎７２４
・４２４１返０５０・３１０１・８２０２遍ｍｃｉｔｙ３１７０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）

○資料の閲覧・配布　計画（素案）は、町田市ホームページに掲載するほか、次
の窓口で閲覧及び資料の配布を行います（各窓口で開所日・時間が異なる）。
市政情報課・広聴課（市庁舎１階）、男女平等推進センター（町田市民フォー
ラム３階）、生涯学習センター、各市民センター、町田・鶴川・南町田の各駅前
連絡所、木曽山崎・玉川学園の各コミュニティセンター、各市立図書館（堺図
書館を除く）、町田市民文学館、①いきいき総務課（市庁舎７階）・高齢者福祉
課（市庁舎１階）・各高齢者支援センター、②保健総務課（市庁舎７階）・町田市
保健所（中町庁舎）・健康福祉会館
○意見等の提出方法　郵送、FＡＸ、Ｅメール、または各担当課ほか、資料を配
布している窓口へ直接提出して下さい。郵送の場合は、配布資料に添付して
いる専用封筒（料金受取人払郵便）をご利用いただけます。

－注意事項－
〇書式は自由ですが、住所・氏名・連絡先・件名を明記して下さい。
〇電話、窓口での口頭によるご意見はお受けできません。
〇ご意見への個別回答は行いません。
〇公序良俗に反するもの、特定の団体・個人等に対する誹謗中傷が含まれる
ものは無効とします。
〇寄せられたご意見の概要及び市の考え方は、個人情報を除き、いずれも
２０１８年１月ごろに町田市ホームページ及び上記資料配布場所で、公表予定
です。

【乳がんの早期発見には、２年に１
度の乳がん検診が有効です】
　乳がんは、４０～５０歳代の女性
に多く、日本人女性の１１人に１人
がかかると言われていますが、早
期に発見・適切な治療を受けた場
合は９０％以上が治癒すると言わ
れています。
　通常、乳がん検診には健康保険
は適用されず、費用は全額自費（約
１万１０００円）ですが、町田市では
少ない自己負担額で検診を受ける
ことができます。
対町田市に住民登録があり、職場
等で検診の機会がない４０歳以上
の偶数年齢（今年度末時点）の女性
※自覚症状のある方は、検診では

なく早めに医療
機関を受診して
下さい。
検診内容問診、
マンモグラフィ
費２０００円
申事前に電話で
乳がん検診実施
医療機関（下表参照）へ。
【乳がん予防イベントを開催しま
す】
　FＣ町田ゼルビアホームゲーム
で、クイズに参加いただいた先着
３００人の方に、オリジナルマフラ
ーをプレゼントします。
日１０月７日㈯午後１時３０分～４時
場市立陸上競技場

乳がん検診実施医療機関一覧
実施医療機関名 所在地 連絡先

南町田病院 鶴間4-4-1 ☎799・6161
あけぼの病院 中町1-23-3 ☎728・1131
ミーナ町田ジェイクリニック 原町田4-1-17 ☎732・5120
鶴川記念病院 三輪町1059-1 ☎044・987・1311
ふれあい町田ホスピタル 小山ヶ丘1-3-8 ☎798・1121
多摩丘陵病院 下小山田町1491 ☎797・1511
JA健康管理センターさがみはら 相模原市緑区橋本6-1-14 ☎772・3296
長津田厚生総合病院 横浜市緑区長津田4-23-1 ☎045・981・1205
ヘルス・サイエンス・センター 相模原市南区相模大野3-3-2 ☎740・6200
新百合ヶ丘総合病院 川崎市麻生区古沢都古255 錆0120・700・098
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催し・講座催し・講座
高次脳機能障がいへの 
理 解 と 支 援 を 学 ぶ

　外見からは分かりにくく、本人も
病識を持ちづらい高次脳機能障がい
者の支援について、専門クリニック
の医師からお話しいただきます。
日１０月２２日㈰午前１０時～正午
場市庁舎
講はしもとクリニック経堂院長・橋
本圭司医師
定６０人（申し込み順）
申氏名（ふりがな）・電話番号、当事者
・家族・支援者等の別を明示し、１０月
２日～２０日に電話またはＦＡＸでひ
かり療育園（☎７９４・０７３３返７９４・
０７７２）へ。
子ども発達センターすみれ教室

地 域 公 開 講 座
【落ち着きのない子どもへの対応に
ついて】
　手をつないで歩けない、すぐに飛
び出すなど、お子さんの行動で困っ
ていませんか？そんな時の適切な関
わり方を学びましょう。

対未就学児の保護者
日１１月７日㈫午前１０時～正午
場市庁舎
講東戸塚こども発達クリニック院長
・小澤武司医師
定１００人（申し込み順）
申１０月３日正午～３１日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コード
１７１００３Ａ）へ。保育希望者（１歳以上
の未就園児、申し込み順に２０人）は
併せて申し込みを。
問すみれ教室☎７２６・６５７０
動きたくなるココロと動けるカラダ
～骨格筋を働かせて

糖 尿 病 を 予 防 し よ う
　ストレッチングを正しく行うポイ
ント、運動継続のコツなど、実技を通
して分かりやすく解説します。
日１１月１４日㈫午前１０時～正午
場健康福祉会館
講東京医科大学八王子医療センター
糖尿病・内分泌・代謝内科理学療法士　
天川淑宏氏
定１００人（申し込み順）
申１０月３日正午～１１月７日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１００３Ｅ）へ。
問健康推進課☎７２５・５１７８

町田市医療・介護・福祉研究大会
アクティブ福祉ｉｎ町田ʼ１７

　高齢者へのケアの向上や医療と介
護の連携などについて、市民の方に
理解を深めていただくため、施設の
職員や学生が日ごろの取り組みや研
究を発表します。介護用品・福祉用具
等の展示、体験コーナーもあります。
日１１月８日㈬①午前１０時３０分～午
後５時３０分②午後０時３０分～５時
場町田市文化交流センター５・６階
内①実践・研究発表大会②介護用品
等展示
費①のみ１０００円（学生無料）
※詳細は、町田市介護人材開発セン
ター（☎８５１・９５７８）へお問い合わ
せ下さい。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６
おいしく！楽しく！健康に！

男 性 料 理 教 室
　栄養バランスが良く、繰り返し作
れるメニューを調理・会食します。
対市内在住の６５歳以上の料理初心
者の男性で、全回参加できる方
日１１月９日㈭、１６日㈭、２４日㈮、い
ずれも午前１０時～午後１時、全３回
場町田市民フォーラム
定２０人（抽選、結果は１０月２５日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申１０月５日正午～１１日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コード
１７１００５Ｃ）へ。
※当日の詳細は、町田市シルバー人
材センター（☎７２３・２１４７、受付時

間＝午前９時～午後４時）へお問い合
わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

音楽で取り組む認知症予防
　音楽で取り組む認知症予防につい
ての講話と、伴奏に合わせて歌を楽
しむ講座です。
※町田認知症予防活動交流会との共
催です。
対市内在住の方
日１１月８日㈬午後１時３０分～３時３０
分
場忠生市民センター
講目白大学講師・大内都子氏、ピアニ
スト・神長清子氏
定１００人（申し込み順）
申１０月５日正午～３１日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

家 族 介 護 者 教 室
　いずれも臨床心理士からお話しい
ただきます。
対市内在宅高齢者の家族介護者
日①１０月８日②１０月１５日、いずれ
も日曜日午前１０時～正午
場①特別養護老人ホーム美郷②本町
田高齢者在宅サービスセンター湧和
内①認知症の方やその周囲の方々の
気持ち・心について②家族介護者の
心とストレスについて、交流会
定各４０人（申し込み順）
申電話で①堺第２高齢者支援センタ
ー（☎７９７・０２００）へ②町田第２高齢
者支援センター（☎７２９・０７４７）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

２０１８年度　町田市私立幼稚園等　園児募集
問保育・幼稚園課☎7２４・２１３８

道路の愛称を募集します！
問道路政策課☎7２４・１１２４

町田市戦没者追悼式を執り行います
問福祉総務課☎7２４・２５３7

　詳細は各私立幼稚園等へお問い合わせ下さい。子ども・子育て支援新制
度移行園の詳細は、まちだ子育てサイトをご覧下さい。

名　　　　称 新制度
移行園 所在地 連絡先

相原 相原町４４４５－３ ☎７８２・２１０４
桜美林 常盤町３６１３－３ ☎７９７・０７９６
小川 小川１－１８－１ ☎７９５・１１３４
開進 ◎ 本町田３３５０－２４ ☎７２５・７８５１
カナリヤ ◎ 山崎町２０８８－１ ☎７９１・２２９０
きそ 木曽東１－２７－２６ ☎７２２・５１４４
慶松 鶴川１－５－２ ☎７３５・３２５２
高ヶ坂 ◎ 高ヶ坂５－６－１９ ☎７２８・０３２１
子どもの森 ◎ 常盤町３０３１－２ ☎７９７・７６３１
境川 木曽東３－１６－１７ ☎７９１・３６８０
幼保連携型認定こども園さふらん ◎ 本町田２４４１ ☎７９１・００３６
正和 ◎ 山崎町２２６１－１ ☎７９１・２７４６
たちはな 高ヶ坂６－２９－１ ☎７２６・４９７６
玉川学園幼稚部 玉川学園６－１－１ ☎７３９・８６２３
玉川中央 ◎ 玉川学園２－３－２７ ☎７２５・８４４６
第一富士 成瀬７－１０－１９ ☎７２３・４０５５
つくし野天使 つくし野２－１８－４ ☎７９５・５１２７
鶴川シオン 大蔵町２２１６ ☎７３５・３１３６
鶴川幼稚園鶴川女子短期大学附属 三輪町１２２－１２ ☎０４４・９８８・４０７４
鶴川平和台 ○ 能ヶ谷６－４１－１ ☎７３５・４９１８
鶴川若竹 野津田町１３０３ ☎７３５・５２１０
鶴間 ○ 南町田２－１２－１ ☎７９５・１４５０
成瀬台 ○ 成瀬台２－２－１２ ☎７２６・９１２３
原町田 ○ 原町田３－９－１６ ☎７２２・２４５４
光 ◎ 金森３－４１－１ ☎７９６・１９１２
藤の台 金井町３０４０－２ ☎７２５・５４７２
町田こばと 本町田２９０４ ☎７２３・１４９４
町田こひつじ 高ヶ坂２－３７－２４ ☎７２３・３６８７
幼保連携型認定こども園町田自然
幼稚園 ◎ 忠生２－７－５ ☎７９１・００１５

町田すみれ 小山町４３６５－１ ☎７７３・１１５１
町田ひまわり 金森１－８－２６ ☎７２６・１２０７
町田文化 旭町１－１７ ☎７２６・１００８
南ヶ丘 ○ 小川６－２－１ ☎７９５・００５７
山ゆり ○ 本町田３４５０ ☎７２３・２４７４
夢の森 三輪町１０５１－２ ☎０４４・９８８・７８１１
和光鶴川 真光寺町１２７１－１ ☎７３５・２２９１
町田サレジオ 小山ヶ丘４－６－２ ☎７７５・３１２０

◎認定こども園 ○幼稚園（２０１７年度時点）

　市では、明治以降各戦役の戦没者、
戦争犠牲者のご冥福を祈るととも
に、恒久平和を祈念するための式典
として、戦没者追悼式を実施します

（平服可）。
※天候等の事情により中止及び内容

を変更する場合は、前日に町田市ホ
ームページでお知らせします。
日１０月２６日㈭午前１０時３０分～１１
時３０分（午前９時３０分開場）
場町田市民ホール
※車での来場はご遠慮下さい。

　市民の皆さんに親しまれ、生活
に密着した誰からも愛される市道
を目指して、市で管理する道路に
愛称を付けています。
　今回は２路線の愛称を募集しま
す。地域の特色を表すような、皆さ
んに親しまれる愛称をお寄せ下さ
い。
※応募は１路線につき１案までで
す。
対市内在住、在勤、在学の方
募集路線①町７・５・３（木曽日向根
線）②町３・４・３７（原町田鶴間線）

（地図参照）

申路線番号及び愛称とその愛称を
推薦する理由・住所・氏名（ふりが
な）・電話番号を明記し、ハガキ、ＦＡ
ＸまたはＥメールで１０月２０日まで

（消印有効）に道路政策課（〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２、返０５０・
３１６０・５５９７遍ｍｃｉｔｙ３１５０＠ｃｉｔｙ．
ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
※町田市道路愛称選定要領により
決定します。
※作品の著作権は町田市に帰属し
ます。
※応募作品は返却しません。
市HP 道路の愛称  検索

忠生中忠生中

町田街道

町田街道

町田総合
高校
町田総合
高校

根岸西

大型商業
施設

根岸二

町田駅前通り境川

①町7・5・3
　約1.1㎞ 町谷原通

り
鶴間橋

境川

境川橋 南町田北

東急田園都市線
南町田駅

←至つきみ野

国道16号

②町3・4・37
　約0.5㎞
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日   10月10日㈫、午後4時～11時＝金森湯（☎796・5926）、午後2時～11時＝大蔵湯（☎723・5664）　 問 産業観光課☎724・3296場場

催し・講座催し・講座
国際版画美術館
スクリーンプリント一日教室
対高校生以上の初心者
日１１月１０日㈮、１１日㈯、いずれも午
前１０時３０分～午後４時（各回とも同
一内容）
場同館
内シルクスクリーンとも呼ばれる版
画の技法で布バッグやカードを製作
（道具、材料は同館で用意）
定各１０人（市内在住の方、過去５年以
内に同館主催の講座を受講されてい
ない方を優先のうえ抽選）
※結果は１０月１９日ごろ全員に郵送
します。
費３０００円
申１０月３日正午～１５日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１００３Ｈ）へ（同館ホームページで
申し込みも可）。
問同館☎７２６・２８８９
多摩・三浦丘陵の緑と水景をたのし
む・まなぶ・まもる！
体験＆イベント月間

【多摩・三浦丘陵　里地里山文化プロ
グラム】
　多摩・三浦丘陵は、緑と水景が連な
る豊かな里地・里山の環境が残って
おり、この環境を守るためにさまざ
まな活動が行われています。
　本プログラムは、その活動を多く
の人に知ってもらい、参加するきっ
かけをつくるため、関連する１３自治
体が連携して開催します。
　期間中、多摩・三浦丘陵で開催され
ている体験やイベントの詳細は、チ

ラシ（公園緑地課〔市庁舎８階〕で配
布）または多摩・三浦丘陵トレイルホ
ームページをご覧下さい。
開催期間１０月１４日㈯～２９日㈰
※申し込みは、各体験・イベントの問
い合わせ先にお問い合わせ下さい。
問公園緑地課☎７２４・４３９７

第２回 ふ れ あ い 落 語
対６歳以上の方
日１２月９日㈯午後２時３０分～３時３０
分
場木曽森野コミュニティセンター
出演三遊亭粋歌、春風亭朝之助
定１８０人（申し込み順）
費５００円（全席自由）
申１０月３日正午～１２月６日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１００３Ｆ）へ。
問町田市民ホール☎７２８・４３００、町
田市市民協働推進課☎７２３・２８９２

第２回ふれあいコンサート
　町田市ゆかりのピアニストによる
連弾デュオ・コンサートです。
対６歳以上の方
日１２月１０日㈰午後２時３０分から
場南市民センター
出演室井悠李、楠絵里奈
定３００人（申し込み順）
費５００円（全席自由）
申１０月５日正午からイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６コード１７１００５Ｇ）
へ。
問町田市民ホール☎７２８・４３００、町
田市南市民センター☎７９５・３１６５
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１０月３０日㈪～１１月３日㈷、いず
れも午前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、１０月２日～１３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
秋を満喫！親子で巡る
鶴見川流域バスツアー

【秋の鶴見川流域の自然や施設のス
ケールを体感！】
　市民・市民団体・企業・行政の連携
による鶴見川流域水マスタープラン
の取り組みを体験します。
※鶴見川流域水協議会（国土交通省
関東地方整備局・東京都・神奈川県・
横浜・川崎・町田・稲城市）の主催です。
対小学３年生以上の親子
日１１月１８日㈯午前９時～午後４時
２０分、集合は午前８時４５分にＪＲ横浜
線淵野辺駅南口、解散はＪＲ横浜線新
横浜駅（荒天中止）
見学地鶴見川源流保水の森～恩廻公
園調節池～川和遊水地～鶴見川多目
的遊水地
内鶴見川源流保水の森の散策、遊水
地などの治水施設の見学、リース作り
定４０人（鶴見川流域在住、在勤の方
を優先のうえ、抽選）
持ち物昼食、飲み物、軍手、雨具等
※歩きやすい靴と服装でおいで下さ
い。
申住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
ＦＡＸ番号・参加者全員の氏名（ふり
がな）と年齢を明記し、１０月３１日午
後５時までにＦＡＸまたはＥメールで、
鶴見川流域水協議会申込窓口アジア
航測㈱（返０４４・９６５・００３２遍ｍｉｚｕ
ｍａｓｕ．ｔｓｕｒｕｍｉ＠ａｊｉｋｏ．ｃｏ．ｊｐ）へ。
問同協議会申込窓口アジア航測㈱☎
０４４・９６７・６３２０（受付時間＝月～
金曜日の午前１０時～午後５時〔祝休
日を除く〕）、町田市下水道総務課☎
７２４・４２９０
さがまちカレッジ
講 座 受 講 者 募 集

【①木版画を楽しむ～はがきサイズ
のアート制作】
対小学５年生以上の方
日１１月１２日、１９日、２６日、いずれも
日曜日午前９時３０分～１１時３０分、
全３回
講町田・デザイン専門学校インテリ

アデザイン科講師　藤本珠恵氏
定１２人（抽選）
費４０００円（材料費含む）
【②ハンドベルでクリスマスソング
を奏でよう】
　元玉川大学助教・千葉佑氏による
講座です。
対１８歳以上の方
日１１月１７日㈮、２１日㈫、いずれも午
後２時～４時、全２回
定１５人（抽選）
費３０００円
【③こども体験講座～動物の頭の骨
を観察してみよう！サルとタヌキの
骨くらべ】
　町田市子どもセンターただＯＮと
共催です。
対小学３～６年生
日１１月５日㈰午前１０時３０分～正午
講麻布大学いのちの博物館上席学芸
員・高槻成紀氏
定２０人（市内在住・在学の方を優先
のうえ、抽選）

◇
場①②町田市生涯学習センター③町
田市子どもセンターただＯＮ
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、いずれも
１０月１６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
医療の専門家と一緒に、介護食を作
ってみませんか
からだのしくみを学んで
おいしい介護食を作ろう！
対全回出席できる方
日１１月４日、１２月２日、１６日、２０１８
年１月２０日、２月３日、いずれも土曜
日午後２時～４時、全５回
場生涯学習センター
内冷凍食品・缶詰アレンジでお手軽
介護食作り、栄養と適量を考えたな
るほどバランス料理、ちょっとひと
工夫のお正月料理、小分け・作り置き
のできるアイデア料理、介護食持ち
寄り試食会とディスカッション
講相模女子大学栄養科学部准教授・
望月弘彦氏、鶴川サナトリウム病院
管理栄養士・松永裕美子氏、海老名総
合病院口腔外科部長・石井良昌歯科
医師、松林ケアセンター管理栄養士
・清水宏美氏
定介護家族１４人、医療・介護職６人
（いずれも申し込み順）
費２０００円（材料費）
申１０月１日午前９時～２２日午後５時
に、電話で生涯学習センター（☎７２８
・００７１）へ。

デ ゴ イ チ ま つ り
日１０月１５日㈰午前１０時～午後３時
場すみれ会館隣接地
※駐車場はありません。
内Ｄ５１型蒸気機関車（実物）の内部
見学と案内、鉄道資料の展示等
問児童青少年課☎７２４・４０９７

２０１６年度決算

国民健康保険財政の状況をお知らせします
問保険年金課☎７２４・４０２７

【２０１６年度の赤字補てん額は２７億円】
　国民健康保険事業会計（国保会計）は、保険給付費などの歳出を、保険税と
国・都の補助金等の歳入で賄い運営する独立採算が原則です。しかし、保険税
収入と国・都からの補助金では保険給付費を賄えず、毎年度生じる歳入不足
分を、一般会計からの繰入金に依存する状況が続いています。
　保険税率を改定したことにより、被保険者１人あたりの保険税収は増加
しましたが、１人あたりの保険給付費（被保険者の医療にかかる給付）も増
加しており、依然として厳しい財政状況が続いています。
　２０１６年度は、１人あたりの税収入額が８万５９６０円に対して、保険給付費
が２７万４２７４円となっています。保険給付費が増加する理由として、被保険
者の高齢化や生活習慣病の増加、医療技術の高度化などがあります。また、
医療機関へのかかり方（同一疾患で同時期に複数受診するなど）によるもの
もあります。
　２０１８年度からは、東京都が財政運営の主体となって市区町村の国保運営
に主導的な役割を
果たしていく、都
道府県化が決定し
ています。詳細は、
町田市ホームペー
ジをご覧下さい。
　市では、これま
でどおり、保険税
徴収努力や医療費
適正化による財政
健全化、特定健診
の活用による被保
険者の健康増進な
どに取り組みます。

繰越金　11億円

保険給付費
289億円

国・都の補助金
等の収入
383億円

保険税収入
91億円

赤字補てん額　27億円

拠出金等の支出
208億円

2016年度国民健康保険事業会計の決算状況

●国保会計は、保険
税と国・都の補助金
等の収入で運営する
ことが原則ですが、
2016年度は歳入不
足による赤字を補て
んするため、一般会
計から27億円を繰
り入れました。

歳入　512億円 歳出　497億円
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催し・講座催し・講座
ア レ ル ギ ー 教 室

【専門医が教える！食物アレルギー
の知識と対応】
対市内在住で、食物アレルギーやア
トピー性皮膚炎の心配がある乳幼児
の保護者
日１０月１７日㈫午後２時～４時
場健康福祉会館
内講演、スキンケアの実演等
講（独）国立病院機構相模原病院小児
科医長・柳田紀之医師
定５０人（申し込み順）
申１０月４日正午～１２日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７１００４
Ｆ）へ。保育希望者（１歳６か月～３歳
児、１５人）は併せて申し込みを。
問保健予防課☎７２２・７９９６
生涯学習センター～市民提案型事業
“まちチャレ”
自主保育ってなあに？
　子育ての環境は多様化していま
す。何を大事にして、何を選べば良い
のか、学んでみませんか。
※企画団体は自主保育グループ「か
しのこ」です。
対市内在住の全回参加できる未就学
児の保護者
日１１月２日㈭、６日㈪、１４日㈫、３０日
㈭、１２月７日㈭、いずれも午前１０時
～正午、全５回
場成瀬コミュニティセンター、芹ヶ
谷公園ひだまり荘、せりがや冒険遊
び場
内オリエンテーションと自主保育経
験談、「子どもの育ちと外遊び」「野外
で子育て！」「もっと楽しく、自分ら
しく～保育の自由な選択肢」等
講母と子の幸せ応援団～ひなたぼっ
こ・浅井智子氏、成徳大学准教授・神
谷明宏氏
定２５人（申し込み順）
申講座名・氏名（ふりがな）・電話番号
・子どもの年齢・保育希望者（１１月１
日現在、８か月以上の未就学児、５人
まで）は子どもの名前（ふりがな）・生
年月日を明示し、１０月２日午前９時
から電話で生涯学習センター（☎
７２８・００７１）へ。

まちだ動物愛護のつどい２０１７
　犬のしつけデモンストレーショ
ン、愛犬の簡単お手入れなどのイベ

ントを行います。
日１０月１４日㈯午後２時～５時（小雨
実施）
場小田急町田駅ビル東口広場（カリ
ヨン広場）
【「町田動物愛護の会」の会員を募集
しています】
　動物の虐待防止、適正な飼育管理
の知識普及と動物愛護精神の確立及
び高揚を目指して活動しています。
同会の趣旨に賛同し、活動に参加さ
れる方はご連絡下さい。
問町田動物愛護の会☎０９０・１７０９・
２３２１（受付時間＝月～金曜日〔祝休
日を除く〕）、町田市生活衛生課☎
７２２・６７２７
生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催
３水スマイルラウンジ

【講演会と現地散策「大山みちと小野
路宿の歴史」】
　府中と街道でつながり、古来交通
の要衝として栄えた小野路宿の歴史
を学んだ後、小野路へ移動し、実際に
現地を散策します。
※交通費、施設入館料は自己負担で
す。
日・内１０月１８日㈬、講演会＝午前１０
時～１１時、現地散策＝午後１時～３
時
講小島資料館館長・小島政孝氏
【生涯学習ボランティア出前講座～
朗読講座・やさしい気功講座】
　生涯学習ボランティアバンクは、
さまざまな知識や経験、特技などが
ある方に登録いただいており、町内
会・自治会等のイベントや地域のサ
ークル活動などを支援しています。
今回は地域で初となる出前講座です。
日１０月１８日㈬①午後１時～２時②午
後２時～３時
内①朗読講座～一人ひとり声を出し
て「小泉八雲」の世界を味わう②気功
講座～体に優しくて、覚えて実践し
やすい気功法を紹介
講①生涯学習ボランティア・津﨑れ
い子氏②同ボランティア・中村マコ
ト氏

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場和光大学ポプリホール鶴川
定各１５人（申し込み順）
申１０月１日午前９時から電話で生涯
学習センターへ。
※生涯学習ボランティア出前講座
は、両講座の申し込みもできます。

問生涯学習センター☎７２８・００７１
生涯学習センター～幼児の保護者向
け講座
ときめくママＴｉｍｅ　
自 分 へ の 贈 り 物
対市内在住で原則全回参加できる２
歳以上の未就学児の保護者
日１１月１７日、２４日、１２月１日、８日、
いずれも金曜日午前１０時～正午、全
４回
場同センター
内保育面接・オリエンテーション、
「らくになるこころ」、「ゆったりする
からだ」、「こころとからだの深呼吸」
講親子遊び研究家・篠秀夫氏、整体ボ
ディワーカー・山上亮氏
定２１人（抽選）
費２００円（保育希望者のみ）
申ハガキまたは用紙（様式は不問）
に、講座名・住所・氏名（ふりがな）・電
話番号・子どもの年齢・保育希望者
（１１月１日現在、８か月以上の未就学
児、１５人）は、「保育希望」と書き、子ど
もの名前（ふりがな）・生年月日を明記
し、１０月２０日午後５時まで（必着）に、
直接または郵送で同センター（〒１９４
－００１３、原町田６－８－１）へ（所定の
用紙〔同センターに有り〕に記入し、直
接同センターへ申し込みも可）。
問同センター☎７２８・００７１
地産地ＳＨＯＷコンサート
バ イ オ リ ン と ピ ア ノ で�
贈るランチタイムコンサート
　市内在住のバイオリニスト・盛川
奈々さんと、ピアニスト・坂牧春佳さ
んによるコンサートです。
日１０月２６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Ｊ．Ｓ．バッハ「Ｇ線上のアリア」「主
よ人の望みの喜びよ」、ブラームス
「ハンガリー舞曲第５番」　他（予定）
定１１９席（先着順）
問文化振興課☎７２４・２１８４

町 田 市 民 文 学 館
【①児童文学講座～三浦佑之氏講演
会　語りとしての「古事記」　子ども
に語るはじまりの物語】
　「語り」の文学としての「古事記」に
ついての講演と、（特）まちだ語り手
の会による「天の岩屋」「スサノオと
ヤマタノオロチ」の語りです。

日１１月１２日㈰午後２時～４時
講古事記研究者・三浦佑之氏
【②文学講座～漱石生誕１５０年記念
・小森陽一氏講演会　新聞小説家と
しての漱石　「自己本位」の文学とは
何か】
　新聞小説として発表された多くの
作品に、漱石はどのようなメッセー
ジを込めたのか、漱石研究の第一人
者が分析・解読します。
日１１月１９日㈰午後２時～４時
講東京大学大学院教授・小森陽一氏

◇
場町田市民文学館
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、１０月１６日まで（必
着）に町田市民文学館①「三浦佑之児
童文学講演会係」②「小森陽一文学講
演会係」（〒１９４－００１３、原町田４－
１６－１７）へ。
問同館☎７３９・３４２０
町田市民文学館・文学館まつり実行
委員会共催
文学館まつり関連イベント

【①前日祭～マンドリンコンサート】
　町田を拠点に活動する岩田マンド
リーノ・シンフォニカによるスペシ
ャルコンサートです。
日１０月２１日㈯午後２時～３時
【②映画「しゃべれどもしゃべれど
も」上映会】
　１９９７年度「本の雑誌」ベスト１０の
第１位になった佐藤多佳子の長編小
説を、国分太一主演で映画化した作
品です。
日１０月２２日㈰午前１０時３０分～午
後０時２０分
【③落語会～ことばらんど寄席】
日１０月２２日㈰午後２時～３時
内落語「雑俳」、新作落語「根岸の宗
匠」　他
出演春風亭朝太郎、春風亭正太郎、八
塚一靑

◇
場町田市民文学館
定①６０人②③３０人（いずれも申し
込み順）
申１０月６日正午～１９日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード①
１７１００６Ａ②１７１００６Ｂ③１７１００６
Ｃ）へ（申し込みは２人まで）。
問同館☎７３９・３４２０

　　出張認知症カフェ（Ｄカフェ）
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

自由民権資料館　２０１７年度第２回特別展

民権家の創作と精神世界
問同館☎７３４・４５０８

　市は、認知症の方や家族、支援者な
どが気軽に集まり、情報交換や交流
を行う場「出張認知症カフェ（Ｄカフ
ェ）」の取り組みを行っています。
　気軽にＤカフェへ参加していただ

くために、スターバックスコーヒー
と連携し、１０月から市内全店舗で開
催します（下表参照）。
対認知症の方やその家族、支援者等
※飲食代は自己負担です。

　民権家の創作に光を当て、作品に
表れる民権家の思考、物事の感じ方
に迫ります。
会期１０月７日㈯～１１月２６日㈰
休館日月曜日（祝日の場合は開館し、
翌日休館）、１０月３日～６日（展示準
備期間）
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】
日①１０月２２日②１１月１２日、いずれ
も日曜日午後２時～４時
場同館閲覧室
内①多摩の豪農と在村文化②大沼枕
山と多摩の豪農との交流
講①中央大学人文科学研究所客員研

究員・清水裕介氏②中央学院大学講
師・安田吉人氏
定各４０人（先着順）
【同館展示担当学芸員によるミニレ
クチャー】
日①１０月１５日②１１月１９日、いずれ
も日曜日午後２時～３時１５分
場同館閲覧室
内①細野喜代四郎の漢詩を読む②松
村弁治郎の漢詩を読む
定各４０人（先着順）
【同館展示担当学芸員によるギャラ
リートーク】
日１０月１４日、２８日、１１月１１日、２５
日、いずれも土曜日午後２時から１時
間程度
場同館企画展示室

市内スターバックスコーヒー各店の開催日（１０月・１１月）
日　時

※いずれも午前１０時～正午 会　場 定員
（先着順）

１０月１０日㈫、１１月７日㈫ 町田金森店（金森３－１－１０） １０人
１０月１３日㈮、１１月９日㈭ ルミネ町田店（原町田６－１－１１） ６人
１０月１６日㈪、１１月２日㈭ 小田急町田駅店（原町田６－１２－２０） ８人
１０月１８日㈬、１１月２９日㈬ 鶴川店（能ヶ谷１－５－１） ６人
１０月２０日㈮、１１月２８日㈫ 町田パリオ店（森野１－１５－１３） ８人
１０月２３日㈪、１１月１３日㈪ 町田東急ツインズ店（原町田６－４－１） ６人
１０月２６日㈭、１１月１５日㈬ 多摩境店（小山ヶ丘３－２－８） ８人
１０月３０日㈪、１１月２０日㈪ ぽっぽ町田店（原町田４－１０－２０） ８人
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大地沢青少年センター
青 空 ア ト リ エ
　毎月第２日曜日に、電動糸のこや、
のこぎりなどを使い、木やまゆ等で
椅子やクラフトを作ります。１０月の
特別プログラムは、糸で操って遊べ
るマリオネットを予定しています
（開催時間内であれば、何時からでも
参加可）。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日１０月８日㈰午前１０時～午後３時
（雨天実施）
場同センター研修棟
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）
問同センター☎７８２・３８００
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１０月１９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＝「岡部史」
／おはなし＝「五分次郎」（日本の昔
話）、「漁師とおかみさん」（ドイツの
昔話）
語り手（特）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、１０月１日午前
９時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。

鶴川図書館４５周年＆鶴川駅前図書館５周年
としょかんバースデー�
i n つ る か わ
　鶴川図書館は４５周年、鶴川駅前図
書館は５周年を迎えます。これを記
念して、皆さんに楽しんでいただけ
るイベントや展示を開催します。２
館を巡るスタンプラリーでは、参加
いただいた皆さんに、オリジナル記
念しおりをプレゼントします。
※詳細は、鶴川・鶴川駅前の各図書館
にお問い合わせ下さい。
日程１０月３日㈫～１１月８日㈬（休館
日を除く）
場鶴川図書館、鶴川駅前図書館
内各種展示、スペシャルおはなし会
等
問鶴川図書館☎７３５・５６９１、鶴川駅
前図書館☎７３７・０２６３
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、２５５ｇビン１本７００円で販売し
ます。
日１０月２１日、１１月１８日、１２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

そらまめの会（多胎児の会）
　母子健康手帳をお持ち下さい。
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１０月１８日㈬午前１０時１５分～１１
時１５分（受け付け＝午前１０時～１０
時１５分）
場小山市民センター２階いこいの間
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

親 子 で 稲 刈 り 体 験
　緑豊かな小野路町奈良ばい谷戸
で、稲刈りを体験してみませんか。
対小学４年生以上の子どもとその保
護者
日１０月２２日㈰午前１０時～午後３
時、集合は里山保全活動事務所（下小
山田町）
※稲刈りの際は田んぼに入りますの
で、着替えをお持ちのうえ、汚れても
良い服装でおいで下さい。
定１０家族（申し込み順）
費１家族１０００円（体験費用、保険料
等）
申１０月４日正午～１０日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１００４Ｈ）へ。
問（特）まちだ結の里事務局☎０９０・
２２２５・５４４４、町田市北部丘陵整備
課☎７２４・２１６４
３年連続開催決定
大 相 撲 町 田 場 所
　大相撲町田場所が開催されること
が決定しました。横綱をはじめ、そう
そうたる力士の迫力ある取組をご期
待下さい。
※お目当ての力士が休場することも
あります。あらかじめご了承下さい。
日２０１８年４月２０日㈮午前８時開場、
午後３時打ち出し（終了）
場市立総合体育館
費タマリ席１万４５００円、マスＳ席
１万２５００円、マスＡ席１万１０００円、
イス１階席９５００円、車イス１階席

８０００円、イス２階Ｓ席９０００円、イス
２階Ａ席６０００円、車イス２階席７０００
円
※席により、お土産も用意していま
す。詳細はお問い合わせ下さい。
申電話でＣＮプレイガイド（☎０５７０
・０８・９９９９、受付時間＝午前１０時～
午後６時）へ（ＣＮプレイガイドホー
ムページで申し込みも可）。
※チケットは９月３０日から販売中。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
町田の元気を作る
カラダとココロの健康学！
対５０歳以上の方
日１０月１４日㈯午後１時～４時
場市立総合体育館
内講座＝いきいき長生きするため
に、実技＝レク式体力チェック、ニュ
ースポーツ体験
講（特）町田市レクリエーション連盟
定４０人（申し込み順）
費３００円
申１０月１０日までに電話でスポーツ
振興課（☎７２４・４０３６、受付時間＝
月～金曜日の午前９時～午後５時、祝
日を除く）へ。
町田市教育講演会
体力向上・パワーアップ
Ｄ Ａ Ｙ　 第 ２ 弾！！
　親子での参加も歓迎です。
日１０月１４日㈯午前９時～正午
場町田第一小学校
内運動体験「体を動かす楽しさや心
地よさを感じよう！」、講演「体験的
に学ぶ、子どもの成長と運動」
講東海大学体育学部体育学科教授・
中村なおみ氏
定４００人（申し込み順）
申市内の公立学校に在学の小・中学
生とその保護者は直接各学校へ。そ
の他の方は電話で指導課（☎７２４・
２８６７）へ。

催し・講座催し・講座

町田市民文学館

没後１０年「編集者・谷田昌平と第三の新人たち」展
問同館☎７３９・３４２０

　谷田昌平は、数々の名作を世に
送り出した編集者です。“第三の新
人”と呼ばれた作家たちと交流を
持ち、新しい文学の誕生に力を注
ぎました。本展では、名作を陰で支
えた編集者・谷田の仕事をご紹介
します。
会期１０月１４日㈯～１２月１７日㈰
休館日毎週月曜日、第２木曜日
観覧時間午前１０時～午後５時
観覧料一般４００円、大学生・６５歳
以上２００円、高校生以下無料
※１０月１４日、２１日、２２日、１１月３
日、１２月１７日は無料です。

関連イベント�

　イベントの参加には、いずれも
展覧会のチケットまたはチケット
の半券の提示が必要です。
【①講演会～温故知新の人―編集
者・谷田昌平の仕事】
　谷田昌平が編集者として関わっ
た作品や作家たちとの交友、編集
者としての姿勢など、谷田の後輩
で、元・新潮社編集者の池田雅延氏
にお話しいただきます。
日１０月２１日㈯午前１０時３０分～
正午
定８０人（申し込み順）
【②講演会～“第三の新人”の文学
の魅力】

　遠藤周作や吉行淳之介ら“第三
の新人”の作品と、その魅力につい
てお話しいただきます。
日１１月１８日㈯午後２時～３時３０
分
講文芸評論家・富岡幸一郎氏
定８０人（申し込み順）
【③映画上映会～室生犀星原作「蜜
のあわれ」】
　谷田が編集を担当した室生犀星
の小説「蜜のあわれ」を原作とした
映画上映会です。
日１１月５日㈰午後２時～４時
定７０人（申し込み順）
【④展示解説】
　同館学芸員による展示解説で
す。
日１０月１４日㈯、１１月１４日㈫、１２
月５日㈫、１７日㈰、いずれも午後２
時～２時４５分

◇
場同館２階①～③大会議室④展示
室
申１０月３日正午から①１０月１９日
まで②１１月１６日まで③１１月１日
までに、イベントダイヤル（☎７２４
・５６５６コード①１７１００３Ｂ②
１７１００３Ｄ③１７１００３Ｃ）へ（いず
れも申し込みは２人まで）④直接
会場へ。

フォトシティさがみはら２０１７となりの
まちから
相模原市

　プロとアマチュアの受賞作を展
示する写真展をはじめ、写真の魅
力を総合的に楽しめるさまざまな
イベントが行われます。

【プロの部・アマチュアの部受賞作
写真展】
日１０月１３日㈮～３０日㈪、午前１０
時～午後７時
休館日毎週水曜日
場相模原市民ギャラリー
○関連イベント
日・内１０月１５日㈰、アマチュアの
部写真講評会＝午後１時～３時、プ
ロの部ギャラリートーク＝午後３
時～５時

金賞「ちから水」（３枚組の１枚）小島資治さん

問フォトシティさがみはら実行委員会事務局
（相模原市文化振興課内）☎７６９・８２０２

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）
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まちだの体力向上プロジェクト
　いずれも中央図書館と共催です。
【女性の体幹トレーニング教室】
対①５０歳以上の女性②２０～４９歳の
女性
日①１０月１４日㈯午前１０時～１１時
②１０月２１日㈯午後１時～２時
内家でできる体幹トレーニング
定各３０人（申し込み順）
費各１００円（保険料）

申１０月４日正午～１１日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１００４Ａ）へ。
【親子の運動遊び教室】
対３～５歳児とその保護者
日①１０月１４日㈯午前１１時３０分～
午後０時３０分②１０月２１日㈯午後２
時３０分～３時３０分
内親子でできる運動遊び
定各１５組（申し込み順）
費各２００円（保険料）
申１０月４日正午～１１日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１００４Ｂ）へ。

◇
場中央図書館
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
秋季東京都高等学校野球大会・本大
会が開催
高 校 野 球 大 会
　１次予選を勝ち上がったチーム
が、都内の各会場で対戦します。今年
度から小野路球場も会場となり、熱
戦が繰り広げられます。
日１０月７日㈯～９日㈷、１４日㈯、１５
日㈰、第１試合＝午前１０時から、第２
試合＝午後０時３０分から（天候によ

り時間変更の場合も有り）
※予備日は１０月１０日、１１日です。
場小野路球場
※駐車場は１時間まで無料、それ以
降は別途料金がかかります（大型は
要事前申請）。
費８００円（高校・大学生５００円、中学
生以下無料）
※対戦カードは、１０月２日の抽選会
で決定します。詳細は、（一財）東京都
高等学校野球連盟ホームページでご
確認下さい。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

催し・講座催し・講座

情報コーナー
●（一社）東京バス協会～東京都シル
バーパス新規購入のご案内
　７０歳以上の都民の方は、都内を運
行している民営バス等を利用できる
「東京都シルバーパス（平成３０年９月
３０日まで有効）」を購入することが
できます（毎年９月に更新が必要）対

・費①住民税が課税で前年の合計所
得金額が１２５万円を超える方＝
２万５１０円②住民税が非課税または
前年の合計所得金額（長期譲渡所得
または短期譲渡所得に係る特別控除
の適用がある場合は、合計所得金額
から特別控除額を控除して得た額）
が１２５万円以下の方＝１０００円申住
所・氏名・生年月日を確認できる書類
と、②は所得が確認できる書類（住民

税課税非課税証明書等）をお持ちの
うえ、直接神奈川中央交通町田営業
所・町田駅前サービスセンター・町田
ターミナルサービスセンター等の都
内シルバーパス取り扱い窓口へ（必
要書類に不足がある場合、手続きが
できません）／特別控除の適用があ
る場合は、必要書類が異なる場合が
ありますのでお問い合わせを問東京
バス協会シルバーパス専用電話（☎

０３・５３０８・６９５０、受付時間＝土・日
曜日、祝休日を除く午前９時～午後５
時）
●町田市シルバー人材センター～入
会説明会
対市内在住の６０歳以上の、健康で働
く意欲のある方日１０月１０日、１１月
１３日、いずれも午後１時３０分から場
わくわくプラザ町田３階問同センタ
ー☎７２３・２１４７

●市立総合体育館
【①ビューティーボディ体
操教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
６０歳未満の女性日１１月１日～２９日
の水曜日、午前９時１５分～１０時１５
分、午前１０時３０分～１１時３０分、各
全５回定各５０人（抽選）費各１７００円
【②脳を鍛えるリフレッシュ体操教
室】
対市内在住、在勤のおおむね６０歳以
上の方日１１月８日～２９日の水曜日、
午前１０時～１１時３０分、全４回定２０
人（抽選）費１０００円

◇
申往復ハガキ（１人に１枚）に、必要事
項を明記し、①１０月８日まで②１０月
１５日まで（いずれも消印有効）に同
館へ（同館ホームページで申し込み
も可）問同館☎７２４・３４４０
●サン町田旭体育館～自重
トレーニング
対市内在住、在勤、在学の
１８歳以上の方日１０月４日～２０１８年
３月１４日の毎週水曜日、午後０時１５
分～１時（祝休日、大会開催日等を除
く）費大人３００円、６５歳以上・障がい
者１００円（施設利用料）／別途公開指
導料として１００円が必要です問同館
☎７２０・０６１１
●市立室内プール
【お知らせ】
　日本マスターズ水泳長距
離大会のため、１１月４日㈯、５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（１．４ｍ～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。
【早朝公開のお知らせ】
　室内プールでは、毎月最終月曜日
の午前６時から、プール（トレーニン
グ室を含む）を開館する「早朝公開」
を試験的に実施しています（トレー
ニング室を初めて利用する方は、前
日までにビギナートレーニングの受
講が必要）日１０月３０日㈪午前６時か
ら費大人３００円、６５歳以上・障がい
者１００円、中学生以下無料

◇
問同プール☎７９２・７７６１
●町田市フォトサロン
【写真と水彩画スケッチ講習会】
　水彩画のスケッチ、写真の撮影か
ら作品展の開催までを体験する講座
です。作品展は、２０１８年１月１０日～
１５日に同サロンで開催します／町
田市美術協会と共催です対２０歳以
上の初心者日１１月１９日㈰午前９時
３０分～正午場忠生公園（忠生がにや
ら自然館）講写真＝町田市美術協会・
小川洸氏、水彩画スケッチ＝同協会
・古賀邑美氏定２０人（抽選）費１０００
円（保険料・作品展示費等）申往復ハ
ガキに住所・氏名・電話番号・参加希
望講習（写真／スケッチ）を明記し、
１０月２０日まで（必着）に町田市フォ
トサロン講習会係（〒１９５－００６３、
野津田町３２７２、薬師池公園内）へ
【ダリア撮影会】
　秋に咲くダリアの花々を撮影して
みませんか／入園料が必要です日
１０月８日㈰午前１０時～正午（小雨実
施）場町田ダリア園
【写真展～写真でめぐる世界の旅
２０１７】
　海外旅行で撮影した作品を、撮影
した方のコメントとともに展示しま
す日１０月１１日㈬～１６日㈪場町田市
フォトサロン２階展示室

◇
問同サロン☎７３６・８２８１
●かしの木山自然公園～自然観察会
「秋を彩る草花」
日１０月１５日㈰午前９時３０分～１１時

（雨天中止）場・問同公園☎７２４・
１６６０／駐車場はありません
●相原中央公園～小学生サ
ッカー教室
　ＦＣ町田ゼルビア所属コ
ーチによるプロの基本指導サッカー
教室です対市内在住、在学のスポー
ツ障害保険に加入している小学生日
１０月２２日㈰午前９時～正午場同公
園中央グラウンド定６０人（申し込み
順）費３００円申１０月１０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～秋の花と緑の交換会
　草花や盆栽などの鉢物を持ち寄
り、交換し合いませんか（１人１０点ま
で、出品できる植物は鉢植えに限る）
／植物名を記載したラベルをつけて
出品して下さい（ポット苗での出品
は不可）日１０月２６日㈭午前９時３０
分～１１時（受け付けは午前９時～９
時３０分、小雨実施）場同公園芝生広
場問同公園☎７９２・１３２６
●小野路公園～雑木林管理講習会
（入門編）
対両日参加できる方日１１月８日㈬、
９日㈭、いずれも午前１０時～午後３
時場同公園内雑木林の保全・再生を
安全で効率よく行うために必要とな
る基本的な管理技術（安全管理、道具
の手入れ、ロープワーク、刈払い機の
使い方と実習、竹の伐採と整理方法、
落ち葉清掃と堆

たい

肥
ひ

置き場づくり等）
を学ぶ講（特）いきいきまちだ定１０
人程度（申し込み順）申１０月２０日ま
でに、電話で同公園管理事務所（☎
７３７・３４２０、受付時間＝午前９時～

午後５時、土・日曜日、祝日も可）へ
●小野路宿里山交流館
【①秋の里山フットパスガイドウォ
ーク】
日１０月１７日㈫午前１０時～午後３時

（小雨実施）、集合は別所バス停定２０
人（申し込み順）
【②奈良ばい谷戸を訪れてみよう】
　（特）まちだ結の里のガイドのも
と、「関東・水と緑のネットワーク拠
点百選」に選ばれた奈良ばい谷戸を
歩きます日１０月２４日㈫午前９時～
午後１時（小雨実施）、集合は扇橋バ
ス停定２０人（申し込み順）
【③うどん作り教室】
日１０月２７日㈮午前１０時３０分～正
午定８人（申し込み順）

◇
費①②１５００円（ガイド料、保険料、
資料代、昼食代）③１０００円（材料代）
申１０月４日正午からイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６コード①１７１００４
Ｃ②１７１００４Ｄ③１７１００４Ｅ）へ問同
館☎８６０・４８３５

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。

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
（９日を除く） 前週の金曜日から電話で予約

②交通事故相談 １１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）６日、１３日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 ３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 １０日㈫
⑥登記相談 ５日㈭
⑦行政手続相談 １２日㈭
⑧年金・社会保険・労
務相談 ４日㈬

⑨少年相談 １０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 ３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 ４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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障がい者雇用セミナー
【発達障がいのある従業員への支援
と障がい者雇用関連の法改正のポイ
ント】
　発達障がいのある人が働く場合、

雇用する側である事業者が障がいの
特性を理解し、環境を整えることに
よって、本人の能力を最大限発揮す
ることができます。
　このセミナーでは、発達障がいと
は何かを学び、発達障がいのある従
業員への支援方法について事例を交
えて講習します。
※町田商工会議所・町田地域障がい

者雇用企業連絡会と共催です。
対市内の中小企業
日１０月２４日㈫午後２時～４時３０分
場町田商工会議所
内①発達障がいのある従業員への支
援②障がい者雇用関連の法改正のポ
イント
講①株式会社ジェイエスキューブ人
事部ＪＯＢサポートグループリーダ

ー・井田泰正氏②ハローワーク町田
雇用指導官・金子正人氏
定５０人（申し込み順）
申参加申込書（町田商工会議所ホー
ムページでダウンロード）に必要事
項を記入し、ＦＡＸで町田商工会議所
企業支援部（返７２９・２７４７）へ。
問障がい福祉課☎７２４・２１４７、町田
商工会議所☎７２２・５９５７

催し・講座催し・講座

●ひなた村
【①ひなた村シアター】
日１０月２２日㈰午前１０時３０分～１１
時３０分場ひなた村第１レクルーム内
「こぎつねコンとこだぬきポン」「ド
ナルドダックと魔法使い」「どんぐり
と山猫」
【②糸のこ教室】
　初心者も歓迎です対市内在住、在
学の小学２年生～１８歳の方（小学２
年生は保護者同伴）日１０月２１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）
【③０歳児の赤ちゃんとのコミュニ
ケーション「人育ち唄」】

　唄や手遊びを通して、親子で向き
合う子育て講座です対市内在住の、
おおむね月齢６～７か月の乳児とそ
の保護者日１０月２７日㈮午前１０時
３０分～１１時３０分
講（特）子ども家庭リソースセンター
・永田陽子氏定１０組（申し込み順）　
【④ピザ窯講習会】
対市内在住、在勤、在学の高校生以上
の方日１１月４日㈯午前１０時～午後２
時内ピザ作りをしながらドラム缶ピ
ザ窯の使い方を学ぶ（受講者には、今
後ピザ窯の利用ができる修了証を交
付）定２０人（申し込み順）費４００円
【⑤科学クラブ～暮らしをささえる
モーターの仕組みを解き明かそう！】
対市内在住、在学の小・中学生日１０

月２２日㈰午前１０時～正午内モータ
ーが回転する原理と実験、解説等講
電気の先生・伊藤泰郎氏定２０人（申
し込み順）費３００円
【⑥一輪車でスイスイスイ】
対市内在住、在学の全回参加できる
小学２～６年生の初心者日１１月１１日
～２０１８年３月１７日の原則月２回土
曜日、午後１時３０分～３時３０分、全９
回講（公社）日本一輪車協会公認指導
員・遠藤武氏定２０人（初参加者を優
先のうえ、抽選）

◇
申①直接会場へ②～⑤１０月１日午前
１０時から電話でひなた村へ（②は、
１０月１５日以降、定員に空きがあれ
ば１９歳以上の方も電話で受け付け

可）⑥往復ハガキ（１人１枚）に住所・
氏名（ふりがな）・電話番号・学校名・
学年・一輪車の有無、返信用にも宛先
を明記し、１０月２０日まで（必着）に
ひなた村（〒１９４‐ ００３２、本町田
２８６３）へ問ひなた村☎７２２・５７３６
●大地沢青少年センター～森林体験
塾Ⅰ
対市内在住、在学の小・中学生の親子
日１０月２２日㈰午前１０時～午後３時
／相原駅西口～同センター間の無料
送迎バスを運行場同センター内山林
整備や木工作を通して里山暮らしを
学ぶ講大戸源流森の会定３０人（申し
込み順）費４００円申１０月１日午前９
時から電話で同センター（☎７８２・
３８００）へ

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。

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
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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

１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 町田南ホームクリニック ☎７８８・２５８１ 南町田５-３-２８
内科、
小児科 鶴川診療所 ☎７３５・２３８７ 鶴川６-７-１

内科 やました内科・脳神経クリニック ☎７９４・６３２７ 山崎町２０５５-２

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

外科系
おか脳神経外科 ☎７９８・７３３７ 根岸町１００９-４
南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

２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
３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
４日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
５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
６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
７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

８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 岩﨑整形・形成外科クリニック ☎７２６・１５０５ 玉川学園８-８-１
内科、
小児科 若山クリニック ☎７３６・７７２０ 金井２-３-１８

内科 西村内科 ☎７９３・２６７７ 根岸２-３３-３

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
町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

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 鈴木医院 ☎７９５・５８８４ 小川１-１０-１１
内科 よこやま内科 ☎７９４・６２１１ 原町田４-２-２
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 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

外科系
南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

１０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
１１日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
１２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
１３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
１４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

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前９時～
午後５時）、 1日＝あいの耳鼻咽喉科医
院（☎７２５・１１０8、木曽４９９-１５）、 8日
＝ほづみ耳鼻いんこう科・小児科医院
（☎７２8・０２７５、南大谷１４２6-１３8）
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広　　告

市内最高齢
浅沼キミさん

　この展覧会では、明治の新風と江戸の面影のはざまで遊び、学ぶ子どもたちの姿を、当時の浮世絵を通して見つめます。
会期１０月７日㈯～１１月２３日㈷
休館日月曜日（ただし１０月９日は開館し、１０日は休館）
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）

場同館企画展示室１・２
費一般８００円、高校・大学生・６５歳以上の方４００円、中
学生以下は無料
※１０月７日、１１月３日は無料です。

関連催事
①記念講演会「浮世絵に描かれた母
と子」
　直接会場へおいで下さい（高校生
以上は観覧券が必要）。
日１１月１１日㈯午後２時～３時３０分
場同館１階講堂
講國學院大學教授・藤澤紫氏
定１２０人（先着順）
※手話通訳が付きます。
②浮世絵の技に触れる～摺

すり

の実演と
レクチャー
　直接会場へおいで下さい（高校生
以上は観覧券が必要）。
日１０月２８日㈯午前１１時～午後０時
３０分、午後２時３０分～４時
場同館１階講堂
講株式会社渡邊木版美術画舗
定各１２０人（先着順）

③折って作ろう　おもちゃ絵ワーク
ショップ
日１１月４日㈯午前１１時～午後０時
３０分、午後２時３０分～４時
場同館１階講堂
講遊びのデザインユニット・ＣＯＣＨ
ＡＥ
定各２０人（申し込み順）
※高校生以上は観覧券が必要です。
申１０月６日正午～３１日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１００６Ｈ）へ。
④０歳からの美術館・家族鑑賞会
対未就学児とその保護者
日１１月１５日㈬午前１０時３０分～１１
時３０分
場同館１階講堂・企画展示室
講（特）赤ちゃんからのアートフレン
ドシップ協会代表理事・冨田めぐみ氏
定１５組（申し込み順）
※当日有効の観覧券が必要です。

申１０月６日正午～１１月７日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１００６Ｊ）へ。
⑤一緒にあそんで、明治にタイムス
リップ
　こま回しなど、明治時代の子ども
の遊びを体験します。
※直接会場へおいで下さい。
日１０月１４日㈯午前１０時３０分～午
後３時
場同館前庭
講（特）子ども広場あそべこどもたち
⑥美術館でおはなし会～絵本と語り
の時間
　大人も楽しめます。
※直接会場へおいで下さい。
日１０月２１日㈯、１１月７日㈫、いずれ
も午後２時～２時３０分
場同館１階ハイビジョンギャラリー
講おはなし　はすの実
定各１５人（先着順）

⑦ギャラリートーク
　当日有効の観覧券をお持ちのう
え、直接会場へおいで下さい。
日・内１１月１２日㈰＝館長によるス
ペシャルトーク、１０月２７日㈮、１１月
１９日㈰＝担当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
場同館企画展示室
⑧担当学芸員によるスライドトーク
　直接会場へおいで下さい。
日１０月８日㈰午後２時から４５分程度
場同館１階講堂
定１００人（先着順）

同時開催　常設展示室
まちだゆかりの作家～飯田善國
会期１２月２４日㈰まで
※�月曜日休館（ただし１０月９日は
開館し、１０日は休館）

※入場無料です。

　市内在住の１００歳以上の方は、男性が２０人、女性が
１７７人いらっしゃいます（９月１日現在）。
　敬老の日に先立つ９月１３日、市長が市内の高齢者お
二人に記念品を贈呈し長寿をお祝いしました。
　明治３８年生まれの浅沼キミさんは、現在１１１歳で
す。５年連続で市内の女性最高齢となられます。お食事
をよく召し上がり、お風呂もお好きとのことで、差し上
げたバスタオルを受け取られ「みんなにお祝いしても
らってうれしい」とおっしゃいました。
　大正３年生まれの増田好男さんは現在１０３歳です。
ゴルフを１００歳までなされたそうで、長年続けてこら
れた達筆な筆書きの日記を見せて下さいました。

　国際版画美術館と友の会が共催
で、「版画でひろがるアートの町
田」をテーマに開催します。
日１０月７日㈯午前１０時～午後４時
３０分、８日㈰午前１０時～午後４時
※開会式は１０月７日㈯午前１０時
からです。
場同館前庭
ゆうゆうプロムナードコンサート
「魅惑のバンドネオン」
日１０月７日㈯午後１時から、午後３
時から、各３０分程度
場同館エントランスホール
※椅子の用意はありません。
市域学生によるアートイベント
日①１０月７日㈯午前１０時～午後４
時３０分、８日㈰午前１０時～午後４
時、②１０月７日㈯午前１０時～午後
４時３０分
場同館①前庭②講堂
内①玉川大学～屋外参加型アート

イベント「どうぶつ　すごロク！」
②桜美林大学～こども向け室内ア
ートワークショップ
※その他、チャリティ・アートバザ
ール、木版画摺

す

り体験、キッズ・ア
ートスペース、「ゆうゆう版画美術
館まつり」ポスターデザイン原画
展示（いずれも７日は午後４時３０
分まで、８日は午後４時まで、ポス
ターデザインの入賞者表彰式は８
日午前１１時から同館エントラン
スホール）、福祉作業所とまちだ名
産品のれん会協賛の出店などがあ
ります。

　朝鮮民主主義人民共和国が８月２９
日、９月１５日に弾道ミサイルを発射
しました。９月３日の核実験とあわ
せ、断じて容認できないことから、市

長と市議会議長が連名で抗議声明を
発表しました。
市HP�北朝鮮 � 検索
問企画政策課☎７２４・２１０３

弾道ミサイル発射及び核実験への抗議声明を発表

祝
１１１歳！

問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

子どもも楽しめる「まちなかシネマ」

「ちびヒロ×まちなかシネマ」を開催
問産業観光課☎７２４・３２９６�市HP�ちびヒロ � 検索

国際版画美術館企画展
明治維新から１５０年浮世絵にみる　子どもたちの文明開化

問国際版画美術館☎７２６・２８８９、国際版画美術館友の会（火・金曜日の
午前１0時〜正午）☎７２６・３0５１ １９回ゆうゆう版画まつり 検索

「
人
形
衣
し
や
う
付
」（
部
分
）公
文
教

育
研
究
会
蔵

▲１１月３日で１１２歳を迎える、
浅沼キミさん

◀
素
敵
な
笑
顔
の
、
増
田

好
男
さ
ん

　７月に開催し好評だった、子どもが裸足で遊
べる芝生広場「ちびヒロ」と、映画上映会「まちな
かシネマ」を再び開催します。お子さん連れの方
もお気軽にお出かけ下さい。
場町田ターミナルプラザ市民広場

問イベントダイヤル☎７２４・５６５６、同館☎７２６・２７７１、0８６0

ゆうゆう版画美術館まつり

芝生広場「ちびヒロ」
　子どもたちが、自由に遊具で遊べます。
日１０月２日㈪～３１日㈫、いずれも午前
１０時～午後５時
※平日のみ開催。

まちなかシネマ
日・内１０月２０日㈮＝「ペット」、２７
日㈮＝「キャスパー」、いずれも午
後６時～７時４５分頃上映
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