
悪質商
法詐 欺

30代男性
スマートフォンに、動画
サイトの料金未納のお知
らせのメールが届いた。
全く身に覚えがないけど
…どうすればいいの？

50代女性
「水道局のほうから点検
に来ました」と言われ、浄
水器の交換をすすめられ
ました。契約書と見積も
りをもらったのですが本
当に水道局だったの？

30代女性
共働きをしているので、
日中は母が一人で家にい
ます。悪質商法に遭わな
いか心配です。どんな対
策があるでしょうか？

30代男性
消費者金融からお金を借
りているのですが、返せ
る目途がたちません。債
務整理をしたいです。

40代女性
子どもにスマートフォン
を渡していたら、翌月
５０万円の請求が届いた。
有料ゲームで遊んでいた
ようだけど、どうしよう
？

60代女性
「不用品なら靴でも洋服
でも何でも買い取ります
よ」って勧誘の電話があ
りました。本当に買い取
ってくれるのでしょうか
？

高齢の夫婦
「あなたの持っている山
林を、売れる土地と交換
しますよ」って言われま
した。本当にそんなうま
い話があるのですか？

20代女性
お試し価格で１回だけの
つもりで買ったサプリメ
ントが、定期購入になっ
ている。購入時は気づか
なかった。

70代男性
「火災保険を使えば、雨ど
いの修理が無料で行え
る」と勧誘されました。本
当に保険金が支払われる
のですか？

40代女性
最近、母がどこかに出か
けては健康器具を買って
きます。同じようなもの
が何個もあります。どう
したらいいでしょう。

50代女性
「屋根瓦がはがれている
から雨漏りする」と訪問
され、屋根工事の契約を
しました。よく考えたら
必要なさそうなので、や
っぱりやめたいです。

40代男性
クレジットカードの請求
明細に覚えのない金額が
あるのだけど…。

20代男性
『月に１００万円儲かる方
法』と題したサイトを見
つけ、セミナーに参加し
ました。本当にもうかる
のでしょうか？友達に紹
介すると紹介料も入るみ
たいです。

60代男性
国民生活センターから
「個人情報が漏れている
ので削除の手続きが必要
だ」と電話がありました。
そんなことしてくれるの
？

30代女性
街で、アンケートに協力
してほしいと声をかけら
れ、最終的にエステの契
約をしたけど、やはり必
要ないと思うので解約し
たい。

「私は大丈夫」と思っていませんか？

　これらは、消費生活センターで受けた相談事例の一部です。
　何か変だな？と気になることや、お困りのこと、お悩みがある時は
消費生活センターへお気軽にご連絡下さい。消費生活センターでは
契約など消費生活に関するさまざまなご相談をお受けしています。
※消費生活センターは中立・公平な立場で助言、あっせんを行うところです。事業者への指
導権限はありません。

相談専用電話　☎７２２・０００１
（受付時間=月～土曜日　午前９時～正午、午後１時～４時）
※土曜日は電話相談のみ。
消費者ホットライン（消費者庁）　☎１88
※最寄りの相談窓口をご案内します。

問消費生活センター ☎７２５・８８０５

あなたも狙われている？ その被害を未然に防ぐことができます

今号の紙面から 　●3面 みんなでつくる　未来の場②公共施設の再編に向けて
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人口と世帯（外国人含む） ２０１7年11月1日現在人口 ： 428,974人（ 男：210,385人・女：218,589人）（前月より96人減） ／ 世帯 ： 193,976世帯（前月より13世帯減）
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2016年度相談種別件数（上位10種）

2016年度に消費生活センターに寄せられた
相談は、3286件でした。
そのうち60代以上の方の相談は1311件と約4割を占めています。

　判断能力が衰えたり断ること
が苦手な高齢者を、訪問や電話
で勧誘して次々と契約させたり、
以前に金融商品や原野商法の被
害に遭った人を狙う二次被害な
ど、つけ込み型の契約トラブルが
依然として後を絶たないのね。

　社会経験が少なく判断力が
未熟な若者を狙ったマルチ商
法やもうけ話などのトラブルが
多いわね。この先、民法改正で成
人年齢が引き下げられると、社
会に出ていない若年層の消費
者トラブルが増加しそうだわ。

　商品やサービスに関する契約上のトラブルなど、実際に相談があった事例と、それに対するアドバイスを紹介しま
す。「おかしいな？」と思ったら１人で悩まずに市の相談窓口にご相談下さい。

20代以下
252件

その他
287件

30代
319件

40代
572件

50代
545件

60代以上
1311件

合計
3286件

2016年度年齢別相談件数

1事 例

3
事 例

2
事 例

619件

165件137件

113件
107件

97件
90件
89件
67件

　121件

放送・コンテンツ等
（出会い系・アダルト
サイト等） 

商品一般 
役務その他（公的機関を
装った電話・興信所等）

賃貸アパート・借家 

インターネット通信
（回線契約） 

住宅関連工事 

移動通信サービス
（携帯電話・スマートフォン） 

健康食品 

フリーローン・サラ金

自動車 

リフォーム・点検商法

架空請求

　今日、「以前に施工したシロアリ
駆除の点検をする」と言って、来訪
した事業者に床下を見てもらっ
た。基礎がひび割れた写真を見せ
られ、「このままでは地震が来たら
家が壊れる」と言われ１００万円の
床下補強工事の契約をした。明日
から工事が始まるが必要な工事だ
ったのか。金額も高いのではない
かと思う。

　携帯電話に、「動画サイト料金が未
納なので本日中に連絡しないと法的
手続きをとる」とメールが届いた。全
く覚えは無いが、事情を聞くために
記載してある番号に電話をしたとこ
ろ、支払わなければ解約できないと
強く言われた。指示に従い、コンビニ
で電子マネーを１０万円分買い、裏面
の番号を事業者に伝えた。しかし、何
度も請求されるため、請求問題を解
決する業者をインターネットで調べ
て連絡した。

クーリング・オフの制度について
　訪問販売・電話勧誘等で契約した場合、契約日から８
日間（一部は２０日間）は、工事の完了や商品の使用（消
耗品を除く）とは関係なく無条件で解約できます。
　クーリング・オフ期間を過ぎていても、販売方法や契
約書に問題があれば解約できる場合がありますので諦
めずにご相談下さい。
　またクーリング・オフ対象外のものもあるので、詳細
は消費生活センターへお問い合わせ下さい。

　心当たりがなければ、記載さ
れている番号へ電話しないで、
様子を見て下さい。最近は電子
マネーを買って裏面の番号を伝
えるように指示されることが多
く、一度伝えてしまうと被害の
回復が困難です。業者に依頼し
ても解決には結びつかず、高額
な調査料を請求されるなど二次
的な被害につながる可能性があ
ります。

　訪問販売による契約なので、８
日間のクーリング・オフが適用さ
れることを助言し、契約を解除し
ました。後日、契約者が見せられた
写真は自宅のものではないことが
判明しました。来訪した事業者に
不具合を指摘され、不安をあおら
れても急いで契約せず、別の事業
者からも見積もりを取って検討し
ましょう。

アドバイス

アドバイス

訪問購入
　「服や靴などの不用品を買い取
る」と電話があり、記念切手を売り
たかったので来てもらった。事業
者に切手を見せたら「２円にしか
ならない、貴金属なら古いもので
も買い取る」と執拗に言われ、貴金
属５点を渡して７０００円を受け取
った。買い取り価格が安いと思う
ので解約したい。

　この事例は、クーリング･オフで
契約を解除し、売却した物品の返
却、代金の返金が行われました。
「特定商取引法」では、事業者が突
然訪問することを禁止しているの
で、事前に同意を得ていない物品
の売却を勧誘することはできませ
ん。また、８日間のクーリング・オフ
期間内であれば消費者が物品を手
元に置いておくことが可能です。

アドバイス

　消費生活センターが発行する「消費生活センターだより」では、こ
こで紹介した以外にもさまざまな相談事例や、被害に遭わないため
のアドバイスをお知らせしています。
　■発行日：毎月初め
　■配布場所：消費生活センター、
　　市民協働推進課、各市民センター、
　　各コミュニティセンター　他
市HP 消費生活センターだより 検索

問消費生活センター☎725・8805

キャッシュカード詐欺
　警察や百貨店等を名乗る者から電話があ
り、「あなたのキャッシュカード（クレジッ
トカード）が悪用されている。今から銀行協
会の者が確認に向かうから家に居て下さ
い」と言われ、待っていると別の男が現れ
た。「不正使用されているカードを預かりま
す。使用停止の手続きを取るので、本人確認
のため、暗証番号を教えて下さい」と言わ
れ、カードを手渡し、暗証番号を教えたとこ
ろ、お金を引き出されてしまった。

　警察官や百貨店等の社
員が、キャッシュカード
やクレジットカード等を
預かることはありませ
ん。このような電話を受
けた場合は速やかに
110番に通報して下さ
い。

アドバイス

特殊詐欺の手口も増えています！

消費生活センターだよりのご案内

融資保証金
2件（＋1件） 架空請求

16件
（＋12件）

振り込め詐欺類似
1件（＋0件）

オレオレ
詐欺
39件

（＋13件）還付金等
26件

（＋23件）

総数
84件

融資保証金
35件 架空請求

476件

振り込め詐欺類似31件

1418件

オレオレ詐欺

還付金等
485件

総数
2445件

2017年9月末現在

2017年9月末現在

市内特殊詐欺発生件数

東京都内特殊詐欺発生状況

前年同月比
+49件（ ）

（キャッシュカード
詐欺含む）

公的機関が、手続き
のため、電話でATM
機の操作を指示する
ことはありません。

特殊詐欺も増加傾向！
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市税の納付は　安心・便利な口座振替を！
問納税課☎724・2120

12月1日～7日 TOKYO交通安全キャンペーン
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

ご意見を募集します

熱回収施設等の周辺施設整備基本構想（素案）
問環境政策課☎724・4386

公共施設の再編に向けて
　公共施設の老朽化と、人口減少・高齢化等に伴う財政難が問題になっ
ています。これらに対応していくため、市では、2016年3月に「町田市
公共施設等総合管理計画（基本計画）」を策定しました。
　計画では、学校や図書館、市民センターなど町田市の公共施設をどの
ような方針で維持管理していくかを定めています。目指すべき姿とし
て「経営的視点に立った管理運営」と「新たな価値の創出」を掲げ、その
実現のために建物の総量を減らしていくことや、民間等との連携を強
化していくことなどの4つの基本方針を示しています。
　現在策定を進めている「（仮称）町田市公共施設再編計画」は、この基
本計画の方針に基づき、進めていく取り組みを示すものです。
※12月8日まで、市庁舎1階エスカレーター前で、公共施設再編に関す
るパネル展示「知ってる？？公共施設再編」を開催しています。

公共施設の未来を一緒に考えていきましょう。

問企画政策課☎724・2103

　市税の納付を口座振替にしていた
だくと、各納期に金融機関等に出向
く手間が省けるうえ、指定口座から
自動的に引き落とされるので、納め
忘れがありません。
　現在、平成30年度からの口座振替
の申し込みを受け付けています。利
用できる各税目の申込期限は右表の
とおりです。
申市庁舎、各市民センター、市内金融
機関等の窓口に設置の「町田市税口
座振替申込書」に必要事項を記入・押
印のうえ、申し込み。
※約1か月で登録できます。

※通帳印を使わずに、キャッシュカ
ードのみで申し込みができる「ペイ
ジー口座振替受付サービス」も市庁
舎で利用できます。詳細はお問い合
わせ下さい。

　年末は交通事故が増える時期です。

推進重点
1　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
○保護者の方へ　青信号でもドライ
バーと目を合わせ、安全確認をして
から渡るようにお子さんに教えまし
ょう。
○高齢者の方へ　道路を横断する時
は、遠回りでも横断歩道を渡りまし
ょう。歩き慣れた道でも、十分に気を
付けて歩きましょう。
○高齢ドライバーの方へ　加齢と共
に運転に必要な身体機能と認知機能
が衰えていきます。スピードを控え、
安全運転を心掛けましょう。運転に
自信がなくなった方、家族から運転
が心配と言われた方は、運転免許の
返納を検討しましょう。
2　自転車の交通事故防止
　自転車は自動車と同じ「車両」で
す。ヘルメットを着用し、車道の左側
を通行する、夜間はライトを点灯す
るなど、交通ルールを守りましょう。
3　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
があるため、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。
4　飲酒運転の根絶
　飲酒運転は犯罪です。重大事故に
つながるため、絶対にやめましょう。
本人だけでなく、酒類の提供者や車
両の同乗者等も厳しく罰せられます。
5　違法駐車対策の推進
　違法駐車は、交通渋滞の発生源に
なるだけでなく、見通しが悪くなり、
交通事故の原因にもなるため、絶対
にやめましょう。車や二輪車で外出
する際は、あらかじめ駐車場を確認
しておきましょう。
【ライトオン1

イチ

6
ロク

キャンペーン】
　秋から冬の夕方は暗くなる時間が
早まり、人も車もお互いに見えにく
くなるため、交通事故が増える傾向
にあります。日没前の午後4時には、
車両（自転車も含む）のヘッドライト
を点灯しましょう。歩行者の方も、外
出する際は、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
品を身に着けましょう。

　市では、2013年4月に策定した
「町田市循環型施設整備基本計画」に
基づき、循環型社会を実現するため、
現在のごみ処理施設である町田リサ
イクル文化センター敷地内に、新た
な熱回収施設等を整備します。
　整備に伴い、最終処分場等の上部
を利用したスポーツ公園等や熱回収
施設の熱エネルギーを利用した健康
増進温浴施設などを整備しようとす
る際の、基本的な考え方となる「熱回
収施設等の周辺施設整備基本構想」
を2018年3月に策定する予定です。
　この度、基本構想の素案を作成し
ましたので、内容に関し、皆さんのご
意見をお寄せ下さい。
資料の閲覧・配布環境政策課（市庁舎
7階）、市政情報課・広聴課（市庁舎1
階）、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、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
市立図書館、町田市民文学館

※町田市ホームページでもご覧いた
だけます。
提出方法書面にご意見・住所・氏名・
電話番号を明記し、12月28日まで
（必着）に直接、郵送、FAXまたはEメ
ールで環境政策課（〒194－8520、
森野2－2－22、返050・3160・
2758遍mcity3200＠city.machid
a.tokyo.jp）へ。
※資料の閲覧・配布をしている各窓
口でも提出できます。
【注意事項】
○書式は自由です。
○電話、窓口での口頭によるご意見
は、お受けできません。
○ご意見に対する個別回答は行いま
せん。
○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。
○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、3月中に
町田市ホームページに掲載する予定
です。

平成30年度からの口座振替申し込み
税　目 振替

開始期 振替日 申込期限

固定資産税
都市計画税 1期、全期 5月31日 2月13日

軽自動車税 全期 5月31日 2月28日
市・都民税 1期、全期 7月2日 4月2日
国民健康保
険税 1期 7月31日 5月1日

町田市成人健康診査・がん検診等の受診期限が近づいています
問40歳以上の町田市国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の健康診査＝保険年金課☎724・2130、健康診査（生活保護受給者・中国残留邦人等支援給
付受給者・18～39歳で職場や学校等で受診機会のない方）、がん検診等＝健康推進課☎725・5178、歯科口腔健康診査＝保健予防課☎725・5437

　市で実施している、成人健康診査及び各種がん検診等の受診期限が近づいています。年度末は医療機関が混み合いますので、まだ今年度受診されていな
い方は、早めの受診をおすすめします。
○申込方法　実施医療機関へ直接申し込み。
※実施医療機関や自己負担金の免除対象者等、検診の詳細は市役所代表（☎722・3111）や町田市ホームページでご案内しています。

健診・検診名 自己負担額 検診内容 対象（2018年3月31日時点の年齢） 受診期限

成人健康診査 500円

問診、身体計測（腹囲・身長・体重・BMI）、身体診察、血
圧測定、血液検査（脂質・血糖・肝機能検査・腎機能検
査）、尿検査（糖・蛋白）
※心電図検査、眼底検査、貧血検査、胸部エックス線検
査は医師の判断により行います（65歳以上の方は、結
核健診として、胸部エックス線検査を原則実施）。

40～74歳の町田市国民健康保険加入者、東京都後期高齢者
医療制度加入者、40歳以上の生活保護受給者等
※40歳以上で上記の対象以外の方は、ご自身が加入してい
る医療保険の保険者にお問い合わせ下さい。

受診券に記載（1月
31日または2月28
日まで）

18～39歳で町田市に住民票があり、健康診査を受ける機会
のない方 3月31日まで

肝炎ウイルス検診 同時 無料 問診、血液検査（B型・C型肝炎ウイルス検査) 40歳以上で過去に肝炎ウイルス検診を受けたことのない方
胃がんリスク検診
（ABC検診） 800円 問診、血液検査（ヘリコバクター・ピロリ抗体、血清ペ

プシノゲン） 35歳以上で過去に胃がんリスク検診を受けたことのない方
2月28日まで

大腸がん検診 同時 800円 問診、免疫便潜血検査2日法 40歳以上の方
乳がん検診 2000円 問診、マンモグラフィ（乳房エックス線検査） 40歳以上で偶数年齢の女性

3月31日まで
子宮頸がん検診 1000円 問診、視診、内診、細胞診 20歳以上の女性
前立腺がん検診 同時 1000円 問診、血液検査(PSA検査) 50歳以上70歳以下の男性

歯科口腔健康診査 400円 問診、むし歯、歯周疾患等の診査、歯列・かみ合わせ、歯
の清掃等の状況検査、予防指導 健診日現在18歳以上70歳以下の方

※同時印の検診は、多くの医療機関で、成人健康診査や他の複数の検診と同時に受けられます。
※がん検診・胃がんリスク検診・肝炎ウイルス検診は、町田市に住民票がある方が対象です。

同時

未来の場
かたち

②みんなでつくる
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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

健康案内健康案内
Ｈ Ｉ Ｖ 即 日 検 査
対感染の機会がある方
日12月10日㈰午後1時30分～3時
30分
場健康福祉会館2階
内血液検査
定100人（先着順）
【注意事項】
○感染の有無を正しく判断するた
め、感染の機会から90日以上経過し
てからおいで下さい。
○診断書や証明書の発行はしません。
○検査結果が出るまで、採血後通常
1時間お待ちいただきます。
○結果の説明は、陰性の方は即日、判
定保留の方は12月17日に行いま
す。
問保健予防課☎722・7636、東新宿
こころのクリニック（町田市より委
託）☎070・1321・7757（受付期間
＝12月22日までの月～金曜日、午
前10時～午後5時）

募　集募　集
介護保険事業適正化事務
嘱 託 員
対介護支援専門員資格を有し、居宅
介護支援事業所あるいは、介護予防
支援事業所でケアプラン作成業務の
経験がある方＝1人
勤務期間2018年4月1日～2019年
3月31日（更新も有り）
勤務時間月～金曜日、午前8時20分
～午後5時5分、月16日
勤務場所福祉総務課（市庁舎7階）
報酬月額19万2200円（別途交通費
支給）
選考書類、面接
申応募動機を明記した履歴書と論文

（テーマ＝今後の介護保険事業の適
正化について、1200字以上1600字
以内）を12月15日まで（必着）に直
接または郵送で福祉総務課（〒194
－8520、森野2－2－22）へ。
※詳細は町田市ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせ下さい。
問福祉総務課☎724・4078

お知らせお知らせ
国保・後期・介護の納付済額通知を
お 送 り し ま す
　国民健康保険税・後期高齢者医療
保険料・介護保険料は、確定申告の社
会保険料控除の対象となります。
2017年中に町田市に支払いされた
保険税（料）については、1月下旬に
納付済額通知を郵送します。申告書
類作成の資料としてご利用下さい。
　年末調整などのため早めに必要な
場合は、窓口または電話でお問い合
わせ下さい。
問国民健康保険税・後期高齢者医療
保険料について＝保険年金課納付係
☎724・2125、介護保険料について
＝介護保険課保険料係☎724・
4364
実施します
まちだ☆おいしい食べきり運動
　市では、年末年始の宴会時の食品
廃棄物を減らすため、宴会5箇条を
定めて1月31日まで食べきり啓発キ
ャンペーンを実施します。
　外食や宴会などでは特に次のよう
な工夫をして、食べ残しを出さない
ようにしましょう。
○出席者に応じて適切な量の料理を
注文する。
○料理が余っている席の人は、料理
がなくなった席の人にひと声掛け
て、料理を分ける。
○中締めの前に、宴会が始まった時

の席に戻り、料理を食べる「食べきり
タイム」を実施する。
問3R推進課☎797・0530
薬師台山王塚公園多目的広場～2018
年度利用団体
登録申請の受け付け
　利用希望団体は、年度ごとに団体
登録が必要です。
※広場に車での来場はできません。
対市内在住、在勤、在学の方10人以
上で構成された少年野球（小学生・軟
式の部）、またはソフトボールの団体
申申請書（公園緑地課に有り）・申請者
の印鑑・構成員名簿（住所・氏名・電話
番号・年齢・市内在勤、在学の方はその
名称と所在地を明記）を持って、1月
4日～12日（土・日曜日、祝日を除く）
に直接公園緑地課（市庁舎8階）へ。
問公園緑地課☎724・4399
中央図書館
展 示 会 作 品 募 集
　来年5月から入替制で、同館4・5階
展示コーナーで展示する作品を募集
します。
対絵、写真等で展示可能な作品が22
点以上ある、市立図書館の利用登録
要件に該当する方、またはその方を
代表とする団体
申申込用紙（各市立図書館に有り、応
募は1人〔1団体〕1件）に記入し、作品
の写真1枚以上（サービス判で可、返
却はしません）を添えて、1月31日ま
で（必着）に直接または郵送で同館4
階カウンターへ（結果は2月中に通

知）。
問同館☎728・8220
配布しています
介護サービス事業者
ガ イ ド ブ ッ ク
　介護サービス事業者の情報をはじ
め、介護保険制度の説明やサービス
の利用相談窓口等を紹介した「ハー
トページ2017～2018年度版」を配
布しています。
配布場所介護保険課・高齢者福祉課
（市庁舎1階）、各市民センター、各高
齢者支援センター
問介護保険課☎724・4366
異動がありました
民 生 委 員・ 児 童 委 員
　次の地区・地域を担当していた3
人の民生委員・児童委員が退任され
ました。
地区・地域町田第二・本町田638、
801～828、953～957、1155～
1190、1192～1201、1207～1219、
1221～1226、1228～1273、1275～
1306、1308～1314、1316～1318、
1320～1475、1477、1480～1485、
1487～1699、2111～2123、2127、
2128、2130～2135、2137、3410～
3418、南第一・小川1丁目全域（コープ
タウンを除く）、小川4丁目13～22、堺
・小山ヶ丘2丁目5～7、小山ヶ丘3丁目
7～28、小山ヶ丘4丁目1～4
※その他の担当は、お問い合わせ下
さい。
問福祉総務課☎724・2537

販売しています　干支の置物とクリスマス製品
問町田市美術工芸館☎793・2227、町田市障がい福祉課☎724・2147

税金滞納許しません！
12月はオール東京滞納STOP強化月間

問納税課☎724・2122

町田の地図に広告を載せませんか
まちだガイド広告募集

問広報課☎724・2101

わたしも！まちだも！元気に！
いきいきポイント制度で活動しませんか
問登録・還元について＝町田ボランティアセンター☎725・4465、

　　　　制度について＝町田市高齢者福祉課☎724・2146

　「いきいきポイント制度」は、高齢
者の方が、住み慣れた地域でボラン
ティア活動に参加することで自らの
健康を維持し、元気に暮らし続けて
いただくことを目的としています。
　受入団体として登録された施設
で、市が承認したボランティア活動
を行いポイントを集めると、翌年度
に商品券等（上限5000円）に交換で
きます。
対市内在住の65歳以上の方
申町田市介護保険被保険者証をお持
ちのうえ、直接町田ボランティアセ
ンター（町田市民フォーラム4階）

へ。
※登録者研修会（月1回開催）受講後
に、いきいきポイント手帳を交付し
ます。
【平成28年度のポイント還元・交換
を行っています】
　平成28年度中に同制度で集めた
ポイントを、各種景品（百貨店共通商
品券、図書カード）と交換できます。
交換日3月30日㈮まで（土・日曜日、
祝休日を除く）
交換方法「平成28年度いきいきポイ
ント手帳」をお持ちのうえ、直接町田
ボランティアセンターへ。

発行部数1万9000部（年1回発行、
2018年4月から配布）
費1枠4万円
募集枠数4枠（1枠＝縦3.8㎝×横
9㎝）
※最大2枠まで申し込めます。
申12月28日㈭まで
市HP まちだガイド  検索

持ちを込めてデザインした、種類
の違う犬が仲良く集う置物です。
価格2750円
【クリスマス製品】
　さまざまなリース、キャンドル
を販売しています。
価格300～1000円

えやタイヤロック、捜索等を実施す
る徴収対策に取り組んでいます。
　町田市も、この強化月間に積極的
に参加しています。引き続き、期限内
納付へのご理解、ご協力をお願いし
ます。

　東京都と区市町村では、安定した
税収確保と納税義務の公平性確保を
目指し、12月を「オール東京滞納ST
OP強化月間」と位置付けています。
都と区市町村が連携し、広報や催告
による納税の推進、財産の差し押さ

　転入者や希望者に配布する「ま
ちだガイド2018（市内全図）」に
掲載する、市民生活に関連の深い
会社やお店の広告を募集します。
対市内または近隣市に事業所等を
有する事業主の方
※業種や掲載できる広告に制限が
あります。

　町田市美術工芸館では、障がい
のある方が干支やキャンドル、雑
貨等の美術工芸品の制作・販売を
しています。
　なお、まちだ名産品の店「心

ここ

和
わ

」、
まちだダリア園休憩所「木花」、町田
市大賀藕

ぐう

絲
し

館売店等でも販売して
います。
【いぬの置物】
　原型製作者である市内在住の彫
刻家・前田忠一氏が平和を願う気

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
町田市情報公開
・個人情報保護
運営審議会

12月11日㈪
午前10時~正
午

市庁舎2階会
議室2-2

3人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報課（☎
724・8407）へ

町田市教育委員
会定例会

12月14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

スポーツ施設整
備構想懇談会

12月19日㈫
午後6時30分
~8時

市庁舎2階市
民協働おうえ
んルーム

20人
（申し込み順）

事前に電話でスポーツ振興課
（☎724・4036）へ

町田市高齢社会
総合計画審議会

12月22日㈮午
後6時30分~8時

市庁舎3階会
議室3-1

10人
（申し込み順）

事前に電話でいきいき総務課
（☎724・2916）へ
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お知らせお知らせ
町田市要約筆記者登録試験
　聴覚障がいのある方の情報保障を
援助する要約筆記者の登録試験を行
います。
対福祉に理解のある市内在住、在勤、
在学の、２０１８年４月現在、２０歳以上
で、要約筆記者養成課程修了相当の
方
日２月１８日㈰午後１時から
場市庁舎
内筆記・実技試験、面接
申申込書（障がい福祉課〔市庁舎１
階〕、町田ボランティアセンターで配
布、町田市ホームページでダウンロ
ードも可）に記入し、１２月２０日まで
（必着）に直接または郵送で、障がい
福祉課（〒１９４－８５２０、森野２－２－
２２、☎７２４・２１４８）へ。
大地沢青少年センター～６月分
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１２月２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。
※６月５日、１２日、１９日、２６日は利用
できません。
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
６月分
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１２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）。
※６月１２日、１３日、２１日、２７日、２８
日は利用できません。

催し・講座催し・講座
おいしく！楽しく！健康に！
男 性 料 理 教 室
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１月９日㈫、１６日㈫、２４日㈬、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１２月２５日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申１２月５日正午～１１日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１２０５Ａ）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

シニア生涯ワーキングセミナー
　シニア世代にとって「一生涯のし
ごと」とは何か、実践的なプランニン
グ演習を通して考えます。
対５５歳以上で働く意欲のある方
日１月１５日㈪午後１時～４時
場ハローワーク町田
講社会保険労務士・深澤英美氏、キャ
リアコンサルタント・永尾茂寿氏
定３０人（申し込み順）
申１２月４日から電話でヒューマンア
カデミー（株）同セミナー予約専用窓
口（☎０３・６８９４・３３１４）へ。
問東京しごとセンターシニアコーナ
ー☎０３・５２１１・２３３５、町田市産業
観光課☎７２４・２１２９
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１２月２１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＝「牟礼慶
子」／おはなし＝「年神さま」（日本の
昔話）、「アガリパトルマバカアズと
フムカジの話」（沖縄の昔話）、「小さ
な男の子の旅」（エーリッヒ・ケスト
ナー作）
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、１２月１日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。
誰でも簡単にできる！
貯
ち ょ

筋
き ん

運 動 教 室
【使って貯めよう！筋肉の貯金】
　道具を使わずに自宅でもできる筋
力トレーニングをします。
対医師から運動制限を受けていない
５０歳以上の方
日１２月６日～２０１８年２月２８日の水曜
日、午前１０時～正午（１月３日を除く）
場南大谷小学校
講貯筋運動指導者・宮本紀澄氏
定２０人（申し込み順）
費１００円（１回あたり）
申電話で（特）スポーツ塾Ｊ．ＶＩＣ（☎
０４２・８１０・１９００）へ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
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１２月２日㈯、６日㈬、１６日㈯、２０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①１２月１４日㈭午後１時３０分～３時
②１２月１４日㈭午後３時３０分～５時
③１２月１９日㈫午後１時３０分～３時④
１２月１９日㈫午後３時３０分～５時
内①人材育成～経営者の自己実現の
目標は事業の発展と共に達成される
②販路開拓～顧客満足度を実現し継
続することで、お客様が仲間のお客
様を連れてくる③経営～経営者の魅
力が実績を左右する④財務～金は天
下の回り物　金をまわすとは？
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
ひきこもる心を理解する講座
「生きづらさ」の中で
　ひきこもり支援に関わるさまざま
な立場の方に登壇いただき、家族や
地域で何ができるのかを考えます。
※原則全回参加できる方または②の
み参加の方を募集します。
日①１月１３日㈯午前１０時～正午②１
月１８日㈭午後７時～９時③１月２７日
㈯午後１時３０分～４時３０分④３月３
日㈯午前１０時～正午⑤３月１０日㈯
午前１０時～正午、全５回
場①④⑤生涯学習センター②町田市
民フォーラム③中央図書館
内①基調講演～ひきこもりについて
考える②公開講座～地域医療の現場
から③シンポジウム～当事者の取り
組みから④ひきこもりの家族のお金
を考える⑤地域でつながる支援を目
指して
講①白梅学園大学教授・長谷川俊雄
氏②町田まごころクリニック院長・
鹿島直之医師③ジャーナリスト・池
上正樹氏、ひき桜主宰・割田大悟氏、
ひきこもり新聞編集長・木村ナオヒ
ロ氏、（特）楽の会リーラスタッフ・大
橋史信氏④社会保険労務士・浜田裕
也氏⑤ＫＨＪ町田家族会　他
定全回参加＝３０人、②のみ参加＝
１４８人（申し込み順）

申１２月７日正午～１月４日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード全
回参加＝１７１２０７Ｂ、②のみ＝１７１２０７
Ａ）へ。
問同センター☎７２８・００７１
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
学 び の ひ ろ ば

【つるかわの足の下から～“地産”陶
器の可能性】
　町田は縄文土器が多く出土する地
域です。陶器作りから鶴川とはどん
なところか考えてみませんか。
対市内在住、在勤、在学の方
日１２月２０日㈬午前１０時～正午
場和光大学ポプリホール鶴川
内講義、実習（箸置き作り）
講陶芸アトリエ主宰・安諸一朗氏
定１５人（申し込み順）
申１２月１３日までに電話で同センタ
ー（☎７２８・００７１、受付時間=午前９
時～午後５時）へ。

大地沢青少年センター
【青空アトリエ】
　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。特別プログラムは、ミニ門
松作りの予定です（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１２月１０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）
【春の七草寄せ植え作り】
　大地沢の豊かな自然を散策し、竹
鉢に春の七草を寄せ植えします。
対市内在住、在勤、在学の方（中学生
以下は保護者同伴）
日１２月２３日㈷、午前１０時～正午、午
後２時～４時（雨天実施）
場同センター工芸室
講木育・森林インストラクター　遠
藤正氏
定各１５人（申し込み順）
費１人５００円
申１２月１日午前９時から電話で同セ
ンターへ。
※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します。

◇
問同センター☎７８２・３８００

第４５回町田市こどもマラソン大会
マイボトルキャンペーンを開催します

問３Ｒ推進課☎7９7・05３0

　　出張認知症カフェ（Ｄカフェ）
問高齢者福祉課☎724・2１40

　１２月２日㈯に開催するこどもマラソン大会
当日に、マイボトル（水筒）を持参した方に、
「こどもマラソンオリジナルステッカー」（３㎝
×２㎝）をプレゼントします（マイボトル１本に
つき１枚、無くなり次第終了）。マイボトル持参
の方向けの無料給水コーナーも設置します。

日１２月２日㈯午前８時３０分
～午後４時
配布・給水場所市立陸上競
技場２階コンコース総合案
内所付近のマイボトルキャ
ンペーンブース

　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）」を実施します。

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。
※定員を超えた場合、参加できない
場合もあります。

市内スターバックスコーヒー各店の開催日（１２月・１月）
日　程 会　場 定員

（先着順）
①１２月４日㈪、１月２９日㈪ 町田パリオ店（森野１－１５－１３） ８人
②１２月８日㈮、１月１７日㈬ ルミネ町田店（原町田６－１－１１） ６人
③１２月１１日㈪、１月１９日㈮ 小田急町田駅店（原町田６－１２－２０） ８人
④１２月１３日㈬、１月１５日㈪ 町田東急ツインズ店（原町田６－４－１） １０人
⑤１２月１５日㈮、１月２５日㈭ ぽっぽ町田店（原町田４－１０－２０） ８人
⑥１２月１８日㈪、１月８日㈷ 町田金森店（金森３－１－１０） １０人
⑦１２月２０日㈬、１月１２日㈮ 鶴川店（能ヶ谷１－５－１） ６人
⑧１２月２２日㈮、１月３１日㈬ 多摩境店（小山ヶ丘３－２－８） ８人
※時間は、いずれも午前１０時〜正午（②のみ午前１０時１５分〜午後０時１５分）
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消費生活センター
くらしに役立つ料理教室

【国産大豆で手作りみそ】
　毎年好評のみそ造り教室です。

対市内在住、在勤、在学の方
日１月２３日㈫午後１時～３時
場町田市民フォーラム　
内遺伝子組み換え食品の現状と表示
を学び、国産大豆を使ったみそ造り
を体験
講コンシューマー技術教育研究会・
福岡ひとみ氏

定２４人（抽選）
費８５０円（材料費）
申往復ハガキ（１人１枚）に、講座名・
住所・氏名・電話番号・在勤または在
学の方はその旨を明記し、１２月２２
日まで（消印有効）に消費生活センタ
ー（〒１９４－００１３、原町田４－９－
８、町田市民フォーラム３階）へ。保育

希望者（１歳以上の未就学児）は、保
育希望の旨と子どもの氏名・年齢（２
歳以下は月齢まで）・性別を併せて明
記して下さい。
※１月１７日までに抽選結果が届かな
い場合は、お問い合わせ下さい。
問同センター☎７２５・８８０５

催し・講座催し・講座

情報コーナー
●東京都住宅供給公社のお知らせ
　詳細は各募集案内等を参照配布場
所市庁舎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、都庁等（②のみ）で配布／各
施設で開所日時が異なります
【①公営住宅入居者募集】
　市営住宅（一般世帯２人以上向＝１
戸、３人以上向＝１戸、単身者向シル
バーピア＝１戸、若年ファミリー向
＝６戸）、都営住宅地元割当分（一般
世帯家族向＝１０戸）／募集案内は

１２月１１日まで配布（配布期間中に
限り同公社ホームページでダウンロ
ードも可）申郵送で１２月１３日まで
（必着）に同公社都営住宅募集センタ
ーへ
【②東京都施行型～都民住宅入居者
募集】
　今回から、募集期間のある「抽せん
募集」と、通年の「先着順募集」に分か
れます（都内に居住していること、所
得が定められた基準に該当すること
等、固有の資格が必要）／同時期に募
集する市営住宅・都営住宅とは住宅
の種類が異なります
○抽せん募集
　募集案内は１２月４日～１２日に配
布（配布期間中に限り同公社ホーム

ページでダウンロードも可）申郵送
で１２月１５日まで（必着）に同公社都
営住宅募集センターへ
○先着順募集
　募集案内は１２月４日から配布（無
くなり次第終了）／同公社ホームペ
ージでも閲覧可。あき家の発生等、情
報は随時更新申同公社ホームページ
または同公社都営住宅募集センター
で受け付け

◇
問同公社都営住宅募集センター①☎
７１３・５０９４②☎０３・３４９８・８８９４
●東京労働局～東京都最低賃金改正
のお知らせ
　東京都最低賃金（地域別最低賃金）
は２０１７年１０月１日から、時間額

９５８円に改正されました。都内で働
くすべての事業場及び同事業場で働
くすべての労働者（都内の事業場に
派遣中の労働者を含む）に適用され
ます。詳細はお問い合わせを問東京
労働局労働基準部賃金課☎０３・
３５１２・１６１４、東京都最低賃金総合
相談支援センター（ワン・ストップ無
料相談窓口）錆０１２０・３１１・６１５
●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歳以上で、健康で働
く意欲のある方／趣旨に賛同のう
え、会員になっていただきます日１２
月１１日、１月９日、午後１時３０分から
場わくわくプラザ町田３階講習室問
同センター☎７２３・２１４７

●市立総合体育館
【初心者気功教室】
対市内在住、在勤、在学の
１８歳以上の方日１月１１日～３月１５
日の木曜日、午前９時３０分～１１時、
全１０回定５０人（抽選）費３４００円
【小学生球技教室】
対市内在住、在学の小学生日１月１１
日～３月１５日の木曜日、午後４時３０
分～６時、全１０回定４０人（抽選）費
１６００円

◇
申往復ハガキ（１人１枚）に、必要事項
を明記し、１２月８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
●サン町田旭体育館
【①親子体操教室】
対市内在住、在園の、２０１４
年１月１１日～２０１５年７月１０日生ま
れの幼児とその保護者日１月１０日～
３月１４日の水曜日、午前１０時～１１
時、全１０回定２５組（抽選）費４７００円
【②小学生体操教室】
対市内在住、在学の小学生日１月１０
日～３月１４日の水曜日、午後４時３０
分～６時、全１０回定３０人（抽選）費
１４００円

◇
申往復ハガキに教室名・住所・氏名

（ふりがな必須）・電話番号・①生年月
日②学年を明記し、１２月１５日まで

（消印有効）に同館へ問同館☎７２０・
０６１１
●市立室内プール
【フィン専用コースを設置】
　冬期限定で、５０ｍプール
にフィン専用コースを設置します

（フィンの無料貸し出し有り、フィン
ゴーグル用シュノーケル〔プール以
外で使用していないもの〕の持ち込
みも可）／期間中フィンコースの開
催日以外は周回コースとします対中
学生以上で５０ｍ以上の泳力がある
方日３月１６日までの月・水・金・日曜
日場５０ｍプール採暖室側１コース費
施設利用料申５０ｍプール監視控え

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。

室前で受け付け／誓約書に署名をお
願いします
【フードドライブを実施します】
　家庭で消費しきれない食材を持ち
寄り、地域の福祉団体や施設等に寄
付をする活動です／受け取れない食
品もありますので、持ち込みの前に
お問い合わせ下さい日１２月２３日㈷
～２０１８年１月８日㈷の午前９時～午
後５時（年末年始を除く）場同プール
受付

◇
問同プール☎７９２・７７６１
●野津田公園
【①バラの魅力に触れよう
～栽培講座とお手入れ体
験】
対バラについて知識を深めたい方、
バラの栽培でお悩みの方日１２月９日
㈯午前１０時～正午場同公園ばら広
場内バラ栽培の講義とつるバラの誘
引等（予定）講町田ばら会会長・西尾
譲司氏定３０人（申し込み順）費大人
８００円（保険料込み）
【②しめ縄飾りづくり教室】
対小学生以上の方日１２月２７日㈬午
前１０時～１１時３０分、午後２時～３時
３０分場同公園内わらで綯

な

うしめ縄
づくり体験、季節の草花や木の実を
使った飾り付け定各１５人（申し込み
順）費大人５００円（保険料、材料費込
み）
【③家族でタスキをつなごう！野津田
公園お楽しみファミリー駅伝大会】
対小学生以下の子どもとその家族

（父母または祖父母）で構成される３
～４人のチーム日３月１７日㈯午前９
時～正午（小雨実施、雨天時は２４日
に延期）場市立陸上競技場、競技場外
周コース内１人約１ｋｍ、全４区間をタ
スキでつなぐ定５０組（申し込み順）
費１チーム４０００円（保険料込み）

◇
申１２月１日午前９時から①②電話で
同公園管理事務所へ③募集要項（同
公園ホームページでダウンロード）
を参照し、指定の申込用紙に記入の

うえ、参加料金を添えて、直接または
郵送（現金書留）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「冬の
いきもの」
日１２月３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
●町田市フォトサロン
【①ダリア作品展】
　町田ダリア園で開催した
撮影会の作品を中心とした写真の公
募展です日１２月２７日㈬～２０１８年１
月８日㈷
【②秋の薬師池公園作品展】
　薬師池公園の秋景色をとらえた作
品の公募展です日１２月２７日㈬～
２０１８年１月８日㈷

◇
場同サロン①１階展示室②２階展示
室問同サロン☎７３６・８２８１
●町田市自然休暇村～スキー・スノ
ーボードツアー受付開始
　スキー・スノーボード教室（自費）

もあります／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２
月３日㈯午前７時～４日㈰午後５時ご
ろ、１泊２日、集合は町田ターミナル
プラザ、解散は町田駅周辺（予定）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
催行人数は３５人です費中学生以上
１万８８００円、小学生以下１万６８００
円（交通費・宿泊費・リフト代・１日目
夕食から２日目昼食、保険料含む）／
旅行条件書、振込先は申込者に連絡
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〕）、利用バス会社＝信濃バス（長
野県南佐久郡川上村樋沢２３４）申１２
月１日午前９時から電話で自然休暇
村（錆０１２０・５５・２８３８）へ（スキー
のレンタル希望者は併せて申し込み
を）／１月２４日以降の取り消しはキ
ャンセル料が必要です

12月1日～31日「中学生職場体験」 町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索

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

名　称 日　程 予約方法／相談時間
①法律相談 月～金曜日 前週の金曜日から電話で予約
②交通事故相談 １３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） １日、８日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 ５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 １２日㈫
⑥登記相談 ７日㈭
⑦行政手続相談 １４日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 ６日㈬
⑨少年相談 １２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 ５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 ６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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につき）
【④ひなた村シアター】
日１２月１７日㈰午前１０時３０分～１１
時３０分場ひなた村第１レクルーム内
「ミッキーマウスのたのしい冬」「南
の島に雪が降る」
【⑤たきびのじかん】
　小学３年生以下のお子さんは保護
者同伴でおいで下さい日１月６日、
２０日、いずれも土曜日午前１０時～
１１時３０分（正午に消火、雨天中止）
内たき火を囲む（焼きたい食材・アル
ミホイル・軍手の持参も可）
【⑥冬のイブニングキャンプ】
対市内在住、在学の小学生とその家
族日１月８日㈷、１３日㈯、午後１時～６
時３０分（小雨実施、荒天中止）／各日
とも同一内容、雨天時は一部を屋内
で実施します内外遊び、軽食作り、薪

たきぎ

を集めてキャンプファイア定各２０
人（申し込み順）費１人３００円
【⑦キャンプスキルワークショップ】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日１２月２３日㈷午前９時３０分～
午後３時３０分（雨天実施）内たき火や
かまどの使い方、ロープワーク／雨
天時は一部を屋内で実施します定
１５人（申し込み順）費３００円

◇
申①④⑤直接会場へ②③⑥⑦１２月１
日午前１０時から電話でひなた村へ

／③は１２月１０日以降定員に空きが
あれば１９歳以上の方も受け付けま
す問ひなた村☎７２２・５７３６
●子どもセンターぱお～ぱおのあっ
たか冬フェスタ
日１２月１６日㈯午前１０時～午後３時
／駐車場は使えません内ゲーム・工
作コーナー、模擬店（午前１１時から、
有料）、ステージ等問ぱお☎７７５・
５２５８
●子どもセンターつるっこ～子ども
委員会企画クリスマスイベント「つ
るっこホットフェス」
日１２月１７日㈰正午～午後５時内子
ども委員会による迷路・ゲーム・スタ
ンプラリー等、模擬店（有料）問つる
っこ☎７０８・０２３６

●町田市民文学館～クリスマスおた
のしみ会
対３歳～小学生とその保護者日１２月
２３日㈷午前１０時３０分～１１時３０分
場同館内リズムに合わせた言葉遊
び、クリスマスソングの合唱講リト
ミック講師・定成淡紅子氏定５０人
（申し込み順）申１２月１日午前９時か
ら電話で同館（☎７３９・３４２０）へ
●中央図書館～英語を楽しむおはな
し会
　英語が分からなくても楽しめます
対小学生以下の子どもとその保護者
日１２月２６日㈫午後３時～３時３０分
場同館４階おはなしのへや内絵本を
英語と日本語で交互に読む、手遊び
問同館☎７２８・８２２０

●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３年生以下は保護者同伴）
日１月２０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１２月８日正午～１４日に
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
へ問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
●ひなた村
【①こどもおはなしフェスタ】
日１２月１０日㈰午前１１時～午後３時
ごろ／開場は午前１０時３０分です場
ひなた村カリヨンホール内人形劇、
お話出演東京家政大学絵本・紙芝居
サークルくれよん、ひなた村人形劇
グループ千羽鶴　他（予定）
【②凧

たこ

作り教室】
対市内在住、在学の小学生日１２月
１６日㈯午前１０時～正午内凧作り、
凧揚げ講まちだ史考会定１０人（申し
込み順）費２００円
【③糸のこ教室】
対市内在住、在学の小学２年生～１８
歳の方（小学２年生は保護者同伴）日
１２月１６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

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。

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。

町田市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）

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 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㈮ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１
２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

３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 宮崎クリニック町田 ☎７９５・２６１０ 金森３-２３-１
内科 伊藤診療所 ☎７３５・０１６６ 鶴川４-３５-２
内科、
小児科 泰生医院 ☎７９７・７４２３ 小山町２４７０-５

午前９時～翌朝９時
内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

外科系
町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１
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 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１
５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
６日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
７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
８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
９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

１０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 さぬき診療所 ☎７０６・８７６６ 小川２-２５-１４
内科 黒江医院 ☎７２２・３３１３ 原町田６-２４-１１
内科 こじま内科 ☎７７０・２５１３ 小山町３２４５-１

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

外科系
おか脳神経外科 ☎７９８・７３３７ 根岸町１００９-４
あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

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

年末はお早めに！�
粗大ごみの収集・持ち込みを希望の方は

専用ダイヤルでご予約下さい

　薬物や危険ドラッグの危険性、乱用防止を強く訴えるため、ポスターと標語を募集しました。
　市内中学校からポスター２５２作品、標語４１作品の応募があり、東京都薬物乱用防止推進町田地
区協議会会長賞３作品、市長賞２作品が選ばれました。

版画学会研究発表
○日時　１２月２日㈯午後２時～４時　
○会場　同館講堂
公開セミナー「版画から写真へ」
○日時　１２月３日㈰午後１時～３時　
○会場　同館アトリエ
○講師　多摩美術大学教授・大島成己氏
あなたのお部屋に版画はいかが？
学生作品販売
　本物を手に入れるチャンスです。お
早めにどうぞ！
○日時　会期中の土・日曜日　
○会場　同館エントランスホール

　年内に粗大ごみの戸別収集・清掃工場への持ち込みを希望する方は、お早めに
下記の専用ダイヤルでご予約下さい（収集は年内の枠が埋まり次第、締め切り）。

○受付日時　月～土曜日の午前８時３０分～午後５時（祝休日・年末年始を除く）
※専用ダイヤルでは、収集予約のほか、粗大ごみ収集料金の確認、収集申込の
取り消し・追加、収集に関するお問い合わせも受け付けています。３Ｒ推進課で
は、受け付けできません。
※電話がつながらない場合は、時間をおいておかけ直し下さい。
【インターネットでも予約できます】
　まちだエコライフ推進公社ホームページからも、収集・持ち込みの予約がで
きます（町田市ホームページにリンク有り）。
※収集のインターネット予約は、「２０１７年９月以降に専用ダイヤルで収集の
電話予約をしたことがある方」が対象です。
市HP 粗大ごみの出し方  検索
※収集時に貼る「粗大ごみ処理券」は払い戻しできません。必ず収集予約が完
了してから購入して下さい（持ち込みの場合は、現金払いのみ）。

薬物乱用防止ポスター・標語表彰

工芸に関するミニ企画展～クラフト工房Ｌａ Ｍａｎｏ協力

染と織のたのしみ展 問市立博物館☎７２６・１５３１

粗大ごみ収集・持ち込み受付専用ダイヤル
（一財）まちだエコライフ推進公社　☎７９７・１６５１

　市内のクラフト工房で
作られた染織品を、その
原料や織機などとともに
展示します。

○日時　１２月１２日㈫～２７日㈬、午前８時
３０分～午後５時（土・日曜日、祝日は除く）
※１２月２７日は正午までです。
○会場　イベントスタジオ（市庁舎１階）

　全国の大学・短期大学・専門学校の学生によ
る版画が一堂に集まる展覧会です。
○会期　１２月２日㈯～１７日㈰
○観覧時間　火～金曜日＝午前１０時～午後５
時、土・日曜日＝午前１０時～午後５時３０分（入
場は閉館の３０分前まで）
○休館日　月曜日　○会場　同館企画展示室
関 連 催 事

山
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国際版画美術館企画展 元祖・大学連携！版画の彩展２０１７

第４２回全国大学版画展
問市役所代表☎７２２・３１１１、　同館☎７２６・２７７１、０８６０

「まちだゆかりの作家～飯田
善國（１９２３－２００６）」
○会期　１２月２４日㈰まで

常設展示室同 時 開 催

毎年好評！「観客賞」投票の方に
抽選で版画をプレゼント！
　会期中、皆さんの投票により

「観客賞」を選びます。投票いた
だいた方の中から抽選で５人の
方に、プロの版画作家による作
品をプレゼントします。
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　市内の商店街を巡るスタンプラリ
ーを実施しています。参加店でお買
い物をしてスタンプ（レシートも可）
を集めると、抽選ですてきな賞品が
５５５人に当たります。
　応募用ラリーシート付きのチラシ
は、各参加店のほか市庁舎や各市民
センター等で配布しています。
○開催期間　１２月３１日㈰まで
○参加店　参加する２５商店会に加盟
の約５００店舗（店頭にポスター掲示）
※詳細は、町田市ホームページ及び
町田市商店会連合会ホームページを
ご覧下さい。

○応募方法　専用応募ラリーシートに、
異なる３つの店舗のスタンプを集める
か、５００円以上のお買い物をしたことが
分かるレシートを添付し、１月９日まで
に次のいずれかの方法で応募して下さ
い。①市庁舎や各市民センター、町田商
工会議所、協力商店会に設置の専用の
受付箱へ投函（切手不要）②８２円切手を
貼って郵送（当日消印有効）
○賞品　町田市名産品詰め合わせ、ま
ちだシルクメロン、町田駅前の大型店
からのカタログギフトなど、たかたの
ゆめ塩麹ロースステーキ、すぐに食べ
られるたっぷり本ズワイガニセット

問町田市商店会連合会☎７２３・６９００、町田市産業観光課☎７２４・３２９６

　年末年始の交通渋滞緩和や事故防
止のため、１２月２６日㈫～２０１８年１
月４日㈭は、市が管理する道路の工
事を抑制します。期間中は、原則とし
て、道路の維持管理作業、警察が管理
する施設の工事、ライフライン等の

緊急工事以外の工事は行いません。
　なお、町田駅周辺の繁華街地区は、
１２月２３日㈷～２５日㈪の昼間も道路
工事を抑制します。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。

年末年始は道路工事を控えます
問道路管理課☎７２４・１１４９

問３Ｒ推進課☎７９７・７１１１

ポスター ポスター ポスター標　語 標　語

東京都薬物乱用防止推進町田地区協議会会長賞 市　長　賞

問健康推進課☎７２４・４２３６

お買い物は市内の商店街で
「まちだわくわくスタンプラリー２０１７」開催中！

１１月６日に市庁舎で表彰式を行いました
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