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今号の紙面から

● 3面 町田市市民参加型事業評価を開催

「まちだ未来
づくり寄附」

● 青少年健全育成都市宣言
● 交通安全都市宣言

● 3面 コラム
「みんなでつくる

For
Machida City
of the future

ふるさと納税とは、
「納税」という名前を使用してい
ますが、地方自治体への
「寄附」
のことをいいます。
自分で自治体を選び寄附することで、その自治体を
応援する仕組みです。
問財政課 ☎724・2149

町田市のふるさと納税は使い道が選べます！
町田市のふるさと納税の特徴は、あなたの応援したい
市政の分野や事業から使い道を選ぶことができます！

町田市民でも町田市へふるさと納税ができます！
ふるさと納税は、地方を応援するだけでなく、あなたの
まち
「町田市」
にもできます！ ふるさと納税で、あなたのま
ち町田市を応援し、市政に参加しませんか！

さまざまな使い道をご指定いただけます！

健康づくり、人と人のつながりづく
り、健康危機や災害への対応など、安
心して生活できるまちを目指した取り
組みに活用します。
〔活用する分野の例〕
高齢者・
障がい者・健康・医療・防犯・
防災・地域活動など

将来を担う人が
育つまちをつくる

地域の子育て支援、教育の充実、学習機会の提供など、
将来の担い手が育つ取り組みに活用します。
〔活用する分野の例〕
子ども・子育て・教育・生涯学習など

ホームタウンチームの選手・スタッ
フが、保育園や小学校へ出向いてスポ
ーツ教室を行う事業を実施していま
す。この事業を充実させ、地域の子ど
もたちにスポーツをより身近に
感じてもらえるよう、ふるさ
と納税を活用します。

国際版画美術館は、多くの浮世絵作
品を収蔵していますが、来館者からの
要望が多い喜多川歌麿の作品はまだ
収蔵していません。ふるさと納税を
活用し、喜多川歌麿の作品を
購入します。

ＩＣＴを活用した学習の様子

ふるさと納税をした方の声より
町田市在住ですが、町田ならではの返礼品に
加え、ふるさと納税の使い道を選べることが良い

交通環境の充実、住環境の向
上、環境に配慮したまちづくりな
ど、暮らしやすいまちを目指した取
り組みに活用します。
〔活用する分野の例〕
交通・
住環境・環境など

トップ
アスリートと
子どもたちを
スポーツでつなぐ！

町田市立
国際版画美術館に
『歌麿』を呼ぼう！

にぎわいのある
まちをつくる

産業の育成と活性化、文化芸術
とスポーツの振興、まちの魅力の
発信など、にぎわいのあるまちを
目指した取り組みに活用します。
〔活用する分野の例〕
産業振興
・文化スポーツ振興・観光
振興など

かたち

みらいの場」
スタート

ふるさと納税で
市政に参加しませんか

町田市のふるさと納税の使い道

安心して
生活できる
まちをつくる

人口と世帯（外国人含む）

● 非核平和都市宣言

発行 ● 町田市 編集 ● 政策経営部広報課
町田市
ホームページ
〒194‐8520 東京都町田市森野2－2－22
QRコード
市役所の代表電話 ● 042・722・3111
市役所の窓口受付時間 ● 午前8時30分～午後5時
ホームページ ● http：//www.city.machida.tokyo.jp/

ふるさと納税

暮らしやすい
まちをつくる

● 男女平等参画都市宣言

と思い、寄附させていただきました。今後も私の子
どもたちが、安心して生活できるまちになるよう、
寄附を活用して下さい。

３０代 女性

トップスポーツ
を楽しめる
環境を町田に！

（大型映像装置整備）

市立陸上競技場では、多くの大規
模スポーツイベントが開催されてい
ます。より迫力あるプレーをお楽しみ
いただくため、新たな大型映像
装置を整備するにあたり、
ふるさと納税を活用
します。

（前月より7 人増）／ 世帯 ： 193,989 世帯（前月より99 世帯増）
人口 ： 429,070 人（ 男：210,441人・女：218,629人）

２０１7年10月1日現在
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11月から新たな返礼品が追加されます！
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町田の魅力盛りだくさん！ 市民のみなさんも町田を再発見！

町田市にふるさと納税をしていただいた方に、これまでの返礼品に加え、町田ならではの歴史や文化を体
感していただける
「町田を知る」
招待券や、町田市在住の絵本作家の直筆記念カード・特製ポストカード、町田
ならではの逸品など、新しい返礼品をご用意しました。この機会に新たな町田の魅力を見つけてみませんか。

：

発行日

見学や体験ができる返礼品
Ａコース

中垣ゆたかさん 限定返礼品

旧白洲邸 武相荘 見学コース
武相荘入館券＋館内利用券

中垣ゆたか

1977年北九州市小倉生ま
れ。町田市在住。帝京大学
経済学部卒業。2005年よ
りフリーのイラストレー
ターとして活動。絵本に
『ぎょうれつ』
（偕成社）、
『さがすえほん ごちゃま
ぜ』
（佼成出版社）、
『タロと
チーコのひみつのだいぼ
うけん』
（小学館）などがあ
る。
ブログにて４コマ漫画「町
田家、あさって、しあさっ
て。
」
を毎日更新中。

武相荘の入館券と館内で使える利用券がセットになった返礼品です。
※館内利用券は館内飲食店やショップでご利用いただけます。

武相荘は、戦後の新憲法制定に深く
関わった白洲次郎と、美術評論家・随
筆家で町田市名誉市民第１号でもあ
かやぶき
る白洲正子の自宅でした。茅葺屋根の古民家をそのまま再生しなが
ら暮らすという白洲夫妻の美的、文化的趣味が体現された空間が残
っており、
「旧白洲邸武相荘」
として、
一般公開されています。
他にも
Ｂコース

小野路宿里山交流館
+館内利用券

体験コース～うどん作り体験

Ｃコース

ふるさと農具館 「なたね油しぼり」
見学コース～絵本
「油ができるまで」
+館内利用券

Ｄコース

ブルーべリー狩り＆ジャム・カレーライス作り体験ツアー
〔開催日＝２０１８年８月５日㈰〕

などの
「町田を知る」返礼品も始まりました！

町田市在住の絵本作家、中垣ゆたかさんの作品が返礼品になりま
した！いずれの返礼品もここでしか手に入らない限定品です。この
機会をお見逃しなく！

１万円コース

中垣ゆたかさんサイン入り絵本＆特製ポスト
カードセット（１０枚入）

中垣ゆたかさんのサイン入り絵本『ぎょうれつ』
に加え、町田の名
所を描き下ろしたふるさと納税限定の特製ポストカード（１０枚入）
がセットになった返礼品です。
あなただけのオリジナルカードをお届け！直筆
記念カード＆特製ポストカードセット
（１０枚入）
中垣ゆたかさんがあなたのために特製カードを作り
ます！世界に１つだけの限定カードを額縁に入れて、お
届けします。

2万円コース（限定10名）

返礼品の詳細はパンフレットをご覧いただくか、町田市ホームページをご覧下さい！

上記の新しい返礼品のほか、町田ならではの逸品もご案内しています！

町田市のふるさと納税の現状

ふ るさと 納 税 額と 寄 附 金 控 除 額 の 推 移

ふるさと納税額と寄附金控除額の推移

現在、市への
「ふるさと納税」
で入る金額よりも、市民の寄附金
控除額
（※）
の方が多くなっています。
その差は年々拡大しています。
このままいくと、2017年度の赤字額は4.5億円になる見込みで
す。これは保育施設整備
（約５０人規模の施設で約１０園分）
に必要
な町田市の負担額に相当します。このまま町田市へのふるさと納
税額と寄附金控除額の差額が拡大していくと、市の予算が減少
し、市民サービスに影響を及ぼします。

2015
年度

0.2 0.3億円
0.5

2016
年度
2017
年度
（見込み）
0

赤字額は拡大し、2017 年度は 4.5 億円に！
ふるさと納税額

2.5億円

0.4

寄附金控除額
（※）

2.9
4.5億円

0.6

5.1
1

2

3

※市民が、他の自治体へふるさと納税をすることによって、町田市の市民税
から控除される額です。

多摩26市の中で見る2016年度ふるさと納税受入金額

一方で、町田市は多摩26市中では上位の寄附金額となってい
ます。寄附していただいている方の５５％は市内にお住まいの皆
さんです。

ふるさと納税の申し込み方法は？
インターネットからは、ふるさと納税
ポータルサイト
「ふるさとチョイス」
を
ご利用下さい。
町田市 ふるさと納税

検索

町田市ホーム
ページふるさと
納税QRコード

寄附金額
国立市
町田市
狛江市
青梅市
調布市

（万円）

8649
4273
2654
257７
2296

1位
2位
3位
4位
5位

寄附件数
国立市
狛江市
日野市
青梅市
町田市

5
単位：億円

市民のみなさんも、

多摩26市で比較した個人の寄附金 2016年度
1位
2位
3位
4位
5位

4

（件）

1061
927
890
814
732

書面での申し込みは、市庁舎、各市民センターに設置して
いる
「寄附申出書」
に必要事項を記入し、直接または郵送
で財政課
（市庁舎５階、
〒194-8520、森野2-2-22）
へ。申
請書は、町田市ホームページでダウンロードもできます。

ふるさと納税で、
ぜひ町田市を

応援して下さい！！

市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

お知らせ
傍聴できます～第１回

スポーツ施設整備構想懇談会

返０４２・７２４・５６００

ドを１２月１１日まで（必着）に、直接
または郵送で町田保育園（〒１９４－
００１３、原町田６－２６－１５、受付時間
＝午前８時３０分〜午後５時）へ。
※申請書等は、１２月１１日まで町田
市ホームページでダウンロードでき
ます。また、子育て推進課（市庁舎２
階）でも配布します。
問子育て推進課☎７２４・４４６８

市では、
「みる」スポーツの場とし
て、スポーツ施設に求められる機能
の充実及び向上を図るために、学識
経験者、
スポーツ関係者、地域団体関
生涯学習センターまつり
係者、
経済・観光関係者などにより構
参加団体を募集します
成される「スポーツ施設整備構想懇
談会」
を開催します。
２０１８年３月２３日 ㈮ ～２５日 ㈰ に
この懇談会の施設整備に関する意 「第６回生涯学習センターまつり」を
見は提言としてまとめられ、２０１９
開催します。
年度からの「
（仮称）町田市スポーツ
主に、同センターで活動している
推進計画１９－２８」策定の参考にさ
サークル・団体で実行委員会を組織
れます。１１月～２０１８年３月に４回公
し、運営を行います。
開で行い、
取りまとめられた提言は、 【事前説明会を開催します】
市長に提言書として提出されます。
参加希望団体は、必ず１人以上出
日１１月１４日㈫午後６時～８時
席して下さい。
場市庁舎
対主に生涯学習センターで活動して
定２０人
（申し込み順）
いる団体
申１１月８日までに電話でスポーツ振
日①１１月１７日㈮午後２時から②１１
興課へ（受付時間＝午前９時～午後５
月１８日㈯午前１０時から③１１月１８
時、
土・日曜日、
祝日を除く）。
日㈯午後６時から（各回とも同一内
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
容）
場同センター６階①調理実習室②③
年
末
保
育
学習室１・２
内まつりの趣旨や参加申込方法等の
対市内在住または市内認可保育園・
説明・参加申込書等の配布
認定こども園
（２号認定・３号認定）に
問同センター☎７２８・００７１
在園し、１２月１日現在、満６か月以上
の未就学児の保護者で、就労のため
大地沢青少年センター～２０１８年５
保育が必要な方
月分の
日１２月２９日㈮、３０日㈯、午前７時〜
利 用 受 付 開 始
午後７時の間で保護者の方の就労時
間
（通勤時間を含む）
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
場町田保育園
のグループまたは個人
費午前８時３０分〜午後５時の間は３０
申１１月４日午前８時３０分から電話で
分につき２５０円、午前７時〜８時３０
同センター（☎７８２・３８００）へ。
分、 午 後５時 〜７時 は３０分 に つ き
※初日の午前８時３０分～午後１時の
３００円
受付分は抽選、午後１時以降は申し
申申請書・年末勤務証明書・保育カー
込み順に受け付けます。
みんなでつくる

かたち

問企画政策課☎７２４・２１０３

未来の場①

公共施設の再編に向けた取り組みを始めています
市では、
公共施設の老朽化や厳しい財政状況を見通し、必要な公共サ
ービスを将来にわたって維持していくため、公共施設の再編に向けた
取り組みを進めています。
来月から定期的に公共施設に関する情報や、再編に向けた取り組み
をシリーズで紹介します。
公共施設の未来を一緒に考えていきましょう。

公開している会議
会議名

日

時

傍聴のご案内

会 場
定
市庁舎10階
町田市教育委員会定 11月10日㈮午前
会 議 室10例会
10時から
3~5

員

申し込み

会議当日に教育総務課
（市庁舎10階、☎724・
2172）
へ

番号間違いにご注意下さい
※５月１日、２日、７日、８日、１５日、２２
日、２９日は利用できません。
町田市自然休暇村
２０１８年５月分の

利

町田市地域包括支援 11月16日㈭午後 市 庁 舎 2 階
5人
事前に電話で高齢者福祉
へ
センター運営協議会 4時30分~6時 会議室2-1 （申し込み順） 課（☎724・2140）
事前に電話で地区街づく
町田市景観審議会専 11月17日㈮午前 市庁舎10階
5人
へ
門部会
10時~正午
会議室10-2 （申し込み順） り課（☎724・4267）
事前に電話で交通事業推
町田市地域公共交通 11月17日㈮午後 市庁舎10階
5人
へ
会議
2時から
会議室10-2 （申し込み順） 進課（☎724・4260）
町田市高齢社会総合 11月17日㈮午後 市 庁 舎 2 階 10人 事前に電話でいきいき総
へ
計画審議会
6時30分~8時 会議室2-2 （申し込み順） 務課（☎724・2916）

町田市ホームページ

受

対市内在宅高齢者の家族介護者
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

鶴見川源流ウォーク

せせらぎの里～

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１１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）。
※５月８日、９日は利用できません。

催し・講座

家 族 介 護 者 教 室
日①１１月１２日㈰午前１０時～正午②
１１月２６日㈰午後２時～４時③１２月
１３日㈬午後２時～４時
場①特別養護老人ホーム美郷②ふれ
あい桜館③町田市民フォーラム
内①成年後見制度について社会福祉
士による講演②薬に関する基礎知
識、薬の飲み方と効き目について薬
剤師による講演③疲労回復運動、お
しゃべりでリフレッシュ
定①４０人②③２０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忠生第１高齢
者支援センター（☎７９７・８０３２）へ
③町田第１高齢者支援センター（☎
７２８・9２１５）へ。
◇

【いるか丘陵とことん巡り２０１７鶴
見川源流編】
治水防災・自然再生拠点として整
備中の鶴見川源流保水の森を、ガイ
ドと共に探訪します（雨天時は内容
を変更）。
対小学生以上の方（小学生は保護者
同伴）
日１１月１２日㈰午前９時～午後３時、
集合は上小山田みつやせせらぎ公園
調整池（小山田小学校前バス停から
徒歩１分）
内保水の森散策（アップダウン有り、
約５㎞の健脚向き）
※源流コーヒーのサービス付きです。
定５０人（申し込み順）
持ち物雨具、昼食、飲み物
※歩きやすい靴と服装でおいで下さ
い。
費５００円
申催し名・実施日・参加者全員の住所
・氏名（ふりがな）
・電話番号・年齢・
性別を明記し、ハガキ、ＦＡＸまたはＥ
メールで１１月７日まで（必着）に、
（特）鶴見川源流ネットワーク事務局
（〒１９４－０２０４、小山田桜台２－４－
１４－１０５返８６０・０８３０遍ｇｅｎｒｙｕｔｏ
ｕｒ２０１７＠ｏｆｆｉｃｅ．ｅｍａｉｌ．ｎｅ．ｊｐ）へ（鶴
見川源流ネットワークホームページ
で申し込みも可）。
問同事務局☎７９８・２６９３、町田市北
部丘陵整備課☎７２４・２１６４

市の事業について考えてみませんか

２０１７年度町田市市民参加型事業評価においで下さい

問経営改革室☎７２４・２５０３

市民の皆さんの声を行政経営・行 【当日のスケジュールと対象事業】
政サービスの向上に活用するため、 ○日時 11月18日㈯午前9時～午
市民参加型事業評価を開催します。 後4時
選出された市民の方と有識者で構 ※事前申込不要、途中入退場は自由
成する評価人チームが、市の事業担 です。
当者と事業の課題や解決策について ○第 1 会場＝市庁舎3階会議室3－2
話し合い、評価をします。今回は、新 ・3
たな取り組みとして、高校生が２事 ○第2会場＝市庁舎2階市民協働お
うえんルーム
業の評価に参加します。
※話し合いの途中と最後に、傍聴者 ※各事業の評価は、担当者の説明及
の意見をリモコンで集計し、会場で び話し合い60分、評価及び評価の総
括15分の計75分です。
発表します。
時 間
9時～9時15分
午前 9時15分～10時30分
10時45分～正午
1時～2時15分
午後 2時30分～4時
4時～4時15分

第１会場
開会式
公立保育所運営事業
木曽山崎図書館事業
スポーツ広場事業
町田市民バス運行事業
閉会式

衆議院議員選挙

事前に電話で市政情報課
町田市情報公開・個人 11月13日㈪午前 市 庁 舎 2 階
3人
へ
情報保護運営審議会 10時~正午
会議室2-2 （申し込み順）（☎724・8407）
町田市指定管理者管
理運営状況評価委員
会（対象施設=藤の台
11月13日㈪午後 市 庁 舎 5 階 10人 事前に電話で総務課（☎
ポケット組学童保育
へ
2時25分から
会議室5-3 （申し込み順） 724・2108）
クラブ、南つくし野学
童保育クラブ、鶴川第
二学童保育クラブ）

用
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第２会場
―
地域高齢者支援事業
子どもセンター「ただＯＮ」事業
成人保健指導事業
小野路宿里山交流館事業
―

開票結果

問選挙管理委員会事務局☎724・2168

10月22日㈰に衆議院議員選挙
が執行されました。
衆議院（小選挙区選出）議員選挙
の投票率及び開票結果は各表のと
おりです。
なお、2018年2月25日㈰は、町

田市議会議員・市長選挙の投票日
です。皆さんの貴重な一票を政治
に届けましょう。
投票率
東京都全体
53.64%

町田市選挙区
55.19%

衆議院
（小選挙区選出）
議員選挙 東京都第23区
（町田市・多摩市）
開票結果
順位
候補者名
1
小倉まさのぶ
2
伊藤しゅんすけ
3
松村りょうすけ

URL http://www.city.machida.tokyo.jp/

党派名
得票数（町田市選挙区） 得票数（東京都第23区） 結果
自由民主党
87,144
110,522
当選
希望の党
59,075
76,450
※
日本共産党
44,102
58,929

※比例代表選出より当選

パソコン版・スマートフォン版・モバイル版があります
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凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

催し・講座

【読み聞かせ講座】
日１２月５日〜２０１８年１月３０日の火
曜日（１月２日を除く、第６回のみ１月
１７日）、午前１０時〜正午、全８回
地 域 介 護 予 防 教 室
場和光大学ポプリホール鶴川
定１５人（申し込み順）
講座終了後も仲間と共にグループ
申１１月１日午前９時～２２日午後５時
活動を楽しみながら継続することを
に電話で鶴川第１高齢者支援センタ
目指します。
ー
（☎７３６・６９２７）へ。
※当日及び講座については各高齢者
支援センターへお問い合わせ下さい。
◇
【Ｌｅｔ＇ｓ！Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ！！～エンジョイ
対市内在住の全回参加できるおおむ
ね６５歳以上の方
ポールウォーキング】
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
スキーのストックに似たポールを
使用する
「ポールウォーキング」を通
ＮＨＫ・市立図書館・
（一財）町田市文
して、
短期間で安全に筋力・体力の維
化・国際交流財団共催～「ゴッホ展
持向上を図ります。
巡りゆく日本の夢」
日１１月１５日〜２０１８年１月１７日の
関 連 文 化 講 演 会
水曜日
（１２月２７日、１月３日を除く）、
午後１時〜３時、
全８回
東京都美術館で開催中の「ゴッホ
場杉山神社社務所杉山会館（つくし
展 巡りゆく日本の夢」
（会期＝
野）
２０１８年１月８日まで）を専門家が解
定３０人
（申し込み順）
説します。参加者には本展の招待券
申１１月１日午前９時～１０日午後５時
を１人１枚差し上げます。
に電話で南第１高齢者支援センター
日１１月３０日㈭午後２時開演（終了予
（☎７９６・２７８９）
定は午後３時４０分）
へ。
場和光大学ポプリホール鶴川
【ボッチャにトライしよう～一緒に
講東京都美術館学芸員・岡本純子氏
行う仲間をつくりゲームで身体を動
定２９５人（申し込み順）
かし健康寿命をのばそう！】
申１１月７日正午～１４日にイベント
ニュースポーツ
「ボッチャ」を習得
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６ コ ー ド
します。運動機能向上の講座も行い
ます。
１７１１０７Ｂ）へ（申し込みは２人まで）。
日１１月３０日〜２０１８年１月２５日の
問中央図書館☎７２８・８２２０
木曜日（１月４日を除く）、午後２時〜
車で出店！
４時、
全８回
まちエコ・フリーマーケット
場リハステーション木曽西（木曽西）
出
店
者
募
集
講健康運動指導士・青島海樹氏
定１５人
（申し込み順）
家庭で不要になったものをリユー
申１１月１日午前９時〜２９日正午に電
ス（繰り返し使う）するフリーマーケ
話 で 忠 生 第２高 齢 者 支 援 セ ン タ ー
ットの出店者を募集します。
（☎７９２・１１０５）
日１２月３日㈰午前９時～午後２時
へ。
まる

まちだ好きあつまれ！まちだ〇ごと大作戦１８－２０を盛り上げよう！

「まちだ好きの集い」参加者募集

問広報課３ヵ年シティプロモーション担当☎７２４・４０８４

「まちだ〇ごと大作戦１８－２０」
は、
市民や地域の皆さんが「やって
みたい」と考える提案の実現を目
指す取り組みです。
今回は、
「スポーツ」、
「文化」、
「に
ぎわいづくり」
「子育て」などをテ
、
ーマに、大作戦のコンセプトの理
解を深めながら提案につなげてい
くワークショップを行います。
大作戦がどんなものか理解した
い、大作戦でアイデアを提案した
い、自分と同じことを考えている
１１月９日㈭～１５日㈬

仲間をつくりたい、誰かの取り組
みをサポートしたいなど、大作戦
に関わりたいと考えている方は、
どなたでもご参加いただけます。
日１１月１９日㈰午前９時３０分～午
後０時３０分
場市庁舎
定８０人（申し込み順）
申１１月８日正午～１６日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１１０８Ｄ）へ。

秋の火災予防運動

火の用心

消防団員
募集中！

一人一人の心掛け

問町田消防署☎７２２・０１１９、町田市防災課☎７２４・３２５４
【住宅火災が増加中です】
市内では、今年１月～８月の間に
６７件の火災が発生し、１人の尊い
命が失われています。特に、電気火
災が急増しており、コンセントや
コードを正しく使用していないこ
とが原因で発生しています。
【各種イベントを実施します】
詳細は、町田消防署ホームペー
ジをご覧下さい。
日・内１１月１３日㈪午後３時から＝
消防演習

場市庁舎
町田消防署庁舎移転のお知らせ
町田消防署は、１１月２１日㈫に
移転します。
新所在地本町田２３８０－３（本町田
小学校北側）
新電話番号７９４・０１１９
新ＦＡＸ番号７９４・０１４０
※移転に伴い、１１月２１日は受付
業務ができません。お急ぎの場合
は、お近くの消防出張所へお願い
します。

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

市HP 町田市ホームページ

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１１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
料理中に出るごみを減らそう！

使 い 切 り 料 理 教 室

食材の使い切り・上手なアレンジ方
法・料理中に出るごみを減らすポイ
ント等を実践しながら紹介します。
※当日のメニューは、開催日の１～２
週間前に案内文を送付します。
対市内在住の１８歳以上の方
日１１月３０日㈭午前１０時～午後１時
場町田市民フォーラム
講町田地域活動栄養士会
定２０人（申し込み順）
費５００円（食材費等）
申１１月７日正午～２０日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コ ー ド
１７１１０７Ｃ）へ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
男女平等推進センター登録団体企画

町 田 の 歴 史 と 女 性

性の尊重と人権を守る社会を目指
すために共に考えてみませんか。
日１１月２６日㈰午後１時３０分～４時
場町田市民フォーラム
講横浜国立大学講師・上田誠二氏
定４０人（申し込み順）
申１１月２日正午～２１日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コ ー ド
１７１１０２Ｅ）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１１月１４日までに併せて申し
込みを。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８
国際版画美術館～木版画一日教室

手 作 り の 年 賀 状

対高校生以上の初心者
日１２月５日㈫、６日㈬、午前１０時３０
分～午後４時（各回とも同一内容）
場同館
内木版画で単色または２色刷りの年
賀状を作成（図柄は干支の図案を含

問 問い合わせ

め同館で用意）
講版画家・木下泰嘉氏
定各１６人（抽選、結果は１１月２４日ご
ろ全員に郵送）
費３０００円
申１１月２日正午～１９日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コ ー ド
１７１１０２Ｈ）へ（同館ホームページで
申し込みも可）。
※両日への申し込みはできません。
問同館☎７２６・２８８９

多様な働き方セミナー
【セミナー＆相談会～よく分かる！
パート・契約社員で働くときの基礎
知識】
日①１１月１７日㈮②１１月２１日㈫、午
後１時３０分～４時３０分
場多摩市立関戸公民館
内①労働契約を結ぶときのポイン
ト、労働条件通知書と就業規則の見
方、有期労働契約の更新・無期転換、
労働契約の終了（解雇、雇止め等）、パ
ートタイム労働法のポイント②１０３
・１０６・１３０・１５０万の壁、各保険の
給付制度と知っておきたい制度、妊
娠・出産・育児期間の働き方と社会保
険の支援制度
講社会保険労務士・横山玲子氏
定各６０人（申し込み順）
申電話またはＦＡＸで東京都労働相
談 情 報 セ ン タ ー 八 王 子 事 務 所（ ☎
０４２・６４３・０２７８返０４２・６４５・
７１８５）へ（ＴＯＫＹＯはたらくネット
ホームページで申し込みも可）。
問産業観光課☎７２４・２１２９

第３回ふれあいコンサート
町田市ゆかりの現役芸大生が奏で
るデュオ・コンサートです。
対６歳以上の方
日２０１８年１月１４日㈰午後２時３０分
から
場鶴川市民センター
出演盛川奈々（バイオリン）、坂牧春
佳（ピアノ）
定３５０人（申し込み順）
費５００円（全席自由）
申１１月７日正午からイベントダイヤ
ル
（☎７２４・５６５６コード１７１１０７Ｆ）
へ。
問町田市民ホール☎７２８・４３００、町
田 市 鶴 川 市 民 セ ン タ ー ☎７３５・
５７０４

全国一斉情報伝達訓練の実施

問防災課☎７２４・３２１８

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）
を使用した全国一斉情報伝達訓練
を実施します。この訓練は、弾道ミ
サイル情報や緊急地震速報等、
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
ー及び戸別受信機から市内全域に
放送されることを確認するもので
す。詳細は、町田市ホームページを
ご覧下さい。
※町田市メール配信サービスに登
録している方には、事前にお知ら
せします。
日１１月１４日㈫午前１１時ごろから
※災害等が発生した場合には予告
なく中止する場合があります。

※Ｊアラートから配信され、自動で
同無線屋外スピーカー及び戸別受
信機から放送する情報は下表のと
おりです。
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
国民保護関係 る警報（航空攻撃）
情報
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
計測震度計での計測震度が震度４以上の場
合、
自動で同無線屋外スピーカー及び戸別受
信機から放送されます。

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

イベント申込システム 町田市イベントダイヤル

催し・講座
町田新産業創造センター

創業・起業に関するセミナー

【町田創業～ファーストステップ相
談会】
経験豊富な専門家が起業をサポー
トします。
日１１月１１日㈯、１５日㈬、２５日㈯、
２９日㈬、
午後１時～５時（１人１時間）
定各４人
（申し込み順）
【町田創業～ファーストステップセ
ミナー】
日①１１月１７日㈮午後１時３０分～３時
②１１月１７日㈮午後３時３０分～５時③
１１月２８日㈫午後１時３０分～３時④
１１月２８日㈫午後３時３０分～５時
内①人材育成～創業経営者はプロデ
ューサーであり、
シンガーソングライ
ターである②販路開拓～提案力の強
化により会社・商品・サービスをブラ
ンド化する③経営～営業の中に商品
開発がある④財務～勘定あって銭足
らず キャッシュフロー経営の勧め
講①②
（有）
プレジデントコミッティ
代表取締役・宮本愼氏③④（株）販売
開発研究所代表取締役・名倉康裕氏
定各３０人
（申し込み順）
◇
場同センター
申同センターホームページで申し込
み。
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業観光課☎７２４・２１２９

忠生市民センターまつり
日１１月１８日 ㈯ 午 前１０時 ～ 午 後５
時、
１９日㈰午前１０時～午後４時
場同センター
※駐車場に限りがありますので、公
共交通機関をご利用下さい。
内展示・即売の部
（パンフラワー、書
道、
絵手紙、
木彫り、
パッチワーク、バ
ザー等）
、
舞台発表の部（ダンス、楽器
演奏、コーラス、詩吟、朗読、太極拳
等）
、ダンスパーティーの部（１９日午
後５時３０分～８時３０分）
問同センター☎７９１・２８０２

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。

があります。
問同センター☎７３２・９３７２

三輪センター文化祭
日１１月１８日 ㈯ 午 前１０時 ～ 午 後５
時、１９日㈰午前１０時～午後４時
場三輪コミュニティセンター
※駐車場は使用できません。
内作品展（絵画、書、写真、彫刻、手芸
等）、音楽・舞踊発表会（楽器演奏、合
唱、ダンス、和太鼓等）、展示即売会
（地場野菜 他）
問同センター☎０４４・９８７・１９５１

消 費 生 活 セ ン タ ー
【学習会～基礎から学ぶ家計簿のつ
け方 続けてわかる我が家の食費】
日１２月４日㈪午前１０時～正午
講町田友の会
定４０人（申し込み順）
申１１月２日正午～２８日にイベントダ
イヤル
（☎７２４・５６５６コード１７１１０２
Ｊ）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。
【くらしに役立つテスト教室～石け
んでシンプル大掃除】
日１２月７日㈭午前１０時～正午
内キッチンを中心に石けん等を使っ
た掃除のポイントを学ぶ
講（一社）ハンドメイド石けん協会シ
ニアソーパー・小嶋淳子氏
定２４人（申し込み順）
費１００円
申１１月７日正午～２８日にイベントダ
イヤル
（☎７２４・５６５６コード１７１１０７
Ｄ）
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
さがまちカレッジ

講 座 参 加 者 募 集

【①愛されわんこを目指すには！親
子でできるワンコミュニケーション】
対犬を飼育している方（家族）とその
飼い犬
日１２月９日㈯午前１０時～１１時３０分
玉川学園コミュニティ
場麻布大学（相模原市）
セ ン タ ー ま つ り
内誰からも愛される犬を育てるトレ
ーニングのコツ等
日１１月１１日㈯、１２日㈰、午前１０時
講麻布大学共同研究員・鹿野都氏
～午後４時
定１６組（抽選）
場同センター
費１２００円
※駐車場はありません。
【②こども体験講座～クリスマス飾
内各サークルによる作品展示＝俳
りを作ろう】
句、絵画、書道、写真、地域活動紹介
町田市子どもセンターぱおと共催
等、
町田第五小学校児童作品（特別参
加）
、
各サークルによる発表（ホール） です。
対小学生
＝１１日は開会式・詩吟・和歌朗詠（筑
日１２月１０日㈰午前１０時３０分～１１
前琵琶）
・歌と演奏・フラダンス、１２
時３０分
日はコーラス・オペラ・歌曲
場町田市子どもセンターぱお
※両日とも、野菜の即売及び喫茶室
内革や色とりどりのフェルトを使い

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、
１１月１１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、１１月
１２日㈰午前６時３０分からです。
問市民課☎７２４・２１２３

ご利用下さい！

オリジナルのクリスマス飾りを作る
講東京家政学院大学現代生活学部助
教・佐々木麻紀子氏
定２０人（市内在住、在学の方を優先
のうえ、抽選）
費３００円（材料費込み）
◇
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、１１月１５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）。
※①は、講座案内チラシ掲載の申込
条件等を必ずご確認下さい。
※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

つづった詩集から、谷田の人物像を
浮かび上がらせます。
日１２月２日㈯午後２時～３時３０分
場同館
講詩人・井坂洋子氏、
「現代詩手帖」編
集長・藤井一乃氏
定８０人（申し込み順）
◇
申１１月２日正午から①１１月２３日まで
②１１月３０日までに、
イベントダイヤル
（☎７２４・５６５６コード①１７１１０２Ａ②
１７１１０２Ｂ）
へ
（申し込みは２人まで）
。
問同館☎７３９・３４２０
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１１月１６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＝「谷田昌
平」／おはなし＝「三つの金曜日」
（ト
ルコの昔話）、
「スノーグース」
（ポー
ル・ギャリコ作）
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、
１１月１日午前９
時から電話で同館
（☎７３９・３４２０）
へ。

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

関

連

イ

ベ

ン

ト

各イベントの参加には、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映画上映会～遠藤周作原作 マ
ーティン・スコセッシ監督「沈黙－サ
イレンス－」】
谷田が編集を担当し、遠藤周作の
代表作となった作品をスコセッシ監
督が映画化。今年１月に日本で公開
された話題作をご堪能下さい。
日１１月２５日㈯午後１時３０分～４時
３０分
場町田市民フォーラム
定１８０人（申し込み順）
【②記念対談 井坂洋子×藤井一乃
～谷田昌平との日々 詩人・牟礼慶
子のことば】
谷田の妻で詩人の牟礼慶子と交友
のあった井坂氏と藤井氏が、牟礼が
晩年に刊行した、谷田との思い出を
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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。１１月の
特別プログラムはクリスマスリース
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１１月１２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

市庁舎４階屋上花畑で採れた野菜やハーブを
使った講座を開催します 問庁舎活用課☎７２４・２１６５
【料理教室】
屋上花畑で収穫したさつま芋などを
使ってスイーツを作ります。お子さん
も料理できるメニューです。
対市内在住、在勤、在学の方
日１１月２６日㈰①午前１０時～正午②午
後２時～４時
場生涯学習センター
内さつま芋餅、ニンジンのマフィン
講フードコーディネーター・松岡明理氏
定①３０人②１５人（申し込み順）
費８００円
申１１月７日正午～１６日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７１１０７
Ａ）へ（申し込みは５人まで）。

【クリスマスリース作り講座】
屋上花畑の植物や町田の自然の
中で採れる植物を使ってクリスマ
スリースを作ります。
対市内在住、在勤、在学の方
日１２月１０日㈰①午前１０時３０分
～正午②午後１時３０分～３時
場市庁舎
講（社福）ボワ・すみれ福祉会花の
家職員
定①２５人②１０人（申し込み順）
費１０００円
申１１月１７日正午～２９日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コ ード
１７１１１７Ａ）
へ
（申し込みは５人まで）
。

市立図書館１１月、１２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ちいさい子向けおはなし会 ①１１月８日、
１５日、
２２日、
２９日、
１２月１３日、
２０日、２７日
②おおきい子向けおはなし会 ②１１月８日、
１５日、
２２日、
２９日、
１２月１３日、
２０日
①午後２時から
中央図書館
③乳幼児向けおはなし会
③１１月１０日、
２４日、
１２月８日、
２２日
②④⑤午後３時から
☎７２８・８２２０
④こどもえいが会
④１１月１日、
１２月６日
③午前１０時３０分から、
１１時から
⑤冬のブックトーク
⑤１２月２７日
※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。
※木曽山崎図書館は１１月６日～１２月２０日、
堺図書館は２０１８年３月３１日まで工事のため休館します。
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☎
堺図書館☎７７４･２１３１
７９３･６７６７、
忠生図書館☎７９２・３４５０、

移動図書館“そよかぜ号”

詳細はお問い合わせ下さい。

問さるびあ図書館☎722・3768

町田市立図書館

検索
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町田市イベントダイヤル ☎042・724・5656（電話受付時間＝午前7時〜午後7時）番号間違いにご注意下さい

催し・講座
生涯学習センター～体験講座

【地域をもっと元気に！交流を通し
て楽しく学ぶお手伝い！】
仲間づくり、地域づくりにあなた
の力を活かしませんか。聞く、
語り合
う、
やってみる講座です。
対全回出席できる生涯学習センター
の活動に興味のある方
日１２月１日、８日、２２日、２０１８年１月
１２日、２６日、いずれも金曜日午前１０
時～正午、
全５回
場同センター
内なぜ地域で交流が求められるの
か、
調べ学習の計画を立てよう、調べ
たことを語り合おう、交流の場づく
り、地域に開かれた交流の実施に向
けて
講玉川大学教授・中村香氏、東京学芸
大学准教授・倉持伸江氏
定３０人
（申し込み順）
申１１月１日午前９時から電話で同セ
ンター
（☎７２８・００７１）へ。
生涯学習センター・昭和薬科大学共
催

講

演

会

「インフォームド・コンセント」
「患
者の自己決定権」
「患者中心の医療」
などの言葉を耳にするようになって
久しいですが、それらを実現するた
めにはどうすればいいのか、一緒に
考えてみませんか。
日１２月２日㈯午後２時～４時
場町田市民フォーラム
内「健全に病むということ～自分の感
覚と懐疑心を大切に」
「あなたは薬の
ことをどのくらい知っていますか？
～医薬品の情報を使いこなそう！」
講
（特）
健康と病いの語りディペック
ス・ジャパン理事長 別府宏圀氏、昭
和薬科大学医薬品情報部門教授・山

情報コーナー
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【①一般公募
（家族向、単身者向）②若
年夫婦、子育て世帯向（定期使用住
宅）
】
単身者向は、都内に３年以上居住、
年齢等の要件有り／②は、これまで

イベントカレンダー
●市立総合体育館
【親子で鉄棒教室】
対市内在住、在園の５・６歳
児とその保護者日①１２月２日㈯、３
日㈰、午前９時１５分～１０時１５分②
１２月２日㈯、３日㈰、午前１０時３０分
～１１時３０分、各全２回定各２０組（抽
選）費１組１０００円申往復ハガキ（１組
１枚）に必要事項を明記し、１１月１５
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）
【元オリンピック選手による体操教
室】
対①市内在住、在園の５・６歳児②市
内在住、在学の小学生日１２月１０日
㈰①午前９時１５分～１０時１５分②午
５分でわかる町田のストーリー

町田市農業研修

サツマイモ収穫体験

市では、市が開設した研修農場で
援農者等の育成を目的とした農業研
修を行っています。
研修生が育てたさつま芋を収穫し
ませんか。
※収穫したさつま芋は持ち帰れます。
※新鮮野菜も販売します。
対市内在住の方（小学生以下は保護
者同伴）
日１１月１９日㈰、午前１０時～１１時、
午後１時～２時（雨天中止）
場町田市農業研修農場第２圃 場（小
野路町）
定各５０人（申し込み順）
費１口３株５００円（１人１口まで）
※家族やグループで参加の場合は、
参加人数分以下の口数でも可能で
す。
申１１月２日正午～１２日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎ ７ ２ ４・５ ６ ５ ６コード
１７１１０２Ｄ）へ。
※現地への交通手段（駐車場２０台、
申し込み順）を明示して下さい。
問農業振興課☎７２４・２１６６
ほ

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１１月１３日㈪午前１０時１５分～１１
時１５分（受け付け＝午前１０時～１０
時１５分）
場南地域子育て相談センター（金森
保育園内）
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
募集していた「定期使用住宅（若年フ
ァミリー向）」と「定期使用住宅（多子
世帯向）」が統合されたものです／そ
の他、一部制度の変更等もあります。
いずれも詳細は募集案内をご覧下さ
い。募集案内は１１月１０日まで、市庁
舎１階総合案内、各市民センター、町
田・南町田・鶴川の各駅前連絡所、木
曽山崎・玉川学園の各コミュニティ
センター、同公社町田窓口センター、

市立博物館展覧会

滑稽探索

田河水泡の研究とコレクション
問同館☎７２６・１５３１
歌川國芳
「み可けはこはゐがとんだいい人だ」
江戸後期 町田市立博物館蔵

地 域 の 交 流 仕 掛 人

本美智子氏
定１８８人（申し込み順）
申１１月８日正午からイベントダイヤ
ル
（☎７２４・５６５６コード１７１１０８Ａ）
へ。
問生涯学習センター☎７２８・００７１

人気漫画「のらくろ」の作者・田河
水泡と、水泡の長年にわたる滑稽研
究の資料にもなったコレクションを
ご紹介します。
会期１１月１８日㈯～２０１８年１月２１
日㈰
※会期中、一部作品の入れ替えがあ
ります。
休館日毎週月曜日（ただし２０１８年１
月８日は開館し、９日は休館）、年末年
始（１２月２８日～２０１８年１月４日）
みの参加も可）
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、 日１２月２日㈯、午前１０時～１１時３０
分、午後２時～３時３０分（各回とも同
中学生以下無料）
一内容）
関連イベント
催しの参加には入館料（高校生以 定各１６人（申し込み順）
上の方）が必要です（④を除く）。
費１０００円
【①講演会～田河先生の門下になっ 【⑤学芸員によるギャラリー・トーク】
て】
日１１月２５日㈯、１２月２日㈯、１０日
日１２月１７日㈰午後２時～３時３０分
㈰、２０１８年１月６日㈯、２１日㈰、午後
講漫画家・山根青鬼氏
２時～２時３０分
定６０人（先着順）
定各２０人程度（先着順）
【②講演会～滑稽の研究の現在】
【⑥マルのつく日は缶バッジ・デイ】
日２０１８年１月１４日㈰午後２時～３時
会期中、毎月１０日、２０日、３０日（休
３０分
館日の場合は翌日）に、展覧会の内容
講東京工芸大学教授・細萱敦氏
にちなんだオリジナル・デザインの
定６０人（先着順）
缶バッジを２０人（先着順、１人１日１
【③落語会「元犬」
「芝浜」】
個限定）にプレゼントします。５個集
日１２月３日㈰午後２時～４時
めた方には更に特大プレミアム缶バ
出演遊興亭福し満
ッジを差し上げます。
定５０人（申し込み順）
日１１月２１日㈫、３０日㈭、１２月１０日
【④博物館で年中行事～ＵＶレジンで ㈰、２０日㈬、２０１８年１月１０日㈬、２０
クリスマスオーナメントを作ろう】 日㈯の開館時間内
１人２点 オ ー ナ メ
◇
ントを作ります。オ
場①～④同館２階講堂（エレベータ
ーナメントは携帯ス
ー無し）⑤同館１階展示室⑥同館受
トラップなどとして
付
使用できます。
申①②⑤⑥直接会場へ③④１１月８日
対小学生以上の方
正午からイベントダイヤル（☎７２４
（小学生は保護者同 ＵＶレジンで作る ・５ ６ ５ ６コード ③ １ ７ １ １ ０ ８ Ｃ④
伴、保護者は見学の オーナメント作例 １７１１０８Ｂ）へ。
都庁等で配布（各施設で開所日時が
異なる）、同公社ホームページで配布
期間中に限りダウンロードも可申郵
送で１１月１５日まで（必着）問同公社
都 営 住 宅 募 集 セ ン タ ー ☎０５７０・
０１０・８１０（土・日曜日、祝日を除く）
●「社会保険料（国民年金保険料）控
除証明書」が発行されます
２０１７年１月～９月に納付した国民
年金保険料額を証明する「社会保険

料（国民年金保険料）控除証明書」を
１１月上旬にお送りします（１０月～
１２月に初めて国民年金保険料を納
付した方には２０１８年２月上旬に送
付）。年末調整や確定申告の際には、
この控除証明書と１０月１日以降に納
付した保険料の領収証を提出して下
さい問ねんきん加入者ダイヤル☎
０５７０・００３・００４、０５０で始まる電
話の方＝☎０３・６６３０・２５２５

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。

前１０時３０分～１１時３０分定各５０人
（抽選）費５００円申往復ハガキ（１人１
枚）に必要事項を明記し、１１月１５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）
◇
問同館☎７２４・３４４０
●野津田公園
【フリーマーケット開催】
キッチンカーも出店します日１１
月１８日㈯、１９日㈰、午前１０時～午後
４時場同公園陸上競技場周辺
【リースづくり教室】
対小学生以上の方日１１月２５日㈯午
前１０時～正午内公園内で採れる植
物を使った季節のリース作り定２０

人（申し込み順）費１２００円申１１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）
●忠生公園～定例自然観察会「草木
の実と種」
草木の実と種の散布方法を学びま
す日１１月５日㈰午前９時３０分～１１
時３０分（雨天中止）場同公園自然観
察センター（忠生がにやら自然館）問
同公園☎７９２・１３２６
●鶴間公園～どんぐり教室
対１歳～小学生（小学２年生以下は保

護者同伴）日１１月５日㈰①午前１０時
から②午前１１時１５分から③午後１
時から④午後２時１５分から（受け付
けは①②午前９時３０分から③④午後
０時３０分から）／各回６０分の入れ替
え制場同公園パークハウス周辺（雨
天時はハウス内）内どんぐりやまつ
ぼっくりでオリジナルのオブジェや
人形を作成定３２組（先着順）費１組
３００円問同公園管理事務所（サン町
田旭体育館内）
☎７２０・０６１１
●小野路宿里山交流館
＜臨時休館のお知らせ＞
１１月９日㈭は、館内の一斉点検及
び清掃のため、臨時休館します問同
館☎８６０・４８３５

11月1日～30日「保育による切れ目のない支援」 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 まちテレ

検索

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。

子どものイベントカレンダー
●町田市民文学館～ことばであそぼ
う！３・４歳児あつまれ！
日１１月１１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問同館☎７３９・
３４２０
●大地沢青少年センター
【森林体験塾Ⅱ】
対市内在住、
在学の小・中学生の親子
日１１月１９日㈰午前１０時～午後３時
内山林整備や木工作を通し里山暮ら
しを学ぶ講大戸源流森の会定３０人
（申し込み順）費１人４００円申１１月１
日午前９時から電話で同センターへ
【大地沢親子アウトドア料理教室】
講師指導のもと、親子でダッチオ
ーブンを使った本格的な野外料理を
作ります対市内在住、在学の小学生
の親子日１１月２３日㈷午前１０時～午
後４時（雨天実施）講快適生活研究家
・田中ケン氏定４０人（抽選）費大人
１５００円、小学生１０００円申ハガキに
住所・氏名
（ふりがな）
・電話番号・参
加者
（大人・小学生）
の人数・年齢・送
迎バスの利用の有無を明記し、１１月
９日まで（必着）に大地沢青少年セン

●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

診療日

●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

3日㈷

健康福祉会館
小田急線

福祉会館前

コンビニ

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①③～⑪市内在住の方⑫市内在住、在勤、在学の女性
検索
市HP 暮らしに関する相談
名

称

①法律相談
②交通事故相談
③人権身の上相談(人
権侵害などの問題）
④国税相談
⑤不動産相談
⑥登記相談
⑦行政手続相談
⑧年金・社会保険・労
務相談

日 程
予約方法／相談時間
月～金曜日
前週の金曜日から電話で予約
（3日を除く）
相談日の1週間前から電話で予約／午後1時30
8日㈬
分～4時
10日㈮

電話予約制（随時）／午後1時30分～4時

7日㈫
14日㈫
2日㈭
9日㈭

電話予約制（次回分まで受け付け）／午後1時30
分～4時

1日㈬

⑨少年相談

14日㈫

⑩国の行政相談
⑪建築・耐震相談

7日㈫
1日㈬

⑫電話による女性悩
みごと相談
（家庭、
人間 月～土曜日
関係、
女性への暴力）
各種相談 別冊タウンページ

2日㈭

午後7時～翌朝8時

♯7119または
☎042・521・2323

直接市民相談室（市庁舎1階）へ／午後1時30分
～4時

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

町田市メール配信サービス

診療科

内科系 町田病院

医療機関名

内科系 ふれあい町田ホスピタル

電

話

住

所

☎789・0502 木曽東4-21-43
☎798・1121 小山ヶ丘1-3-8

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）
午前9時～午後5時

内科

木下内科胃腸科

午前9時～翌朝9時
4日㈯

午後1時～翌朝8時

☎728・5884 高ヶ坂3-7-11

内科、 鈴木内科医院
小児科

☎044・988・ 三輪緑山3-22-11
7057

内科

☎724・7727 本町田2943-1

川村クリニック

内科系 町田市民病院
外科系

☎722・2230 旭町2-15-41

多摩丘陵病院

☎797・1511 下小山田町1491

南町田病院

☎799・6161 鶴間4-4-1

内科系 あけぼの病院

☎728・1111 中町1-23-3

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）
午前9時～午後5時

午前9時～翌朝9時

内科

中村内科

☎799・6656 金森東4-42-28

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

多摩境内科クリニック

☎703・1920 小山ヶ丘3-24

外科系

☎799・6161 鶴間4-4-1

町田病院

☎789・0502 木曽東4-21-43

町田市民病院

☎722・2230 旭町2-15-41

6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

7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

8日㈬

午後7時～翌朝8時

内科系 南町田病院

☎799・6161 鶴間4-4-1

9日㈭

午後7時～翌朝8時

内科系 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 あけぼの病院

☎728・1111 中町1-23-3

11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

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）

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

事前に電話で八王子少年センターへ／午前9時
～午後4時

町田市わたしの便利帳6～9ページを参照

内科系 南町田病院

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時～
午後5時）、5日＝ほづみ耳鼻いんこう
科・小児科医院（☎728・0275、南大谷
1426-138）

24時間365日

診療時間

5日㈰

至町田

こ（☎７０８・０２３６）へ（申し込みは本
人または保護者に限る）

本紙に掲載している、夜間・休日診療
※救急措置・応急処置を行います。専門的治療については、
情報等を配信しています。
他の医療機関につなげる場合があります。
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

午後7時～翌朝8時

至金森

至旭町

町田街道

通 費 が 必 要 ）申１１月５日 午 前１０時
３０分から直接または電話でつるっ

※いずれの機関も受診する前に必ず電話をして下さい。

1日㈬

原町田5-8-21
健康福祉
会館

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。

ター（〒１９４－０２１１、相原町５３０７
－２）へ／複数家族で申し込みの場
合はハガキ１枚に記入して下さい
◇
場同センター／ＪＲ横浜線相原駅西
口～同センター間の無料送迎バスを
運行問同センター☎７８２・３８００
●ひなた村
【ひなた村祭】
日１１月１９日㈰午前１１時～午後３時
内模擬店、工作、遊び等（一部有料）
【リース作り】
対市内在住、在学の小学２年生～中
学生日１１月２３日㈷午前１０時～正午
定１５人（申し込み順）費２００円申１１
月１日午前１０時から電話でひなた村
へ
◇
問ひなた村☎７２２・５７３６
●子どもセンターつるっこ～チャレ
ンジハイク 世田谷通り・津久井道編
対市内在住、在学の小学３年生～１８
歳の方日１１月２６日㈰午前８時３０分
～午後７時（予定）内小学３・４年生＝
約２０㎞、５年生以上＝約２５㎞をそれ
ぞ れ 歩 く定２４人（ 申 し 込 み 順 ）費
３００円（別途、スタート地点までの交

急病のときは
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午前9時～午後5時
12日㈰

内科

鶴川台ウィメンズクリニック

☎737・1103 真光寺2-37-7

内科

薬師台おはなぽっぽクリニック

☎737・7373 薬師台1-25-12

内科

ちょう内科医院

☎729・5341 本町田2938-1

内科系 南町田病院
午前9時～翌朝9時

外科系

☎799・6161 鶴間4-4-1

おか脳神経外科

☎798・7337 根岸町1009-4

あけぼの病院

☎728・1111 中町1-23-3

13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

14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

町田産新鮮野菜がいっぱい ! 日曜朝市

日11月5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

8
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聴覚に障がいのある方が記事へのお問い合わせをご希望の際は、市役所代表返０４２・７２４・５６００へ。

第１１回市民協働フェスティバル

問市民協働推進課☎７２４・４３６２

「まちカフェ！」

いいことさがし～魅力と個性をシェアするまちだ

○日時

おうえんマン

１２月３日㈰午前１０時～午後４時 ○会場 市庁舎１階～３階

まちカフェ！シンボリック事業が始まります
市制６０周年から東京２０２０オリンピック・パラリンピッ
ク開催までの３年間で、まちカフェ！実行委員会と来場者が
つながりながら、
まちだの未来を作っていく企画です。
○「まちカフェ！」ってどんな色？ みんなで「まちカフェ！」
の色を集め、
３年間を通してシンボルカラーを決定します。
○みんなで描こう！「まちカフェ！の樹」 葉っぱのスタン
プを使って、
「まちカフェ！の樹」を彩りましょう。

「寄付チャレ！エリア」を設けます

地産地ＳＨＯＷコンサート「耳をすませば町
田から」
～実は身近なミュージカル音楽

問文化振興課☎７２４・２１８４
あふ

皆さんの人生や生活の中にも溢れているミュー
ジカル音楽。町田市ゆかりのアーティストが、そん
な名曲をお届けします。
○時間 正午～午後０時
４５分
○会場 市庁舎２階市民
協働おうえんルーム
○出演 Ｂｏｂｕ、Ｎａｎａ
○定員 ７０人（先着順）
Ｂｏｂｕ
Ｎａｎａ

水素情報館「東京スイソミル」の協力
により、水素に関する体験コーナーを
設けます。また、市庁舎正面玄関横では
水素カーを展示します。
水素カー展示
○時間 午前１０時～午後４時
○会場 市庁舎正面玄関横
水素に関する体験コーナー
○時間 午後１時３０分～４時
○会場 市庁舎２階市民協働おうえんルーム

大戸花の会（春蘭の会）

木曽商工ネット・金井商店会

１３

問道路管理課☎７２４・３２５７
町田市のアダプト・ア・ロード事業（市と
協定を締結した市民ボランティア団体が、
道路用地等で清掃や園芸などの管理活動を
行う事業）に取り組む「大戸花の会（春蘭の
会）」が、９月１２日に開催された「夢のみち」
フォーラム２０１７で、公益社団法人日本道
路協会から道路功労者表彰を受けました。
この表彰は、道路整備事業の促進、道路の
愛護・美化・保全等に尽力した団体や個人に対して毎年行われているもので、町田市
のアダプト・ア・ロード事業活動団体は、８年連続の表彰となりました。
１２
大戸花の会は、相原町大戸地域の道路用地で園芸や花壇の管理活動を行っており、
市の花壇コンクールにも参加し、沿道を華やかにしています。また、都立公園
「大戸緑
地」
の整備活動や、地元保育園での花植えの指導・協力、フラワーアレンジメント教室や
絵手紙教室など地域住民の交流の場づくりも含め、地域に根差して道路環境の美化や
啓発に尽力してきたことが高く評価されました。
また、東京都南多摩東部建設事務所から推薦された
「木曽商工ネット」
が道路功労者
国土交通大臣賞、
「金井商店会」
が道路功労者建設局長賞を受賞しました。
両団体は
「東京ふれあいロード・プログラム」
に参加し、それぞれ木曽交差点周辺や藤
の台団地交番付近の歩道の清掃、植栽帯の花植え等に精力的に取り組み、道路の美化に
貢献しています。
写真は、
９月２０日に受賞の報告のため市庁舎を訪れたときのものです。

小山田桜台～唐木田駅・多摩南部地域病院

ワゴン車による検証運行を行います
問交通事業推進課☎７２４・４２６１

小山田桜台と多摩南部地域病院を結ぶ新しいバス ○運賃 乗降区間に応じて大人２００円・
路線の検証運行を、
ワゴン車を使用して行います。
３００円、小児・障がい者手帳保持者１００円
この路線は、唐木田駅東バス停留所を経由するた （ＩＣカード使用可、シルバーパス使用不可）
め、これまで不便だった小山田桜台と唐木田駅間の ○乗り継ぎ割引 小山田桜台で路線バスか
交通利便性が向上します。
らワゴン車、またはワゴン車から路線バス
○運行区間 小山田桜台～多摩南部地域病院（唐木 に乗り継ぐ方は、１００円で乗車できます（口
田駅東経由）
頭申告制、ＩＣカード使用不可）。
○運行期間 １２月１８日㈪～２０１８年３月３0日㈮の ○乗客定員 １０人（車いす利用者乗車時は
月～金曜日
（祝休日を除く）
７人）
○運行本数 小山田桜台発＝１日１７便、多摩南部地 ○運行事業者 神奈川中央交通株式会社
域病院発＝１日１６便
※詳細は、
町田市ホームページをご覧下さい。
広

【検証運行とは】
市には、バス路線の
新設に関する要望が数
多く寄せられており、
バス事業者と協議を行
っています。しかし、
利
用者数等が 課題とな
り、
運行に至らないこと
が多いのが実情です。
検証運行は、これら
の路線の事業継続性を
検証するため、市が運
行経費の一部を補助し
て、試験的に一定期間
バスを運行するもので
す。

告

広告欄：掲載のお問い合わせは広報課☎７２４・２１０１、掲載内容については広告主へお問い合わせ下さい。

多摩南部地域病院

多摩市

唐木田駅

小山田桜台・
多摩南部地域病院間
片道延長 約5.3Km

唐木田駅東

山中集会所

町田市

小山田地区

大善倶楽部

山の端
清住平
小山田桜台
桜台入口

摩線

急多

小田

大泉寺

円となります（職員人件費を含みます。また作成経費に広告収入等の歳入を充当しています）。

町田新産業創造センターに入居し、人工知能（ＡＩ）を活用した画像
認識サービスを提供する株式会社アジラと富士通株式会社が共同で
開発した、帰宅困難者を見守るサー
ビスの有用性を検証する実証実験
を、
９月２７日に実施しました。
実験は、町田市と市内の認知症サ
ポーター等が協力し、中心市街地で
行いました。
内容は、①認知症サポーターが市 Ⓐ
街地で撮影（=写真Ⓐ）した帰宅困難
一致した
Ⓑ
場合、家族
者の画像がモザイク処理され、位置
に通知
情報と共にスマートフォンの専用ア
プリでデータ送信される②人工知能
（ＡＩ）が送信された画像を事前に登
録された本人画像と照合する③一致
した場合はその位置情報が家族に通
知される
（=写真Ⓑ）
、
というものです。
実験の結果を受け、両社は帰宅困
©2017
難者を見守るサービスの商品化に向
FUJITSU
けて、
さらに開発を進める予定です。 Limited

問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

道路功労者表彰を受けました

人工知能を活用した帰宅困難者見守りサービス

市、町田新産業創造センター入居企業の㈱アジラ、富士通㈱
が連携して実証実験を実施
問産業観光課☎７２４・２１２９

水素を知ろう！水素カー登場！

今号の広報紙は、 万８３７６部作成し、１部あたりの単価は

団体力アップ講座に参加した団体が活動紹介を行う「寄
付チャレ！エリア」
を、市庁舎１階に設けます。共感シールを
使って、
市内で活躍している団体を応援しませんか？

市内で活動するＮＰＯ法人や市民グループ、町内会・自治会などが一
堂に集い、活動の紹介やワークショップを通じて交流を深めるイベン
トです。
１１回目となる今回は、
８０以上の団体が参加します。まちだ名産品や町
田産野菜の販売、ワークショップ、相談コーナー、活動紹介のパネル展示
のほか、
市民活動や地域に関する相談をお受けする
「よろず相談所」
など、
子どもも大人も楽しめるさまざまな企画で皆さんをお待ちしています！

