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● 将来を担う人が育つまちをつくる
● 安心して生活できるまちをつくる
● 賑わいのあるまちをつくる
● 暮らしやすいまちをつくる
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町田市が応援します！！　　いつまでも

あなたらしい生活を

〈ヨコの問題〉
ヨコ1）介護の仕事に興味のある方

におすすめ！○○○人材の
育成・確保・定着のための町
田市○○○人材開発センタ
ー

ヨコ4）高齢者に関する相談をした
い方はまずここへ！市内に
１２か所ある、高齢者の相談
窓口といえば高齢者○○○
センター

ヨコ5）趣味などを一緒にできる仲
間を探している人におすす
めです！地域の高齢者が集
まって、ゲートボールや清
掃活動、地域の見守りなど
さまざまな活動を行ってい
るのは○○○○クラブ

ヨコ6）原則として、要介護３以上の
方を対象とした施設「特別
養護老人ホーム」の略称は
○○○○

〈タテの問題〉
タテ1）介護職員の日々の頑張りを

応援！施設入所者の要介
護度が改善した場合に、施
設へ奨励金を交付する事
業、町田市要介護度○○○
○○○奨励事業

タテ2）足腰の痛みや体力の低下を
感じている人におすすめで
す！ 町田を元気にするトレ
ーニング、略して○○○○

タテ3）体の状態が気になる方にお
すすめです！毎年成人○○
○○○○○を受けて健康
状態を確認

答えは分かりましたか？
それぞれの取り組みについては、２面でご案内します。
クロスワードの答えも確認してみましょう。A もB C D E F G

〈完成したら文字を入れてみましょう！〉
クロスワードのA～Gのマスの文字をつなぐと…
町田市の取り組みを利用して

　住み慣れたまちでいつまでも自分らしく暮らしたいけれ
ど、市にはどんな支援があるのかよく分からない…。そのよ
うな思いをお持ちの方は多いのではないでしょうか。仲間や
地域とのつながりを大切にしながら、健康でいきいきと暮ら
し続けられるように、市では高齢者やそのご家族を支えるた
めの取り組みを数多く行っています。

　高齢者に関係する町田市の取り
組みなどが隠れたクロスワードパ
ズルをご用意しました。自分らし
く暮らし続けていただくための取
り組みを私たちいきいき生活部の
職員がご案内します。

いきいきクロスワードパズルに挑戦！
当てはまる言葉を、カタカナで下のクロスワードに入れて下さい。

答えには、町田市の取り組みに関する言葉が入ります。
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暮らしを支える取り組みを紹介します

〈クロスワード解答〉
（ヨコの解答）１＝カイゴ／４＝シエン／５＝ロウジン／６＝トクヨウ
（タテの解答）１＝カイゼンケア／２＝マチトレ／３＝ケンコウシンサ
A～Gの文字をつなぐと　町田市の取り組みを利用して“ロウゴもアンシン”

それなら 「老人クラブ」 が
ぴったり！

ストレッチと筋力トレーニングを
組み合わせた「町トレ」を
おすすめします！

それなら 「町田市介護
人材開発センター」 へ !

町田市には「町田市要介護度
改善ケア奨励事業」という
仕組みがあります。

支給額（最大12か月間）　 奨励金の使用用途
要介護度１段階改善につき１か月２万円 職場環境の改善に関すること

職員の福利厚生に関すること要介護度２段階以上改善につき１か月２万5000円

●町田市の特別養護老人ホーム（特養）の整備状況

●成人健康診査

他にもこんな取り組みがあります

　孫と遊びたいけど膝
ひざ

や腰が痛くって…。
お出かけするのも億

おっ

劫
くう

になってしまいます。
　健康増進や趣味、ボランティア活動など
地域でいろいろな人たちとつながりたい！
何から始めたらいいか教えて！

　「町トレ」は、町田市オリジナルの体操で、体力に自信のない方など、どな
たでも取り組める３０分間の運動です。週１回続けると心身機能の維持・改善
に効果が期待できます。地域の仲間と
一緒に「からだもこころも地域も」元気
な町田を作りましょう！詳しくはお近
くの高齢者支援センターへ。

　町田市介護人材開発センターでは、高齢者施設で働
く職員への研修や介護の人材バンク、市民に向けた介
護の講習会などを行っています。
　また、５０歳以上の方を対象として、高齢者施設での

　老人クラブでは地域の高齢者が集まって、朝の体操
や清掃活動、カラオケなどさまざまな活動を行ってい
ます。また、各地域クラブの集まりである老人クラブ連
合会では、３００人以上の方が参加して歌や踊りなどを
披露しあう芸能大会や、手芸品・絵画などを展示する作

品展、グラウンドゴルフなどのスポーツ大会を行っており、新しいつながり
や活動を求めている方におすすめです。

問高齢者福祉課☎724・214６

問町田市介護人材開発センター☎851・9578、町田市いきいき総務課 
☎724・291６

問高齢者福祉課☎724・2140

問介護保険課☎724・4３６６

問町田市老人クラブ連合会☎725・4６1３、町田市高齢者福祉課☎724
・2141

ベッドメイキングや配膳など周辺業務を行うための研修、就労相談にも力
を入れており、約１年間で４9人の方の就労につながりました。

ヨコ1の解答

　定年退職した後は、介護の仕事を始めて
みたいと思っています。どこに相談したら
よいですか？

　夫を介護しているけれど、自分だけではなか
なか大変で…。介護保険ってよく分からないけ
ど、どういうものなのかしら？どこに相談すれ
ばいいのかしら？

　私の母は入所先の施設の職員さんのお
かげで、要介護度が下がり元気になりま
した。職員さんの頑張りが評価されるよ
うな制度はないでしょうか。

市HP 高齢者支援センター  検索

　高齢者支援センターでは、社会福祉士などの専門
職が、介護保険や認知症の相談、介護をするご家族か
らの相談など高齢者に関するさまざまな相談をお受
けします。お住まいの地域を担当する高齢者支援セ
ンターにお気軽にご相談下さい。

　市内の特別養護老人ホームに入所している方が、施設の介護職員による良
質な介護サービスを提供されたことにより、要介護度が改善した場合に、その
介護サービスの質を評価し、施設に奨励金を交付するものです。

タテ1の解答

ヨコ6の解答

タテ3の解答
　メタボリックシンドロームは放置しておくと、動脈硬化を進行させ、心臓病や
脳卒中などにつながります。初期段階では自覚症状が出にくいため、毎年成人健
康診査を受診し、経年的な数値の変化を把握することで、効果的な予防が期待で
きます。
問保険年金課☎724・21３0

　特別養護老人ホームの
定員は、２００9年度以降、
新規開設等により増加し、
待機期間１年未満の市民
入所率は２００9年度の約
４５％から、２０１６年度に
は約8０％に上昇しまし
た（＝右図）。
　そのほか、地域密着型
サービスについては、認
知症高齢者グループホー
ムの整備を進め、２０１7年度末には２３施設となる予定です。今後も地域密着型サ
ービスを中心に施設整備を進めていきます。
問いきいき総務課☎724・３291

特別養護老人ホームの定員数と入所率（1年未満）
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いくつになっても

 いきいきと！

タテ2の解答

　市では、いつまでも自分らしく暮らしたいと思う方や、
そんな思いを応援したいと考える方に向けた、さまざま
な取り組みを行っています。日ごろ皆さんからよくいた
だく質問を紹介し、主な取り組みをご案内します。

まずは 「高齢者支援センター」 へ。
相談者の状況にあったサービスなどを
アドバイスします！

　今はまだ大丈夫と思っている方も、将来
に備えた日ごろからの心掛けが大切です。
ここで紹介した、暮らしを支えるさまざま
な取り組みを上手に活用して、住み慣れた
地域でぜひ自分らしく生活しましょう！

市HP 成人健康診査  検索

ヨコ5の解答

ヨコ4の解答
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カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１３3

　１年で一番寒い季節を迎え、寒さ
も本格的になりました。久しぶりに
冬の尾根緑道を歩きました。早朝、木
枯らしにちょっとふるえながらの探
鳥です。比較的、鳥影が濃かったのは
ふれあい桜館のあたりでした。
　たわわに実をつけたネズミモチが
あり、メジロ、ヒヨドリ、ツグミなど
がついばんでいました。アオゲラや
コゲラのほか、カラ類の混群が桜並
木を移動しています。エナガ、シジュ
ウカラ、ヤマガラ、メジロ、それにコ
ゲラが混じります。
　丹沢、富士山がくっきりとシャー
プな展望ができる季節です。ただ、富
士山の山頂付近は、まだ、すべて冠雪
ということはなく、黒い地肌が少し
見えるようです。
　さて、先日、子どもクラブ「きそっ
ち」の開所式に出席しました。子ども
クラブは、いわゆる児童館です。これ
に対して市内に５か所ある「子ども
センター」は、大型の児童館と位置付
けられています。面積も、子どもクラ
ブは５００㎡程度で、子どもセンター
が１５００㎡くらいあるのに比べ１／３
程度です。児童館は、ほかにも、玉川
学園にある「ころころ児童館」と「南

大谷子どもクラブ」がありますが、こ
れらは、都営住宅などの建設に際し
て作られたもので、計画的に整備を
した児童館としては、「きそっち」が
初めてです。
　子どもクラブについては、市内５
か所の子どもセンターへのアクセス
が遠いところに整備していく方針で
す。今後も、適切な用地が見つかれば
１年に１館程整備していこうと考え
ています。
　町田市は、子どもの居場所や活動
として、子どもセンター、子どもクラ
ブのほかに、学童保育、放課後子ども
教室「まちとも」、さらには、冒険あそ
び場など、多くの選択肢を用意する
ようにしています。その子の個性や
家庭の条件等に合った活動の場を設
けて、子どもたちの毎日をサポート
していきます。

子どもクラブ「きそっち」

ご意見ありがとうございました

　市では、第７期町田市介護保険事業計画（素案）の策定にあたり、皆さん
のご意見を募集しました。いただいたご意見は、計画策定の参考にさせ
ていただきます。ご意見の概要と市の考え方をいくつかご紹介します。
○募集期間　2０１７年１０月2日～３１日
○応募者数　１３人　　○意見件数　３6件

　市では、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）の策定にあたり、皆さんのご意見を募集しました。いただいたご
意見は、計画策定の参考にさせていただきます。ご意見の概要と市の考
え方をいくつかご紹介します。
○募集期間　2０１７年１０月2日～３１日
○応募者数　７人　　○意見件数　24件

　詳細は、町田市ホームページで公表するほか、次の窓口でも資料を配布します。
市政情報課・広聴課（市庁舎１階）、生涯学習センター、男女平等推進センター、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、各市立図書館（堺図書館を除く）、町田市民文学館、①のみ＝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のみ
＝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

ご意見の概要 市の考え方
　在宅介護を続けるうえで、家族が
介護に対する知識や認知症への理解
を深めることが何よりも大切だと感
じているが、多くの家族がそうした
機会を得ていないと思う。支援セン
ターとその地域のデイサービスなど
がうまく連携して、家族の負担を減
らす取り組みができればと思う。

　高齢者支援センターでは、家族介護者
の負担を減らすため、家族介護者教室・家
族介護者交流会や、認知症の方とそのご
家族の交流の場としての認知症カフェを
行っています。こちらに関しては、引き続
き、市の広報等で、より多くの方の目にと
まるよう、周知を図っていきます。

　介護保険料算定と段階別保険料に
ついて、低所得者に負担がかからな
い制度に見直してほしい。

　介護保険料は、所得に応じた段階の設
定をしており、負担能力に応じたご負担
をお願いしています。第7期においても
同様に考えています。

ご意見の概要 市の考え方
　この計画について、もっと広
報活動する必要がある。

　ご指摘のとおり、積極的に広報活動してま
いります。

　がん予防やがん医療の取り組
みの推進をお願いしたい。

　関係機関と連携し、がんの予防や早期発見・
早期治療につながる取り組みを推進してまい
ります。

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

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

１月２４日　Ｊアラートの定期的な試験放送を行います
問防災課☎724・３21８

育てよう　歴史を守る　防火の心

文化財消防演習を実施します
問消防演習について＝町田消防署予防課☎794・０119、文化財の保護に
ついて＝町田市生涯学習総務課☎724・2５５4

降雪にご注意を　問防災課☎724・３21８、３Ｒ推進課☎797・7111

　１2月から始まった、月１回実施す
るＪアラートの定期的な試験放送
を、１月は24日に実施します。
　この訓練は、国からのＪアラートを
正常に受信し、防災行政無線の放送
及びメール配信で全利用者に配信さ
れることを確認する訓練です。

日１月24日㈬午後2時ごろから
※詳細は、町田市ホームページをご
覧下さい。
次回予定2月2８日㈬
※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。

ご注意を！　１月３１日は神奈川県主催による国民保護サイレン一斉再
生訓練が実施されます
　神奈川県でも、Ｊアラートの警報が発令される事態を想定した国民保
護サイレン音の周知のための一斉訓練を実施します。
　近隣市の防災行政無線から放送されるサイレン音が、町田市にも聞
こえる可能性があります。避難等しないよう、ご注意下さい。
○訓練日　１月３１日㈬午前１１時ごろ
問神奈川県コールセンター☎０4５・2１０・３46５（受付時間＝月～金曜
日の午前９時～午後５時）

　毎年１月26日は文化財防火デー
です。火災・地震及びその他の災害
から文化財を守りましょう。
※天候等により中止の場合があり
ます。
日１月2１日㈰午後３時から
場町田天満宮（原町田１－2１－５）

昨
年
の
演
習
は
宝
泉
寺

で
行
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ま
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　冬季は、路面の凍結や大雪・暴風雪
等による被害等が予想されますの
で、以下のことに注意しましょう。
①大雪・暴風雪が予想される場合に
は、不要不急な外出は避けましょう。
車両に雪害対策をしている場合で
も、思わぬ事故につながる可能性や、
天候が悪化し、走行不能になってし
まう場合があります。外出の際には
あらかじめ気象情報を確認し、天候
が悪化する可能性のある場合には予
定を変更するなど、事故防止へのご
理解とご協力をお願いします。
②雨や雪が降った後は、凍結した路
面や踏み固められた雪により、大変
滑りやすくなります。外出が避けら
れない場合には、車両にスタッドレ
スタイヤやタイヤチェーンを装着
し、徒歩移動の際にはハイヒール等
の不安定な靴は避けましょう。また、

自転車での外出は避けましょう。
③ごみと資源の収集は、大雪等の荒
天時でも原則行いますが、交通状況
等により、収集時間が通常より前後
する場合があります。なお、ごみ・資
源の収集ができない場合には別途お
知らせします。また、安全にごみ・資
源を出せない場合には無理をせず、
次回の収集日にお出し下さい。
【メール配信サービスやアプリで収
集の情報をお知らせしています】
○町田市メール配信
サービス
　「ごみ・資源情報」を
配信中です。
○「資源とごみの収集カレンダー」ア
プリ
　詳細は１月１５日発行の「ECOまち
だ」をご覧下さい。

「資源とごみの収集カレンダー」がアプリになります
問３Ｒ推進課☎797・０５３０

　市では、ス
マートフォン
（ｉOＳ、Ａｎｄｒｏ
ｉｄ）向けアプ
リ「ごみ分別
アプリ」の配
信を開始しま
した。
　収集日程等

のカレンダー機能やごみ分別辞
典、お知らせ、ゲーム機能など便利
な機能があります。
【ダウンロードについて】

　町田市ホームペー
ジ内の「ごみ分別ア
プリダウンロード
（Ａｎｄｒｏｉｄ用）」、また
は「ごみ分別アプリ
ダウンロード（ｉOＳ用）」を選択し、
ダウンロードして下さい。
※アプリケーションは無料です
が、ダウンロードの通信料は、利用
者の負担となります。
※詳細は１月１５日発行の「ECOま
ちだ」をご覧下さい。

町田市ホー
ムページ
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町田の農業にふれたい！参加したい！　2018年度の利用者、受講者を募集します。�

あなたの夢をみんなで実現！
〇
まる

ごと大作戦「作戦会議」参加者募集
問まちだ〇ごと大作戦実行委員会事務局（広報課３ヵ年シティプロモーション担当）☎7２４・４０８４

ご利用下さい！　移動図書館そよかぜ号
問さるびあ図書館☎7２２・３7６８

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
町田市街づくり審
査会

1月25日㈭午前
10時~正午

市庁舎5階会
議室5-3

5人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づくり
課（☎724・4267）へ

町田市国民健康保
険運営協議会

1月25日㈭午後
2時~4時

市庁舎5階会
議室5-3

3人
（申し込み順）

1月22日午後5時までに電話
で 保 険 年 金 課（ ☎724・
4027）へ

スポーツ施設整備
構想懇談会

1月26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

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）

1月31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

町田市教育委員会
定例会

2月2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

町田市食育推進計
画推進委員会

2月9日㈮午後1
時 3 0 分~ 3 時
30分

町 田 市 保 健
所（ 中 町 庁
舎）1階講堂

5人
（先着順）

直接会場へ問保健予防課☎
722・7996

　「まちだ〇ごと大作戦１８－２０」
は、皆さんが「やってみたい」と考え
ている提案やアイデアを、みんなの
チカラを借りて実現させる３年間限
定の取り組みです。
　「どんな内容なら提案できるの？」
「提案をどうやって実現につなげる
の？」「仲間づくりはどうすればよい
の？」など、皆さんの疑問や質問に答
えます。その後、「まちだ〇ごと大作
戦１８－２０」がどうすれば盛り上が
るか、どんな提案ならみんなの共感
が得られるか、どんな情報発信をす
れば仲間づくりにつながるか等を話
し合いながら交流するワークショッ

　そよかぜ号は、図書館が遠い地域
の方でも本が借りられるように、約
３５００冊の本を積み、市内６４か所を
巡回しています（３月までは変更有
り）。各巡回場所に２週間に１度、４０
分～５０分間停車します。
　そよかぜ号では、本の予約サービ
スや、利用券の発行も行っています。
　巡回日程・場所は、町田市立図書館

プを行います。
　提案をしたい、一緒に取り組む仲
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、ご参加下
さい。
日２月３日㈯午前９時３０分～午後０時
３０分
場市庁舎
講（特）市民プロデュース・平田隆之氏
定８０人（申し込み順）
申１月１９日正午～３１日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１８０１１９Ａ）へ。

ホームページでご覧いただけます。
また、各市立図書館で巡回日程表を
配布しています。

　市内にはさまざまな農業体験メニューがあります。仕事の息抜きや健康増進、食育など目的に合わせて「農ある暮らし」を始めませんか。
農業体験農園 忠生市民農園 町田市農業研修 援農ボランティア育成研修

概　　要
　農家の指導のもと、区画割りした畑で種ま
きから収穫まで、1年間で約20種類の野菜作
りをします。農具・種・苗等の準備不要で、初心
者でもプロ並みの野菜が作れます。

　市が設置する区画貸しの市民農園
です。自由に作付けができますが、指
導はついていないので、ある程度農作
業に自信のある方向けです。

　市が開設した研修農場で、約80㎡の
区画を管理しながら一般的な栽培技術
を学びます。農家を支援する援農者や
新たに農業経営を目指す方向けで、仕
事を続けながらの受講も可能です。

　土に親しみながら野菜作りのノウハウを学
び、「農」への理解を深めて農家を支援する援
農者を育てることを目的とした研修です。ス
タッフの指導のもと、共同圃場（ほじょう）で
農作業を行いながら、農業技術を学びます。

対　　象 自家用車を使わず農園に来られる方 市内在住の、自家用車を使わず農園に
来られる方 市内に住民登録のある方 未経験者の参加も可

利用期間 4月～2019年2月（11か月、更新可） 4月～2021年2月（2年11か月） 4月～2020年2月（1年11か月） 4月～2019年1月（10か月）

場所・定員

サンフィール・楽園（小山町1167－1） 10区画
ななくに農園（野津田町2160） 60区画
本町田・河原農園（本町田2134） 40区画
森野ファーム・渋谷（森野4－233） 6区画
千都の杜・クレインファーム 6区画

（能ヶ谷6－3000－18）
※いずれも抽選です。
※詳細は町田市ホームページをご覧下さい。
※駐車場はありません。

忠生市民農園（木曽西2－2－6ほか）
30㎡58区画
※公開抽選により当選者・補欠者・利
用区画を決定します。
※詳細は、募集案内（農業振興課〔市庁
舎9階〕、各市民センター、各駅前連絡
所で配布、町田市ホームページでダウ
ンロードも可）をご覧下さい。
※駐車場はありません。

町田市農業研修農場（小野路町278番
ほか）
募集定員＝13人（選考）
※研修は、毎週土曜日午前9時～11時
30分です（午後に至る作業日も有り）。
※詳細は、募集案内（農業振興課〔市庁
舎9階〕、各市民センター、各駅前連絡
所で配布、町田市ホームページでダウ
ンロードも可）をご覧下さい。
※駐車場があります。

町田ぼたん園、七国山ファーマーズセンター
そばの七国山農業研修農園（野津田町）
募集定員＝15人程度（申し込み順）
※研修は、毎週土曜日の午前9時からの午前
中です。
※詳細は、（特）たがやすホームページをご覧
下さい。

費　　用 4万2000円／年（約30㎡区画）
（農具・種・苗などは農園主が用意）

1万8000円／年（30㎡区画）
（農具・種・苗・資材などは利用者負担）

4万円／年（講師料、傷害保険料、各自
栽培する野菜の苗や種子代、肥料・農薬
・農業用資材等）

3万円（講師料、傷害保険料、栽培する野菜の
苗や種子代、肥料・農薬・農業用資材等）

申し込み
往復ハガキに住所・氏名・電話番号・年齢・希望
農園名、返信用にも宛先を明記し、2月9日まで

（消印有効）にＪＡ町田市経済センター農業体験
募集係（〒194－0035、忠生3－7－2）へ

申込書（募集案内に添付）に必要事項
を記入し、1月24日まで（消印有効）に
直接または郵送で農業振興課へ（1世
帯につき1通）

応募用紙（募集案内に添付）に必要事項
を記入し、2月5日まで（消印有効）に直
接または郵送で農業振興課へ

「援農ボランティア育成研修生申し込み」と書
き、住所・氏名・電話番号（ＦＡＸ番号・Ｅメールア
ドレスがあれば併せて）を明記し、3月31日ま
でにＦＡＸで（特）たがやす（返794・9002）へ

問い合わせ ＪＡ町田市経済センター営農支援課☎792・6111 農業振興課☎724・2166 （特）たがやす☎090・3435・8611

これからの公共施設のあり方を考えてみましょう
　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。
　これまで公共施設に関する市民アンケート（※）を、２０１５年９月～
１０月と２０１７年６月～７月の２回にわたり実施しました。今回はその中
から一部を紹介します。
※無作為抽出した１５歳以上の町田市民３０００人を対象に郵送で実施。

○設問Ａ
　将来を見据えて公共施設のあ
り方を見直していく（町田市全
体の施設総量を削減することも
含む）ことについてどうお考え
ですか？

○設問Ｂ
　さまざまなサービスや
活動の拠点とするにふさ
わしい建物を優先的に維
持・保全していくことにつ
いてどうお考えですか？

○設問Ｃ
　１つの施設を１つの機能だけでな
く、多用途・多目的・多世代で利用する
多様なサービスや活動の拠点にして
いくことについてどうお考えですか？

　今ある公共施設すべてを残していくことはできませんが、これから
の時代に対応したより良いかたちを実現できるよう、みんなでアイデ
アを出して取り組みにつなげましょう。

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

ご意見は企画政策課（遍ｍｃｉｔｙ３２7０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）で受け付けています。

未来の場
かたち

④みんなでつくる

■積極的に見直すべ
きである

■将来の状況を踏ま
えると見直すこと
はやむをえない

■見直すべきでない
（公共施設は今まで
どおり維持すべき）

■見直すべきでない
（公共施設はもっと
増やすべき）
無回答

■賛成である
■おおむね賛成で
ある

■やや反対である
■反対である
その他

多くの人が見直さ
ないといけないと
思っているね。

建物の立地や大きさ、
敷地の広さなども拠
点にふさわしいかの基
準になるわね。

■賛成である
■おおむね賛成で
ある

■やや反対である
■反対である
その他

みんながいろい
ろなことに使える
施設にしていかな
いといけないな。

問農業振興課☎7２４・２１６６

52.9%

32.8%

1.6% 5.5%
7.1%

39.9%

47.0%

5.7%
5.7%

1.6%

58.8%34.6%

3.8%
2.2%

0.7%
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募　集募　集
要介護認定の認定調査員
対基本的なパソコン操作ができる介
護支援専門員の資格を有する方、ま
たは３月３１日までに取得見込みの方
＝若干名
勤務期間４月１日～２０１９年３月３１日
（更新も有り）
勤務時間午前８時２０分～午後５時５
分（時間外勤務有り）、月１６日
勤務場所介護保険課（市庁舎１階）
内介護保険の認定調査、要介護認定
関連業務
報酬２０万４６００円（別途交通費支給）
※更新時に最大１万５４００円の増額
があります。
選考１次＝書類、２次＝筆記・パソコ
ン試験、面接
申採用試験実施要項を参照し、応募
書式に記入のうえ、１月３０日まで（必
着）に直接または郵送で介護保険課
へ。
※実施要項・応募書式は介護保険課
で配布しています（町田市ホームペ
ージでダウンロードも可）。
問介護保険課☎８６０・６８７５
保健予防課臨時職員
歯 科 衛 生 士
対歯科衛生士資格を有する方＝若干
名
勤務期間採用決定の翌月から３月末
まで（更新も有り）
勤務時間午前８時３０分～午後５時の
間で３～６時間程度（勤務日数・時間
は応相談）
勤務場所健康福祉会館
内乳幼児の歯科健康診査における健
診補助・保健指導・予防処置、障がい
のある方の歯磨き指導等
報酬時給１４５０円（別途交通費支給）
選考面接
申保健予防課へ電話のうえ、歯科衛
生士免許の写しと履歴書を郵送。
問保健予防課☎７２５・５４３７

学童保育クラブ嘱託員
（ 児 童 厚 生 員 ）
対小学校・幼稚園教諭免許、保育士資
格（都道府県知事の登録を受けた
方）、中学・高等学校教諭免許のいず
れかを有する方＝若干名
勤務期間４月１日～２０１９年３月３１日
勤務時間日曜日、祝休日を除く午前
８時～午後７時のシフト制、月２０日
程度（月１２０時間）
※行事等により勤務日・時間に変更
があります。
場学童保育クラブ（勤務地未定）
報酬月額１８万６０００円（別途交通費
支給）
選考１次＝書類、２次＝面接（２月７日
～９日の間で実施）
申応募用紙（児童青少年課〔市庁舎２
階〕に有り、町田市ホームページでダ
ウンロードも可）に記入し、資格証明
書の写しを添えて、直接または郵送
で１月３１日まで（必着）に、児童青少
年課（〒１９４－８５２０、森野２－２－
２２、☎７２４・２１８２）へ。

認 可 保 育 園 職 員
　詳細は各保育園へお問い合わせ下

さい。
対有資格者
○東平ひまわり保育園（☎７３６・
２２６６）＝保育士（常勤・非常勤）、栄
養士（常勤・非常勤）
○東平しらゆり保育園（☎７３６・
２２７６）＝保育士（常勤・非常勤）、栄
養士（常勤・非常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８
町田市都市計画審議会
市 民 委 員
　都市計画の案や、都市計画に関す
る事項を、市長の諮問に応じて調査
・審議する都市計画審議会は、学識
経験者・市議会議員・関係行政機関の
職員・市民委員で構成されています。
今回、その市民委員を募集します。
対市内在住の２０歳以上で、市の他の
審議会委員等を務めていない方＝２
人
任期４月１日～２０２０年３月３１日
選考書類、面接
申募集要項を参照し、申込書と論文
を１月３１日まで（必着）に直接または
郵送で都市政策課（市庁舎８階）へ。
※詳細は募集要項（都市政策課で配
布、町田市ホームページでダウンロ
ードも可）をご覧下さい。
※募集要項・申込書等を郵送希望の
方は都市政策課へご連絡下さい。
問都市政策課☎７２４・４２４７

お知らせお知らせ
生涯学習センター利用者交流会
企 画・運 営 委 員 募 集
　５月１９日㈯に開催する、生涯学習
センター利用者交流会の企画・運営
委員を募集します。
対生涯学習センターを利用している
方等
日２月～４月の第１・第３金曜日、５月
１１日（金）、午前１０時～正午、全７回
（予定）
場同センター
申電話で同センター（☎７２８・
００７１）へ。
消費生活センター
運営協議会委員募集

【くらしに役立つ学習会などを一緒
に企画しませんか？】
　市と協働で、学習会、テスト教室等
の企画・運営をボランティアで行う
委員を募集します。
対市内在住、在勤の、月に数回程度の
活動に参加できる方（営利目的は不
可）
任期４月１日～２０１９年３月３１日
【説明会を開催します】
　応募希望者は必ずいずれかに参加
して下さい。
日２月２７日㈫午後１時から、３月６日
㈫午前１０時から、いずれも１時間３０
分程度
場町田市民フォーラム３階事業準備
室
問同センター☎７２５・８８０５
住民主体の地域活動団体型サービス
担い手募集及び説明会
　日常生活で支援が必要な方へ介護
予防に取り組める場を提供する、サ
ービスの担い手となる団体を募集し

ます。利用者は、介護保険の「要支援」
の方、「サービス事業対象者」を中心
に一般の高齢者や子どもなどです。
対地域住民中心のグループ、ＮＰＯ法
人等
活動例体操、食事会、参加者同士の交
流、趣味の集まり等
提供回数月２回以上
【説明会を開催します】
対地域活動団体型サービスの担い手
となる団体
日２月１９日㈪午前１０時～正午
場市庁舎
定５０人（申し込み順）
申２月１３日までに、直接または電話
で各高齢者支援センターの「生活支
援コーディネーター」へ。
※各基準や補助金等については、各
高齢者支援センターへお問い合わせ
下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
町田新産業創造センター～インキュ
ベーション個室
入 居 者 募 集
　個人でも法人でも入居でき、事業
者登録や本社登記も可能です。平日
の日中は、常駐のインキュベーショ
ンマネージャーによる経営相談を受
けられます。
対これから起業・創業する方、起業・
創業後５年以内の方、第２創業の事業
者の方
利用可能時間２４時間・３６５日
内・費２１７号室（面積９㎡）＝月額利
用料３万２５６円（３月１５日以降から
入居可）
※消費税、共益費を含みます。
※別途保証金として利用料１か月分
が必要です。
申入居申込書（町田新産業創造セン
ターホームページでダウンロード）
に記入し、２月１５日まで（必着）に直
接または郵送で同センターへ。
※施設概要等の詳細は、同センター
ホームページの募集要項をご覧下さ
い。個別ブースの入居募集も随時行
っています。
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業観光課☎７２４・２１２９

高齢者のための所得税、
市・都 民 税 の 控 除

【高齢者の障害者控除】
　市では、介護保険の要介護１以上
の認定を受けている６５歳以上の方
が、一定の要件を満たす場合に、障害

者控除対象者の認定（要申請）を行っ
ています。その場合、身体障害者手帳
等の交付を受けていない方でも税控
除の対象となります。
※認定終期が記載されていない障害
者控除対象者認定書をお持ちの方
は、体の状態に変化がなければ翌年
以降も有効のため、申請は不要です。
【身体障害者手帳等をお持ちの方へ】
　手帳等では、普通障害者控除の対
象であっても、特別障害者に該当す
る場合があります。詳細はお問い合
わせ下さい。
【おむつに係る費用の医療費控除】
　傷病等のため６か月以上寝たきり
の方のおむつ費用は、医師が治療に
必要と認めた場合に発行する「おむ
つ使用証明書」の添付により、医療費
控除の対象となります。
　２年目以降の申告では、要介護認
定時の「主治医意見書」または「町田
市おむつに係る費用の医療費控除主
治医意見書確認書」（要申請）で要件
の確認ができる場合は、「おむつ使用
証明書」の代わりにできます。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

市庁舎１階のコンビニが
変 わ り ま す
　市庁舎１階のコンビニエンススト
アが生活彩家からミニストップに変
わります。これに伴い、新規店舗工事
を行います。工事期間中は市庁舎内
にコンビニは無くなりますので、ご
注意下さい。
工事期間１月２７日㈯～４月１日㈰
○生活彩家閉店日時　１月２６日㈮午
後２時
○ミニストップ開店日時　４月２日
㈪午前７時
問庁舎活用課☎７２４・２１６５
音訳版・点訳版・ＳＰコード版を配
布します
障がい者サービスガイドブック
　障がい福祉サービスや障がいに関
わる制度などの情報を掲載している
「障がい者サービスガイドブック
２０１７（改訂版）」の音訳版・点訳版・Ｓ
Ｐコード版を１月から希望者に配布
しています。
申直接、電話またはＦＡＸで障がい福
祉課（市庁舎１階、☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３）へ。
※郵送による配布も行っていますの
で、ご希望の方は障がい福祉課へご
連絡下さい。

地域活動功労者に感謝状を贈呈しました
問市民協働推進課☎７２４・４３５８

　長年にわたり子どもの見守り活動
や地域住民の健康増進に尽力されて
いる方々へ感謝状を贈呈しました。
○丸山団地学童登下校見守りボラン
ティアの皆様

○小林一朋様
　この感謝状は、町内会・自治会等か
らの推薦により、地域の課題解決の
ため、地域で連携・協力している個人
や団体に対し、贈呈するものです。

１１月２９日に市庁舎で贈呈式を行いました
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お知らせお知らせ
自転車等の放置防止にご協力を
　放置自転車等対策事業は、駅周辺
の道路や、その他公共の場所におけ
る自転車等の放置を防止すること
で、通行機能の確保及び歩行者の安
全保持を図るために行っています。
　対策は年々進んでおり、一定の安
全保持を図ることはできつつありま
すが、２０１６年度は放置自転車等対
策事業費として約８６００万円のコス
トがかかっています。
　安全保持とコスト削減のため、ご
理解ご協力をお願いします。
問道路管理課☎７２４・３２５７
生産緑地法の一部改正について

説 明 会 を 開 催 し ま す
　農業委員会・町田市・ＪＡ町田市の
共催です。今回の主な改正点は、農地
の下限面積の３００㎡以上への緩和等
です。説明会では、生産緑地地区に指
定できる具体的な条件などの改正点
や、今後の変更点等について説明し
ます。
対市街化区域内に農地をお持ちの方
日・場２月１日㈭、午前１０時から、午
後２時から＝ＪＡ町田市南支店、２日
㈮、午前１０時から、午後２時から＝Ｊ
Ａ町田市忠生支店、６日㈫、午前１０時
から、午後２時から＝鶴川市民セン
ター、７日㈬、午前１０時から、午後２
時から＝ＪＡ町田市堺支店、８日㈭、午

催し・講座催し・講座
鶴川市民センターまつり
日１月２１日㈰午前１０時～午後４時
場同センター①ホール②和室③会議
室
※駐車場に限りがあります。
内①各サークルによる発表（和太鼓
・レクダンス・合唱・チアリーディン
グ　他）②整体体操③ちぎり絵・俳画
・各サークルによる作品展示
問同センター☎７３５・５７０４
開催します

観光まちづくりシンポジウム
　市は、２０１７年５月に「町田市観光ま
ちづくり基本方針」を策定しました。
今後は、この方針に基づいたさまざ
まな取り組みを展開し、観光まちづ
くりを推進します。このシンポジウ
ムでは、観光まちづくりの第一人者
をお招きし、町田市をどう盛り上げ
ていくか、これからの観光に求めら
れるものは何か、今後の「町田市の観
光」について皆さんと共に考えます。
日２月６日㈫午後６時３０分～８時３０
分
場町田市民フォーラム
内①基調講演～「住んでよし、訪れて
よし」の観光まちづくりの実現に向
けて②パネルディスカッション～町
田市の観光に求められるもの
講①大正大学地域構想研究所教授・
清水愼一氏②ファシリテーター＝㈱

後２時から、午後７時から＝ＪＡ町田
市町田支店
問農業委員会事務局☎７２４・２１６９

町 田 市 農 業 祭 表 彰 状 
授 与 式 及 び 講 演 会
　町田市農業祭農産物品評会及び営
農技術競技会において優秀賞を受賞
された方の表彰状授与式と、講演会
（町田市の農業関連団体代表者から
の活動報告及びディスカッション）
を行います。
対２０歳以上の方
日２月５日㈪、授与式＝午後１時～２
時３０分、講演会＝午後２時３０分～３
時３０分
場町田市民フォーラム
定５０人（申し込み順）
申１月１６日正午～２９日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１８０１１６Ｂ）へ。
問農業振興課☎７２４・２１６６

催し・講座催し・講座
普 通 救 命 講 習 会
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）
日２月２４日㈯午前９時～正午
場健康福祉会館
内心肺蘇生法、異物除去法、ＡＥＤ操
作法
※救命技能認定証を発行します。
定３５人（申し込み順）
費１４００円（テキスト代）

オンデザインパートナーズ代表取締
役・西田司氏、パネリスト＝清水愼一
氏、マルチタレント　カイル・カード
氏
定１８０人（申し込み順）
申１月１７日正午～２月１日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１８０１１７Ｆ）へ。
問産業観光課☎７２４・２１２８

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２月２６日㈪午後１時～４時
場ハローワーク町田
講社会保険労務士・大橋達樹氏、キャ
リアコンサルタント・板垣修氏
定３０人（申し込み順）
申１月１７日から電話で予約専用ダイ
ヤル（☎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
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２月７日㈬午前１０時～午後１時

申１月１７日正午～２月１２日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１８０１１７Ｅ）へ。
問町田消防署☎７９４・０１１９、町田市
保健総務課☎７２４・４２４１
町田ファミリー・サポート・センター

子 育 て の お 手 伝 い を 
し て み ま せ ん か

【保育サポート講習会】
　受講後、同センターの援助会員と
して登録し、活動していただきます。
対市内在住の保育サポートができる
満２０歳以上の方
※妊婦の方は、安全のため受講をご
遠慮下さい。
日・内２月６日㈫、午前１０時～正午＝
入会説明会、午後１時～３時＝保育の
心、７日㈬、午前１０時～正午＝子ども
の食事、午後１時～３時＝心・体の発
育と病気、８日㈭、午前１０時～正午＝
子どもの発達と遊び、午後１時～４時
＝普通救命講習

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１月１７日正午～３０日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１８０１１７Ｂ）へ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
消費生活センター

講 演 会
【マイクロプラスチックは巡る～家
庭から海へ、そして食卓へ】
　身近な資源から環境について考え
ます。

※初日に会員証に貼付する写真（縦３
㎝×横２．５㎝、裏面にボールペンで記
名、６か月以内撮影）をお持ち下さい。
場町田市民フォーラム
定２０人（申し込み順）
費１４００円（普通救命講習のみ、教材
費）
申１月３０日までに電話またはＦＡＸ
で同センター（☎返７２４・０９０１）へ。
問子育て推進課☎７２４・４４６８
犬と楽しく暮らすための

基 礎 講 座
対市内在住の犬を初めて飼育する方
日２月１１日㈷午後２時～３時
場町田市保健所（中町庁舎）
内犬のしつけ、飼育マナー等
講スマイルドッグクラブ
定４０人（申し込み順）
申１月２５日正午～２月４日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１８０１２５Ａ）へ。
問生活衛生課☎７２２・６７２７

対市内在住、在勤、在学の方
日２月２４日㈯午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講東京農工大学農学部環境資源科学
科教授・高田秀重氏
定１８８人（申し込み順）
申１月１８日正午～２月１９日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１８０１１８Ｃ）へ。
※親子室利用希望者（１歳未満児と
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（親
子室の利用受付は電話のみ）。
問同センター☎７２５・８８０５

【市民税・都民税の申告】
○２０１８年１月１日現在、町田市に住所
がある方は原則、市民税・都民税の申告
が必要です
　次に該当する方以外は市民税・都民
税の申告が必要です。①所得税の確定
申告をする方②「給与所得のみ」「公的
年金等に係る雑所得のみ」またはその
両方にのみ該当する方で、「給与支払
者」「公的年金支払者」またはその両方
から市役所へ支払報告のある方
※源泉徴収票に記載のない控除は申告
が必要です。
○申告に必要なもの
①申告書（申告会場〔=【表１】〕に有り、
町田市ホームページでダウンロードも
可）②マイナンバー（個人番号）記載に
あたっての本人確認書類等（必要書類
は後述）③印鑑④源泉徴収票等前年中
の収入を証明できる書類⑤各種控除の
証明書等（「医療費控除の明細書」等）⑥
税務署や税理士無料相談会で確定申告
書に「地方税連絡用」の印を押印され、
その内容を市に申告する場合は、その
確定申告書と添付書類
※④⑤⑥は該当する方のみ。
※郵送も可。
※詳細は「平成３０年度市民税・都民税
申告のご案内」（市民税課〔市庁舎２階〕
で配布、町田市ホームページでダウン
ロードも可）をご覧いただくか、お問い
合わせ下さい。

【ご注意下さい】
○市民税・都民税申告書にマイナンバ
ー（個人番号）の記載が必要です
　個人番号を適切に扱うため、市民税
・都民税申告書に個人番号の記載が必
要になるとともに、申告書を提出する
際に、本人確認（個人番号の確認と身元
確認）を行います。
　本人が申告する場合は以下の「番号
確認書類（以下Ⓐ）」及び「身元確認書類
（以下Ⓑ）」の両方の書類、代理人による
申告の場合は本人のⒶ、代理人のⒷ及
び「代理権の確認書類（以下Ⓒ）」のすべ
ての書類が必要になります。郵送また
は代理人が申請する場合のⒶを除き原
本の提示が必要です。
Ⓐ番号確認書類
マイナンバーカード、通知カード、また
は個人番号が記載された住民票の写し
Ⓑ身元確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、障害
者手帳（身体・精神）、健康保険証、年金
手帳等のうち１点。または住民票の写
し、国税・地方税・公共料金の領収書等
のうち２点
Ⓒ代理権の確認書類
委任状（本人の署名・押印のあるもの）、
市の発行した本人の氏名が印字済みの
市民税・都民税申告書等
○期限内の申告を
　申告が遅れると、１回あたりの納付
額が増える、市民税・都民税の課税・非

課税証明書等の交付ができない、また
は国民健康保険税等の軽減等が受けら
れなくなる場合があります。
○「医療費控除の明細書」の添付義務化
　医療費控除の適用にあたっては、医
療費の領収書にかえて、「医療費控除の
明細書」を添付することになりました。
「医療費控除の明細書」の様式は市が作
成した様式の他、便

びん

箋
せん

等で作成したも
のも使用できます。なお、経過措置とし
て２０２０年度まではこれまでどおり領
収書の添付または提示により申告する
ことができます。
○確定申告書第２表「住民税に関する
事項」の記載について
　確定申告書を提出する方で、配当割
額控除額や譲渡割額控除額がある方に
ついては、必ず確定申告書第２表「住民
税に関する事項」に記入して下さい。
　また、ふるさと納税等の寄附金に係
る控除の適用を受ける方で、確定申告
書を提出される方についても確定申告
書第２表「住民税に関する事項」の寄附
金税額控除欄の該当箇所（ふるさと納
税であれば「道府県、市区町村分」）に寄
附金額を必ず記入して下さい。
　なお、ふるさと納税ワンストップ特
例に関する申請をしている方は次のこ
とにご注意下さい。①確定申告書また
は市民税・都民税申告書を提出される
とワンストップ特例は無効となりま
す。②ワンストップ特例で５団体を超

える自治体にふるさと納税をした方
が、ふるさと納税にかかる寄附金税額
控除を受けるためには、寄附金の内容
を含めた確定申告または市民税・都民
税申告を行う必要があります。

【個人住民税（市・都民税）額の試算】
　町田市ホームページには、源泉徴収
票の内容や所得の状況等を入力する
と、個人住民税（市・都民税）額の試算が
でき、それを印刷してそのまま提出書
類にできるサービスがあります。平成
３０年度分は２月上旬に公開予定です。

町田税務署から
○税理士による無料申告相談
　申告相談日程については【表２】をご
覧下さい。
※小規模納税者の所得税・消費税、年金
受給者及び給与所得者の所得税の申告
が対象です（土地、建物及び株式等の譲
渡所得がある場合を除く）。
※確定申告に必要な書類、計算器具、筆
記具、印鑑及びマイナンバーに係る本
人確認書類（マイナンバーカード、また
は番号確認書類及び身元確認書類）の
写しを持参して下さい。
※混雑した場合には、受け付けを早め
に締め切る場合があります。
※自身で作成した申告書等は、直接税
務署にお持ちいただくか、郵送等で提
出して下さい。
※車での来場はご遠慮下さい。
○申告書の提出
　ｅ－Ｔａｘでの送信、郵送、税務署の時
間外収受箱でも提出できます。
　なお、作成済みの所得税及び復興特
別所得税の確定申告書に限り、２月１日
㈭～３月１５日㈭に市庁舎１階のワンス

町田市職員採用試験情報� 問職員課☎７２４・２５１８

青年海外協力隊として派遣されました

税の申告受付がはじまります
問市・都民税について＝市民税課☎７２４・２１１４、２１１５／所得税、贈与税、消費税について＝町田税務署☎７２８・７２１１／
事業税について＝八王子都税事務所個人事業税係☎０４２・６４４・１１１１

トップロビー・イベントスタジオでも
受け付けます。
○贈与税の申告も忘れずに
　平成２９年中に個人から土地、建物、
現金、預貯金、株式、債券等の財産の贈
与を受け、その財産の価額の合計が
１１０万円を超える方や「相続時精算課
税」を選択した方は、贈与税の申告が必
要です。
　次のような場合も贈与税の課税対象
となる場合があります。①無償で不動
産や株式等の財産の名義を変更した場
合②共同で不動産を購入し、購入資金
の負担割合を超えた割合で持分の登記
を行った場合③不動産や株式などを取
得するために、父母などから資金を借
り入れた場合において、その返済が「出
世払い」などのように、実質的に贈与と
認められる場合
※確定申告・贈与税の申告書は、国税庁
ホームページ「確定申告書等作成コー
ナー」で作成し、印刷して郵送で提出す
るか、作成したデータをｅ－Ｔａｘを利用
して送信することができます。詳細は、
国税庁ホームページをご覧下さい。
○住宅取得等のための資金の贈与を受
けられた方ヘ
　平成２９年中に父母や祖父母など直
系尊属から、自己の居住の用に供する
住宅用家屋の取得等のための金銭の贈
与を受けた場合で一定の要件を満たす
ときは、７００万円（省エネ等住宅取得の
場合は１２００万円）までの贈与税の非
課税制度を適用することができます。
３月１５日までに贈与税の申告書と添付
書類を提出して下さい。
○マイナンバーの記載及び本人確認書
類の添付

　確定申告書等の提出の際には、マイ
ナンバー（１２桁）の記載及び本人確認
書類の提示または写しの添付が必要で
す。
　マイナンバーカードをお持ちの方
は、マイナンバーカードだけで、本人確
認（番号確認と身元確認）が可能です。
　マイナンバーカードをお持ちでない
方は、番号確認書類（通知カード、住民
票の写しまたは住民票記載事項証明書
などでマイナンバーの記載があるもの
等）と身元確認書類（運転免許証、公的
医療保険の被保険者証、パスポート等）
がそれぞれ１つずつ必要となります。
○申告と納税はお早めに！
　平成２９年分の確定申告書の提出及
び納付の期限は、所得税及び復興特別
所得税・贈与税は３月１５日㈭、個人事業
者の消費税及び地方消費税は４月２日
㈪です。
○財産債務調書の提出について
　所得税等の確定申告書を提出しなけ
ればならない方で、その年分の総所得
金額及び山林所得金額の合計額が
２０００万円を超え、かつ、その年の１２月
３１日において、その価額の合計額が
３億円以上の財産またはその価額の合
計額が１億円以上の国外転出特例対象
財産を有する方は、「財産債務調書」を
その年の翌年の３月１５日までに提出し
て下さい。
○国外財産調書の提出について
　居住者（「非永住者」の方を除く）の方
で、その年の１２月３１日において、その
価額の合計額が５０００万円を超える国
外財産を有する方は、「国外財産調書」
を、その年の翌年の３月１５日までに提
出して下さい。

「税についての作文」「税の標語」の表彰式が行われました
　市では、租税教育の推進のため、市
内の中学生を対象に「税についての
作文」と「税の標語」を募集し、表彰を
行っています。２０１７年１１月２８日に
表彰式が行われ、町田市長賞に、１作
品ずつ選ばれました。

○作文　「税という応援団」　五十嵐
匠さん（南大谷中学校３年）
○標語　「納税は　みんなの未来を　
守るため」　畑中凌雅さん（鶴川中学
校３年）
問納税課☎７２４・２１２１

【表１】市民税・都民税申告　受付日程
会　場 期間・期日 受付時間

イベントスタジオ（市庁舎１階） ２月１日㈭～３月１５日㈭
※土・日曜日、祝休日を除く 午前９時～午後４時

カフェスペース（市庁舎１階） ２月１８日㈰ 午前１０時～午後４時ワンストップロビー（市庁舎１階） ２月２５日㈰
忠生市民センターホール ２月８日㈭

午前９時３０分～午後
４時（午前１１時３０分
～午後１時は除く）

南市民センターホール ２月１５日㈭
小山市民センターホール ２月２２日㈭
鶴川市民センターホール ２月２７日㈫、２８日㈬
なるせ駅前市民センターホール ３月８日㈭
※堺市民センターは改修工事のため、今年度の出張受付は行いません／市庁舎以外の会場で
は午前中の受け付けが混雑した場合、午後の受け付けになることがあります／添付書類は申
告書類に貼らないでお持ち下さい／各会場には税務署職員がいないため、確定申告の相談は
できません／市庁舎以外の会場への車での来場はご遠慮下さい

【表２】税理士無料申告相談日程
開催日 会場 時間

１月２９日㈪、３０日㈫ 忠生市民センター
午前９時３０分～１１時３０分、
午後１時～３時３０分

１月３１日㈬～２月２日㈮ 鶴川市民センター
２月５日㈪、６日㈫ 小山市民センター
２月７日㈬～９日㈮ 南市民センター

　市内在住の佐藤維真さんが、（独）国際
協力機構（ＪＩＣＡ）の青年海外協力隊とし
て派遣が決まりました。その出発の報告
のため、２０１７年１２月１８日に市庁舎を訪
れ、意気込みを語られました。
　佐藤さんは２０２０年１月までの２年間、
環境教育のためニカラグア共和国へ派遣
が決まり、１月に出発されました。
　現地でのご活躍を期待しています。

道路の愛称が決定しました
問道路政策課☎７２４・１１２４

　１０月に募集した以下の２路線について、道路の愛称が決定しました。対象
路線には道路愛称の案内標識を設置する予定です。
道路愛称
募集路線

①町田７・５・３号
（木曽日向根線）

②町田３・４・３７号
（原町田鶴間線）

決定愛称 淡嶋通り
（あわしまどおり）

鶴間町谷通り
（つるままちやどおり）

路線図

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㎞

職　種 募集人員 日程等 採用日（予定）

身体障がい者対象
一般事務 若干名

●受付期間（郵送受付のみ）
１月１５日㈪～２５日㈭
●１次試験（書類選考合格者のみ）
２月１２日（振休）

２０１８年４月１日

※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」等は町田市ホームページからダウンロードできま
す。また、市役所・各市民センターでも配布しています。

Ｔｗｉｔｔｅｒでの情報発信もしています！
アカウント名：「町田市職員採用試験情報（町田市公式）」をフォローして下さい！
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催し・講座催し・講座
さがまちカレッジ

講 座 参 加 者 募 集
　詳細は、講座案内チラシ（生涯学習
センター、各市民センター、各市立図
書館等で配布）をご覧下さい（さがま
ちコンソーシアムホームページでダ
ウンロードも可）。

【「わたし」のストレス対処法～“ここ
ろ”と“からだ”の両面からストレス
対処を考える】

日２月１７日㈯午後１時３０分～３時
場北里大学（相模原市）
講北里大学健康管理センター講師・
石塚昌保氏
定８０人（申し込み順）
費７００円
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、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）。

【Ａｄｏｂｅ Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐを使ってオリ
ジナルの写真集をつくろう】
対１６歳以上でパソコンの基本操作

ができる方
日３月３日、１０日、１７日、いずれも土
曜日午後１時～４時、全３回
場女子美術大学（相模原市）
講女子美術大学非常勤講師・前原愛
美氏
定１５人（抽選）
費６５００円（教材費含む）
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、２月５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

多 摩 郷 土 誌 フ ェ ア
日１月２０日㈯午前１０時～午後５時、
１月２１日㈰午前１０時～午後３時
場立川市女性総合センターアイム１
階ギャラリー（立川市曙町２－３６－
２）
※駐車場はありません。
問生涯学習総務課☎７２４・２５５４

町田市民文学館

「本をめぐる美術、美術になった本」展
問同館☎７３９・３４２０

　「本」は、作家の紡ぎだした「ことば」を伝える媒体です。「ことば」を伝える
手段がデジタル化された今、和装か
ら洋装へと装

そう

幀
てい

が大きく変化した明
治３０年代以降の装幀美本に着目し、
作家と装幀家が「本」に託したメッセ
ージを読み解きます。
会期１月２０日㈯～３月１８日㈰
休館日毎週月曜日（ただし２月１２日
は開館）、第２木曜日
観覧時間午前１０時～午後５時
場同館２階展示室
※観覧料は無料です。

関連イベント  
【①講演会～装幀クロニクル－夏目
漱石からはじまる美本の世界】
　夏目漱石の美本をはじめ、大正～
昭和２０年代を通じて生み出された
本を、「装幀」という観点から見つめ
直します。
日２月１１日㈷午後２時～３時３０分
講美術史家・岩切信一郎氏
定７０人（申し込み順）

【②ワークショップ～文庫本の改装
体験】
日２月１７日㈯午後１時～４時３０分
内持参したお気に入りの文庫本（厚
さ２㎝以内）をオリジナルの表紙カ
バーに改装

講製本家・藤井敬子氏
定１５人（申し込み順）
費１０００円

【③ワークショップ～活版印刷とフ
ランス装体験】
対両日参加できる方
日３月３日㈯午前９時３０分～午後４時
の間の１時間３０分程度（振り分けら
れたグループによって時間が異な
る）、３月４日㈰午後１時～４時、全２回
内好きな言葉（ひらがな２０字以内）
を活版印刷で印刷した後、フランス
装で製本し、オリジナルのノートブ
ックを制作
講製本家・藤井敬子氏
定１６人（申し込み順）
費１０００円

◇
場同館
申①２月８日までにイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６コード１８０１１０Ａ）
へ②③１月１６日正午から電話で同館
へ。

町田市ホームページ・広報まちだ
　市民生活に関係の深い広告を募集
します。詳細はお問い合わせ下さい。
※掲載できる広告の制限等がありま
す。応募説明書類等をお送りします
ので、希望する方は広報課へご連絡
下さい。
○町田市ホームページ
対サイトを有する事業主
期間４月１日～２０１９年３月３１日（申
し込みは１か月単位）
募集枠数トップページ＝１２枠（縦
５０ピクセル×横１３０ピクセル）、セ
カンドページ＝５枠×６ページ、計
３０枠（縦４５ピクセル×横２００ピク
セル）、いずれも抽選
費各３万円（１枠１か月あたり）
○広報まちだ
対市内または近隣市に事業所を有す
る事業主
期間４月１日号～２０１９年３月１５日号
の各号（毎月１日・１５日発行）
募集枠数各号３枠（同じ号に最大２枠
まで申し込み可）、いずれも抽選
サイズ縦４２ｍｍ×横８０ｍｍ
掲載位置本紙１２面下を参照
費５万円（各号１枠あたり）

◇
募集期間２月１６日㈮まで
問広報課☎７２４・２１０１

高齢者のための暮らしのてびき
　「高齢者のための暮らしのてびき」
は、高齢者の方向けの制度・サービス
の概要及び各種相談窓口をまとめた
冊子で、発行部数は１万部です（２０１８
年４月発行）。今回、その掲載広告を募
集します。

対市内または近隣市の事業主の方
※業種や掲載できる広告に制限があ
ります。
費用・募集件数１枠（縦６５ｍｍ×横
９５ｍｍ）７５００円＝８件、２枠（縦６５ｍ
ｍ×横１９０ｍｍ）１万５０００円＝４件、
８枠（２７０ｍｍ×１９０ｍｍ）６万円＝１
件
※いずれも印刷は白黒です。
申申込書に、広告原稿（用紙に印刷し
たもの）を添えて、１月３１日まで（必
着）に直接または郵送で高齢者福祉
課（市庁舎１階）へ。
※詳細は募集要領をご覧下さい。募
集要領・申込書は高齢者福祉課で配
布しています（町田市ホームページ
でダウンロードも可）。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

国際版画美術館ホームページ
　市や美術・デザインに関係の深い
広告を募集します。
対「文化スポーツ振興部国際版画美
術館の有料広告の取り扱い基準」第
４に定める規制対象業種及び事業者
を除く個人・法人・団体
※掲載できる広告の制限等がありま
す。
広告掲載期間４月２日～１０月１日
募集枠数トップページ１０枠（横１８０
ピクセル×縦８０ピクセル）
※申し込みは１枠までです。
費３万円
募集期間１月１６日㈫～２月１６日㈮
※応募説明書類は同館ホームページ
でダウンロードできます。詳細はお
問い合わせ下さい。
問国際版画美術館☎７２６・２７７１

展覧会アンケートにお答えいただいた方
にオリジナルブックカバーをプレゼント

おいで下さい　特定の期日に行うイベント

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

【コーナー掲載の申込方法】
●必ず「掲載ルール」をご覧下さい。
●おいで下さい：毎月１５日号です。掲載された場合、次は３か月後以降
に申し込めます。申込期間＝掲載したい月の前月の１日～２０日
●仲間に：年２回掲載で、次回は５月１５日号です。次回申込期間＝２月
１５日～４月２０日
　申込用紙と掲載ルールは広報課（市庁舎４階）で配布しています（町
田市ホームページでダウンロードも可）。市HP 検索市民の広場
問広報課☎７２４・２１０１

いで下さい」のコーナーと、会員募集を掲載する「仲間に」があり、「おい
で下さい」は毎月１５日号、「仲間に」は年２回掲載しています。
※ 活動内容の確認やトラブルの解決は、当事者間でお願いします（市は関与

していません）。また、各開催施設へのお問い合わせはご遠慮下さい。
※ 市民サークルに関しての情報は まちだ施設案内予約システム 検索 の「団体・サ

ークル紹介」でもご案内しています。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
いきいき薬膳　薬膳でかぜ対策 １月１７日㊌午前１０時～正午 生涯学習センター ２２００円 清水玲子☎７２８・５６２８ 奇数月開催予定
歴史講座　「吾妻鏡」を抜き読み～源頼朝の時代～ １月２４日㊌午後７時３０分～９時 なるせ駅前市民センター ５００円 清水☎７９５・５７８８
壊れたおもちゃの修理～ドクターが「診断治療」 １月２４日㊌午前１０時～午後４時 町田市民フォーラム４階 無料 おもちゃ病院なるせだい☎７２７・０５４３ 部品電池代などは実費
中村昇さんによる、時代小説読み語りの会 １月２８日㊐午後２時 中央図書館６階ホール ５００円 池内正幸☎０７０・２８１６・６６７２ 藤沢周平の作品を語ります
和太鼓公演「町躍皷ファミリーコンサート２０１８」 ２月１２日振休開演午後３時 町田市民ホール ５００円 町躍皷事務局☎０７０・５５４３・０２８５ 会場へ直接お越し下さい
混声合唱団朱鷺（とき）　羽ばたけコンサート ２月１２日振休午後１時３０分開場 和光大学ポプリホール鶴川 １０００円 中村☎７３４・４２９３
上映会～ノッティングヒルの恋人～名台詞を追って ２月１３日㊋午後２時から 生涯学習センター６階 ５００円 吉岡☎７９７・６４８８　要電話 何度見てもおもしろい！
公開学習会「障がい児のいきる放課後」 ２月１８日午後２時～４時４５分 鶴川市民センターホール １０００円 かのんを支える会☎７３６・４２３９ 前売り割引あり
オペラ歌手と一緒に歌う歌声喫茶　シング・シング ２月２６日㊊午後２時から なるせ駅前市民センター １０００円 古賀恵美子☎７７０・３０７２　予約不要 どなたでもお気軽にどうぞ

２０１８年度　広告募集中！
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防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 ! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス  検索町田市メール配信サービス

おいで下さい
２ 月 の 日 曜 朝 市
　市内の認定農業者
が作った町田産新鮮
野菜を販売します。
日２月４日㈰午前７時
３０分～８時３０分（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
参加者募集
木 こ り 応 援 隊
　北部丘陵の里山環境を整備するた
め、樹林地の下草刈り、竹の伐採及び
伐採した樹木の枝落としをしていた
だける方を募集します。
　作業後は、小野路宿里山交流館で
昼食を食べながら地域農業者と交流
します（飲食代は自己負担）。
　交流会後、希望者を対象に里山保

●八王子年金事務所～国民年金保険
料の後納制度
　過去５年間のうち、納め忘れた国
民年金保険料を、申し込みにより納
めることができる制度です。受給に
必要な期間を満たす可能性があり、
将来の年金額を増やすこともできま
す。後納制度を利用して納付できる
期間は、９月３０日までです／同制度
の申込者で納付がお済みでない方
は、納付書に記載された使用期限ま
でに納付して下さい問ねんきんダイ
ヤル☎０５７０・０５・１１６５、０５０から
始まる電話の方＝☎０３・６７００・
１１６５、八王子年金事務所☎０４２・
６２６・３５１１
●東京都福祉保健局～気管支ぜん息
の⃝都医療券をお持ちの方へ　東京都
大気汚染医療費助成制度改正のお知
らせ
　４月１日から、東京都大気汚染医療
費助成制度の改正に伴い、一部自己
負担が生じます対有効な医療券をお
持ちの方で、生年月日が１９９７（平成
９）年４月１日以前の方
○４月１日から変更する内容
①４月１日以降の診療分から、認定さ
れた疾病に対する保険診療の窓口支
払額のうち、月額６０００円までが自
己負担となります②月額の自己負担
額は、各医療機関など（病院、診療所、
薬局）で「自己負担限度額管理票（東
京都大気汚染医療費助成用）」に記載
してもらい、管理します③同じ月に
支払った各医療機関など（病院、診療
所、薬局）の医療費を合算し、月額の
合計が６０００円に達したときは、そ
の月はそれ以上の自己負担はありま
せん／「自己負担限度額管理票（東京
都大気汚染医療費助成用）」は、４月１
日から使用する新しい医療券と一緒
に、対象の方に２月ごろまでにお送
りします／１８歳未満の方はこれま
でと同様、窓口での自己負担はあり
ません／医療機関、薬局等利用時は、
「⃝都医療券」と「自己負担限度額管理
票」を必ず窓口で提示して下さい。な

全活動に関する意見交換会（ワーク
ショップ）を開催します。
対２０歳以上の方
日・内２月１７日㈯、作業＝午前９時３０
分～午後１時ごろ、交流会＝午後１時
～２時ごろ、意見交換会＝午後２時～
４時ごろ
※「作業・交流会」または「意見交換
会」のいずれかでも参加できます。
集合場所作業・交流会＝町田市農業
研修農場駐車場（小野路町２８１）、意
見交換会＝小野路宿里山交流館
定作業・交流会＝２０人、意見交換会
＝３０人（申し込み順）
申１月１７日正午～２９日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１８０１１７Ｃ）へ。
問北部丘陵整備課☎７２４・２１６４
町田市民文学館～保育付き紙芝居上
演会
紙 芝 居・ 大 人 の 時 間
　大人のための紙芝居です。
※保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。

お、送付された医療券の内容に関す
ることは、町田市保健所保健予防課
（☎７２４・４２３９）へお問い合わせ下
さい問同局環境保健衛生課☎０３・
５３２０・４４９２（受付時間＝月～金曜
日の午前９時～午後５時）
●町田商工会議所～決算相談会
　必要書類（前年分の決算書・申告
書、本年分の集計表、マイナンバー関
係書類等）を持参し、直接会場へ対市
内の個人事業主日２月１９日～３月１５
日の午前９時３０分～午後４時（正午
～午後１時は昼休み、土・日曜日を除
く）場同会議所会館問同会議所☎
７２２・５９５７
●町田市シルバー人材センター～初
心者向けパソコン講習会
日２月６日～９日、午前９時～正午、２
月１３日～１６日、午後１時～４時場わ
くわくプラザ町田費１コース６５００
円申ハガキに講座名・受講日・住所・
氏名・電話番号を明記し、同センター
（〒１９４－００２２、森野１－１－１５、☎
７２３・２１４７）へ
●東京都水道局からのお知らせ
【①水道水質モニター募集】
　簡易水質測定キットで自宅の水道
水をセルフチェックして、測定結果
をアンケートで回答するモニターを
募集中対都営水道を家庭用で契約し
ている方申ハガキに住所・応募者名
・水道契約者名・電話番号・建物形態
（一戸建て／集合住宅）を明記し、
（株）大和田組水道水質モニター事務
局（〒１０５－００１１、港区芝公園１－２
－１６、第一槙ビル２階）へ（東京都水
道局ホームページで申し込みも可）
【②東京水道あんしん診断実施中】
　水道事業に対するご意見やご要望
を把握し、今後の事業に反映します。
実施の際は、事前に各家庭へお知ら
せします／訪問する診断員は制服・
ネームプレートを着用しています。
なお、浄水器等の器具の販売や金銭
を請求することは一切ありません対
市内の大規模使用者等を除く都営水
道使用者期間２０２０年３月末まで内
簡易漏水調査・水質検査、アンケー
ト、ＰＲ冊子の配布等

◇

日２月２日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室　
内「ぼたもちをくったほとけさま」
（作／やすいすえこ、画／ひらのてつ
お）、「花咲き山」（原作／斎藤隆介、脚
本／水谷章三、画／梅田俊作）　他

問①同局総務部企画調整課☎０３・
５３２０・６３１４②東京水道あんしん診
断相談室（多摩）☎０４２・５８０・１３３３
（受付時間＝月～金曜日の午前９時
～午後５時）
●東京税理士会～にせ税理士・にせ
税理士法人にご注意を
　税理士資格の無い者が税務相談、
税務書類の作成、税務代理をするこ
とは法律で禁じられているだけでな
く、専門的知識が欠けているため、依
頼者（納税者）が不測の損害を被るお
それもあります。税理士は、税理士証
票を携帯し、税理士バッジを着用し
ています問同税理士会☎０３・３３５６
・４４７６
●東京都生活文化局～東京都消費生
活調査員募集
　詳細は東京くらしＷＥＢホームペ
ージを参照対都内在住の４月１日現
在２０歳以上の方（地方公務員は除
く）任期委嘱の日～２０１９年３月３１
日内次のいずれかの調査と消費生活
に関する情報提供　Ａ＝食品表示法
等に基づく食品の表示状況について
の店舗調査、Ｂ＝景品表示法等に基
づく商品やサービスの表示・広告の
調査、Ｃ＝調査員が日常生活で購入
した生鮮食品等１５点の内容量の調
査（はかり提供）／Ａ、Ｂは店舗側の了
承を得て実施、実績による謝礼も有
り申書面（様式自由、１月１９日以降東
京くらしＷＥＢホームページでダウ
ンロードも可）に住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・年齢（４月１日現在）・
職業・Ａ～Ｃの希望する調査区分（１
つまたは希望順を付けて複数）・情報
の入手先・応募動機（３００～４００字程
度）を明記し、１月１９日～２月２０日
（消印有効）に東京都生活文化局消費
生活部企画調整課消費者情報担当
（〒１６３－８００１、新宿区西新宿２－８
－１、☎０３・５３８８・３０７６）へ（１月１９
日以降東京くらしＷＥＢホームペー
ジで申し込みも可）
●（公財）私立大学通信教育協会～大
学通信教育合同入学説明会
　各大学・大学院・短期大学別の相談
コーナーを設け、教職員に講義内容、
学習方法、受講手続き等の相談がで

（予定）
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」　
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は、１月１５日午前
９時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。

きます日①１月２７日②２月１０日③２
月２５日、午前１１時～午後４時場①③
新宿エルタワー３０階②横浜新都市
ビル（そごう）９階横浜新都市ホール
参加校法政・慶應義塾・中央・日本・玉
川大学等／その他大学・大学院・短期
大学も多数有り問同協会☎０３・
３８１８・３８７０
●（社福）七五三会～軽費老人ホーム
ケアハウス入居者募集
　２４時間ナースコール対応有り、食
事付きです。外出・外泊も自由にでき
ます／入居に関する相談・見学等の
詳細はお問い合わせを対６０歳以上
で自立した生活を送れる方問同会い
づみの里☎７２６・０７５３
●千代田区立神田一橋中学校～通信
教育課程生徒募集
対都内在住または在勤で、次のいず
れかに該当する方　①尋常小学校か
国民学校初等科を修了したが、高等
学校の入学資格がない②現行制度で
の義務教育が未修了で、学齢相当年
齢を超過した（①に準ずる）選考日２
月１１日午前１０時から申出願書類
（同中学校で配布）を２月５日まで（消
印有効）に直接または郵送で同中学
校へ問同中学校☎０３・３２６５・５９６１
●立川防災館からのお知らせ
【パネル展示】
日程１月２１日まで場同館２階展示ス
ペース内防災とボランティア週間、
東京消防庁災害時支援ボランティア
の制度・活動等、消防団の概要等
【大声チャンピオン大会】
日１月２１日午後２時～３時場同館２階
消火訓練室内「火事だ！」と周囲に知
らせる声の大きさを音量計で測定
（上位者には記念品をプレゼント）
【新米パパ・ママのための応急手当講
習会】
　事前予約制、詳細はお問い合わせ
を対１歳未満の乳児がいるパパ・マ
マ及びこれから新しくパパ・ママに
なる方日毎月第２土曜日、午前１１時
～正午内日常生活に潜む赤ちゃんの
事故防止策、赤ちゃんの病気やけが
に対する応急手当、心肺蘇生の指導

◇
問同館☎０４２・５２１・１１１９

催し・講座催し・講座

情報コーナー

地産地ＳＨＯＷコンサート

声楽で贈る午後のひと時
問文化振興課☎７２４・２１８４

　市内在住のソプラノ歌手・鈴木椎那さん
が所属する声楽アンサンブル「Ｒｉｔｏｒｎａｒｅ」
によるコンサートです。
日２月９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
曲目源田俊一郎「ふるさとの四季」、レハー
ル：オペレッタ「メリーウィドウ」から “唇
は黙っていても”、マスネ：オペラ「マノン」
から “私が街を歩くと”　他（予定）
定１１９席（先着順） 鈴木椎那
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　屋上花畑運営サポーター（学生
ボランティア）が優しく楽しく教
えます。
対市内在住、在勤、在学の方（小学
３年生以下は保護者同伴、見学の
みも可）
日２月１１日㈷、午前１０時～１１時、
午前１１時～正午
場市庁舎　
内屋上花畑の花や町田の自然の中
で採れる植物を使ってＵＶレジン
でストラップを作る
定各１５人（申し込み順）

費３００円
申１月１８日正午～２月５日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１８０１１８Ｂ）へ（申し込みは５人ま
で）。

新規ボランティア募集
　屋上花畑の草花の植え付けや野菜
の種まき、収穫などの維持管理をし
ていただくボランティアと、屋上花
畑のＰＲイベントの企画や実施をし
ていただく運営サポーターを募集し
ます。

対①屋上花畑ボランティア＝市
内在住、在勤、在学の方②屋上花
畑運営サポーター＝１５～２５歳
の学生（中学生を除く）
活動期間４月１日～２０１９年３月
末
定①４０人程度②１５人程度（抽
選）
申所定の応募用紙（庁舎活用課
〔市庁舎５階〕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、直接、郵送、ＦＡＸ

※駐車台数に限りがあります。
定４０人（申し込み順）
申１月１８日正午～２月７日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コー
ド１８０１１８Ａ）へ。

　予約制の相談は、電話で①～⑦市民相談室（☎724・2102）⑧八王子少年センター（☎
042・679・1082）⑨消費生活センター（☎722・0001）へ対①③～⑧市内在住の方⑨市
内在住、在勤、在学の方

名　称 日　程 予約方法／相談時間

①法律相談 月～金曜日
（29日～31日を除く）前週の金曜日から電話で予約

②交通事故相談 17日、24日、
31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） 19日、26日㈮ 電話予約制（随時）／午後1時30分～4時

④国税相談 16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 23日㈫
⑥登記相談 18日㈭
⑦行政手続相談 25日㈭

⑧少年相談 23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

⑨消費生活相談 月～土曜日
来所相談、電話相談ともに随時受付／午前9時
～正午、午後1時～4時
※土曜日は電話相談のみ

各種相談別冊タウンページ　町田市わたしの便利帳6～9ページを参照

暮らしに関する相談

市HP 暮らしに関する相談 検索

7月頃の屋上花畑の写真

またはＥメールで３月８日午後５時ま
で（必着）に庁舎活用課へ。
【ボランティア募集説明会を開催】
日２月１１日㈷午前１０時３０分～正午
場市庁舎

ソフトダーツ日程表
日　　　時 場　　　所 講　　　師

2月4日㈰ A 午前9時30分～11時30分 本町田小学校
プロダーツプレーヤー

山口裕輝氏
B 午後2時30分～4時30分 木曽山崎コミュニティセンター

2月18日㈰ A 午前9時30分～11時30分 本町田小学校
B 午後2時30分～4時30分 木曽山崎コミュニティセンター

2月24日㈯ 午後1時30分～4時 ひなた村 プロダーツプレーヤー
森田真結子氏

市庁舎４階屋上花畑の花を使って

ストラップを作ってみよう
問庁舎活用課☎724・2１65

2月、3月の母子健康案内　お気軽にご相談下さい　※プレママクッキングを除き、各日とも同一内容です。� ※詳細はまちだ子育てサイトでもご覧いただけます。

事業名 対　象 会　場 開催日 時　間 内　容／その他 問い合わせ

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

16～35週の妊
婦とその夫 健康福祉会館

Aコース
2月2日、3月2日㈮ 午後1時30分～

4時 妊娠中の過ごし方、歯の衛生等

保健予防課
地域保健係

☎725･5127

2月9日、3月9日㈮ 午後1時30分～
4時 分娩経過とリラックス法等

Bコース 2月17日、3月17日㈯ 午前10時～正午 もく浴実習、妊婦体験等

乳幼児・母性相談
※母子健康手帳をお持ちのうえ、直
接会場へおいで下さい。

2か月以上の未
就学児とその保
護者

健康福祉会館 2月13日(火）、26日㈪、3月12日㈪、
26日㈪

受け付け＝午前
9時45分～11時
30分、午後1時
30分～3時

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

鶴川保健センター 2月5日、3月5日㈪
子どもセンターばあん 2月9日、3月9日㈮
忠生保健センター 2月19日、3月19日㈪
小山市民センター 3月7日㈬

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

市 内 在 住 の 方
（里帰り中の方
の参加も可）

健康福祉会館 2月1日、8日、15日、22日、3月1日、
8日、15日、22日、29日㈭

午 前10時 ～ 正
午、午後1時～3
時

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

プレママクッキング（申し込み制）
申イベントダイヤル(☎724･5656
コード170315Ｐ）へ

16～35週の妊
婦 健康福祉会館 2月22日、3月15日㈭ 午前10時～午後

1時
調理実習、会食、妊娠中の食生
活の話
費500円（食材費）

保健予防課
保健栄養係

☎722・7996
離乳食講習会(初期・後期）、幼児食
講習会(いずれも申し込み制)
申イベントダイヤル(☎724･5656
コード 初 期= 1 7 0 3 1 5 Ｓ、 後 期
=170315Ｋ、幼児食=170418Y）へ

4～6か 月 児 の
保護者

健康福祉会館
初期

2月14日㈬、27日㈫、3月
13日㈫

午前10時5分～
11時45分

離乳食の話と試食
鶴川保健センター 3月20日㈫ 午後1時40分～

3時20分

8～10か月児の
保護者

健康福祉会館
後期

2月19日、3月5日㈪ 午前10時5分～
11時40分 離乳食後期の話と試食、歯の話

鶴川保健センター 3月20日㈫
1歳6か月～2歳
0か月児の親子 健康福祉会館 幼児食 2月8日、3月8日㈭ 午前9時55分～

11時45分 親子遊び、幼児食の話と試食

●町田市民文学館～２歳児あつまれ！
「冬」をあそぼ！
対2歳児とその保護者日1月25日㈭
午前10時30分～11時30分場同館2
階大会議室内絵本、紙芝居、わらべう
た遊び等問同館☎739・3420
●子どもセンターただＯＮ～開館４
周年記念イベント　ただＯＮパーテ
ィー４
　子ども委員会「Ｔ・Ｈ・Ｄ！！！」と地域
の方々を中心に楽しいイベントを行
います日1月28日㈰午前10時～午
後3時（通常開館は午後6時から）内
和太鼓や大道芸等のステージ発表、
遊びコーナー、簡単工作、模擬店（有
料）等／駐車場は使えません問ただ
ＯＮ☎794・6722
●大地沢青少年センター～親子ピザ
クッキング
　ドラム缶窯でピザを作ります／ド
ラム缶窯の個人利用が可能になる講
習会ではありません対市内在住、在
学の小・中学生とその保護者日2月4
日㈰午前10時～午後2時場同センタ
ー／ＪＲ横浜線相原駅西口～同セン
ター間の送迎バスを運行します定
30人（申し込み順）費1人500円申1
月15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。

●ひなた村
【科学クラブ～パラボラの不思議を
解き明かそう！】
対市内在住、在学の小・中学生日2月
18日㈰午前10時～正午内パラボラ
の模型作りと実験、解説等（小学校中
・高学年向けの内容）講工学博士・伊
藤泰郎氏定15人（申し込み順）費
300円

【たきび あそび よろこび】
対市内在住、在学の小学3～6年生日
2月25日㈰午前10時～午後3時30分
内たき火で野焼き土鈴作り、森で外
遊び定20人（申し込み順）費300円

◇
申1月15日午前10時から電話でひ
なた村（☎722・5736）へ
●親子・３世代チームで大会出場！は
じめてのソフトダーツ体験講座
　初心者対象のソフトダーツ講座で
す。1、2回目は2つの会場に分かれて
ダーツの基礎やカウントアップを学
び、3回目に合同ダーツ大会を行い
ます対小学生とその保護者（祖父母
との3世代チームも可）定1チーム2
～4人、A・B各8組（申し込み順）申1
月15日午前9時から電話で生涯学習
センター（☎728・0071）へ
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●市立総合体育館～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２月２１日～３月
１４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１枚）に必要事項
を明記し、１月３０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
●市立室内プール
【幼児体力アップ運動スク
ール３期】
対３～６歳の未就学児日２月２日～３
月１６日の金曜日（２月２３日を除く）、
午後３時３０分～４時３０分、全６回定
２０人（抽選）費４８００円申往復ハガキ
に必要事項を明記し、１月２５日まで
（必着）に同プールへ
【日本赤十字社～水上安全法救助員
Ⅰ養成講習】
対満１５歳以上の方で、次のすべての
泳力がある方　①クロール・平泳ぎ
ともに１００ｍ以上（いずれかは５００
ｍ以上）②横泳ぎ２５ｍ以上③立ち泳
ぎ３分以上④潜行１５ｍ以上⑤飛び込
み１ｍ以上の高さ日２月２１日～２５
日、午前１０時～午後５時３０分内泳ぎ
の基本と自己保全、事故防止、溺者の
救助、応急手当てなどの知識と技術
を習得定４０人（市内在住、在勤、在学
の方を優先のうえ、抽選）費５２００円
申往復ハガキに必要事項を明記し、
１月３１日まで（必着）に同プールへ

◇

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。

問同プール☎７９２・７７６１
●サン町田旭体育館～脳ト
レ・軽体操いきいき講習会
対市内在住、在勤、在学の
４０歳以上の方日①２月１３日～３月
１３日の火曜日、午後２時～３時②２月
１４日～３月１４日の水曜日、午前１０
時３０分～１１時３０分、各全５回定各
２０人（抽選）費１７００円申往復ハガキ
に必要事項を明記し、１月３０日まで
（消印有効）に同館へ問同館☎７２０・
０６１１
●野津田公園～冬こそ代謝
ＵＰで体づくり　アクティ
ブヨガ教室
対２０歳以上の方日２月１３日～３月
２７日の火曜日（３月６日を除く）、午前
１０時１５分～１１時４５分、全６回定１２
人（申し込み順）費３０００円申電話で
同公園管理事務所（☎７３６・３１３１、
受付時間＝午前９時～午後５時）へ
●町田市フォトサロン～うめ写真展
　各地で撮影された梅の写真を公募
した写真展です日２月７日㈬～１８日
㈰場同サロン１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
「冬の野鳥観察」
日１月２１日㈰午前９時３０分～１１時
（雨天中止）場かしの木山自然公園／
駐車場はありません内冬の野鳥を双
眼鏡やフィールドスコープを使って
観察定１５人（申し込み順）申１月１６
日午前９時から電話で忠生公園自然
観察センター（忠生がにやら自然館

〔☎７９２・１３２６〕）へ問かしの木山自
然公園☎７２４・１６６０
●忠生公園～定例自然観察会「冬の
野鳥観察」
日２月４日㈰午前８時～１０時（雨天中
止）場忠生公園自然観察センター（忠
生がにやら自然館）内冬の野鳥を双
眼鏡やフィールドスコープを使って観
察定１５人（申し込み順）申１月２９日
午前９時から電話で忠生がにやら自
然館（☎７９２・１３２６）へ
●小野路宿里山交流館
【小野路 冬の里山～野鳥観察会】
　森林インストラクター・池田倫子
氏のガイドのもと、冬の里山で野鳥
を観察します／双眼鏡の貸し出しも
有り日２月９日㈮午前９時３０分～午
後１時（小雨実施、荒天時は同館で講
座）場小野路宿里山交流館周辺定１５
人（申し込み順）費１５００円（保険料、
資料代、昼食代）申１月２３日正午から
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６コ
ード１８０１２３Ａ）へ
【うどん作り教室】
　小野路の郷土料理である「小野路
うどん」を作ります日２月１４日㈬午
前１０時３０分～正午定８人（申し込み
順）費１０００円（材料代）申１月３１日
正午からイベントダイヤル（☎７２４
・５６５６コード１８０１３１Ａ）へ
【しいたけ植菌体験】
　原木にドリルで穴をあけて、しい
たけの植菌をします日２月２４日㈯、
２５日㈰、午前１０時～午後３時（作業
時間は１時間程度）定各１０組（申し込

み順、原則２人１組）／申込時に希望
時間を伝えて下さい（１時間ごと、各
最大３組まで）費１組２０００円（材料
代）申２月９日正午からイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６コード１８０２０９
Ａ）へ

◇
問同館☎８６０・４８３５
●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）
もあるので、初心者でも安心です／
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３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日目昼食ま
で、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〕）申１月１５
日午前９時から電話で自然休暇村
（錆０１２０・５５・２８３８）へ（スキー・ス
ノーボードのレンタル希望者は併せ
て申し込みを）／２月２１日以降の取
り消しはキャンセル料が必要です

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
１５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
１６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
１７日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
１８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
１９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
２０日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

２１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 平野クリニック ☎７３２・１３２１ 西成瀬３-１８-１
内科 学園ハートクリニック ☎７２５・８４６８ 玉川学園１-２１-１５
内科、
小児科 小出クリニック ☎７２１・２９１８ 木曽東１-１５-４０

午前９時～翌朝９時
内科系 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

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

２２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
２３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
２４日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
２５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
２６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
２７日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

２８日㈰

午前９時～午後５時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎７１０・０９２７ 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 中島医院 ☎７２２・２４０９ 原町田２-１５-２
内科、
小児科 藤の台診療所 ☎７２２・２８３２ 本町田３４８６　藤の台団地１-５５
内科 ただお整形外科・内科 ☎７９３・０２０１ 忠生２-２８-５

午前９時～翌朝９時
内科系 あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

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

２９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
３０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
３１日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時～
午後5時）、21日＝はぎの耳鼻咽喉科（☎
728・8737、玉川学園7-1-6）
●休日眼科急患診療（午前10時30分～
午後5時）、21日＝氏川眼科医院（☎720
・0530、原町田6-1-11）
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広　　告

　鶴川第二中学校合唱部が、１０月９
日にＮＨＫホール（渋谷区）で開催さ
れた「第８４回ＮＨＫ全国学校音楽コ
ンクール全国コンクール」中学校の
部で、内閣総理大臣賞・金賞を受賞し
ました。
　また、１０月２９日にフェスティバ
ルホール（大阪市）で開催された「第
７０回全日本合唱コンクール全国大

会」中学校部門混声合唱の部で、文部
科学大臣賞・金賞を受賞し、両大会で
日本一の栄誉に輝きました。
　全国大会２冠の達成は、史上２校目
となる快挙です。その報告のため、
１２月１８日に同合唱部が市庁舎を訪
れました。
　部長の髙橋美南さんは、「６０人近
くいるメンバーは、全国大会への思

いがそれぞれ違う。それをまとめる
のが一番大変だった」、副部長の西山
万里さんは、「みんなで話し合う時間
を多く持ち、どう歌いたいか、気持ち
を一つにまとめた。それでみんなが
気持ちよく歌えたことが、結果につ
ながったと思う」、男子パートリーダ
ーの馬場開仁さんは、「１年生の時
に、先輩が全国１位になったのを見

て合唱部に入ったが、自分も憧れて
いたレベルにまで達することができ
たということが信じられなかった」
と今回の快挙を振り返りました。

上野孝典市議会議員
逝去

　町田市議会議員上野孝典
（うえのたかのり）氏は、
２０１７年１２月２２日午後０時
５２分、病気のため亡くなら
れました。５７歳でした。
　告別式は１２月２９日午前
１０時から、南多摩斎場にお
いて準市議会葬で行われま
した。
　上野氏は２００２年、市議
会議員に初当選、市議会議
長、健康福祉常任委員会委
員長等の要職を歴任し、活
躍されました。
問議会事務局☎７２４・２１７１

イベントメニュー
【地域リサイクル広場】
　以下の対象品目を資源として無料で回
収します。
○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、小型家電等
【「みえるくん」展示とごみの投げ入れ体
験コーナー】
　スケルトン収集車「みえるくん」に乗っ
て記念撮影ができます。
【燃料電池自動車「ＭＩＲＡＩ」の展示】
　水素カー「ＭＩＲＡＩ」に乗って記念撮影が
できます。

同時開催します！
○フードバンク多摩、（社福）町
田市社会福祉協議会　
　各家庭で余った食材を持ち寄
るフードドライブの受け付けを
実施します。各家庭に眠る食材
をお持ち下さい。集まった食品
は、市内の子ども食堂などで活
用します。
○マルイ町田店　
　「循環型ファッション」の取り
組みのブース出展です。お客様
からお預かり（下取り）した衣料
品を販売するリユースマーケッ
トや抽選会を開催します。

鶴川第二中学校合唱部が全国大会２冠の快挙
「第８４回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール」内閣総理大臣賞・金賞
「第７０回全日本合唱コンクール」文部科学大臣賞・金賞
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市立博物館

「美を使うよろこび−Craft :KOGEI in Daily Life−」展
　「使っていただいてこそ、物の価値
が生まれる」をモットーに活動する
多摩地域の作家たちが結成した多摩
クラフト協会とともに、「美を使うよ
ろこび」をお伝えします。
　装う・食べる・住む・遊ぶなどのテ
ーマを設け、各分野の作家たちの作
品を鑑賞するだけでなく、使ってみ
る・作り手の話を聞く・作ってみる・
実演を見る・遊んでみるなど、体験し
ていただく展覧会です。

関 連 催 事
　催しの参加には、別途入館料が必
要です。
【①講演会～美を使うよろこび】
○日時　２月３日㈯午後２時～３時３０
分
○講師　陶芸アトリエ主宰・安諸一
朗氏
○定員　６０人（先着順）
【②体験講座～本格派万華鏡を作る】
○対象　小学５年生以上の方（小学
生は保護者同伴、保護者は見学のみ

も可）
○日時　２月
４日㈰午後２
時～４時
○講師　ガラ
ス作家・松本
建夫氏、松本
美子氏
○定員　１０
人（申し込み順）
○費用　６０００円
【③親子木工教室～多摩の木でバタ
ーナイフを作る】
○対象　小・中学生とその保護者
○日時　２月１２日（振休）午後２時～
３時３０分
○講師　木工作家・伊藤洋平氏
○定員　１０人（申し込み順）
○費用　１５００円
【④体験講座～銀と天然石でペンダ
ントを作る】
○対象　高校生以上の方
○日時　２月１７日㈯午後２時～４時
○講師　ジュエリー作家・田口益世

氏
○定員　１０人（申し込み順）
○費用　５０００円
【⑤座談会～多摩でクラフトを作る
ということ】
○日時　２月１８日㈰午後２時～３時
○講師　安東桂氏（金属造形）、斉藤
登美枝氏（染織）、上條宗長氏（漆工
芸）、玉利一博氏（ジュエリー）、山元
博基氏（家具デザイン）
○定員　６０人（先着順）
【⑥体験講座～木のピアス、イヤリン
グを作る】
○対象　高
校生以上の
方
○日時　２
月２４日㈯
午後２時～
４時
○講師　複合素材作家・松田光二氏
○定員　１０人（申し込み順）
○費用　１５００円
【⑦講演会～クラフトデザインって

？】
○日時　２月２５日㈰午後２時～３時
３０分
○講師　東京学芸大学名誉教授・木
全本氏
○定員　６０人（先着順）

◇
○会場　同館２階講堂（エレベータ
ー無し）
申①⑤⑦直接会場へ②③④⑥１月１６
日正午からイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６コード②１８０１１６C③
１８０１１６D④１８０１１６Ｅ⑥１８０１１６
F）へ。
※①⑦は、講演会終了後に多摩クラ
フト協会員・西野和宏氏製作の二胡
（中国古典弦楽器）による解説付き演
奏を２０分ほど行う予定です。

万華鏡完成イメージ

木のピアス完成イメージ

さんあーる広場㏌町田シバヒロを開催します
○日時　２月３日㈯午前１０時～午後２時３０分 問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０○会場　町田シバヒロ

【剪定枝たい肥の販売コーナー】
　市内で回収した剪定枝をたい肥化した「剪
定枝たい肥（土壌改良材）」を販売します。
【町田市ごみ分別アプリダウンロードキャ
ンペーン】
　配信が開始された「町田市ごみ分別アプ
リ」をダウンロードした方に景品を進呈し
ます。また、ダウンロード方法等をご案内し
ます（３面に関連記事有り）。
【子ども用リユース品の配布】
　子ども用リユース品回収会で回収した衣
類などを無料配布します（先着順、無くなり
次第終了）。
※詳細は、町田市ホームページをご覧下さ
い。

問教育総務課☎７２４・２１７２

○会　　期　２月３日㈯～２５日㈰
○休　館　日　月曜日（２月１２日は開館し、１３日は休館）
○開館時間　午前９時～午後４時３０分
○入　館　料　一般３００円（障がい者１５０円、中学生以下無料）

問同館☎７２６・１５３１

　展覧会開催期間中、同館１階展
示室内で随時行います。

「ギャラリー・トーク」「ろくろ
・はたおり実演」もあります
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