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人口と世帯（外国人含む） 2018年1月1日現在人口 ： 428,742人（ 男：210,268人・女：218,474人）（前月より118人減） ／ 世帯 ： 194,121世帯（前月より47世帯増）

2018年
市制施行60周年

2019年
ラグビー

ワールドカップ2019

2020年
東京2020オリンピック・

パラリンピック

その先の
未来へ町田市６０歳!!

1963年（昭和38年） 1964年（昭和39年）
東京オリンピックのころのまちだをみてみよう

小田急線第1踏切付近
今と変わらず、多くの人が
行き交っていました。

市役所（現在の健康福祉会館付近）
町田町役場の建物を市役所庁舎
として12年間使用していました。

市制施行5周年の鼓笛隊パレードの様子です
（現在の民間交番「セーフティボックスサルビア」
前）。町田市歌・音頭もこの時にお披露目しました。

10月8日、小雨の中、相原町（4区間7㎞）を駆け抜けました。

金井町から藤の
台団地付近

このころから毎年の
転入者が1万人規模
となり、大型団地の
造成が始まりました。

原町田駅（現在のJR横浜線町田駅）前から 
武相駅伝スタート

当時から市民にとって恒例の駅伝大会でした。
原町田商店街中央通り

当時から多くの人でにぎわっていました。

オルゴールをつけ
た厨

ちゅう

介収集車
五木の子守歌が鳴
ると、台所のごみの
入ったバケツを持つ
人が集まりました。 東京都の市では5番目に10万人を達成

しました。

東京オリンピックの聖火が市内を通過!!

町田市５歳!!

人口１０万人達成!!

　1958（昭和33）年2月1日、町田町・鶴川村・忠生村・堺村の1町3村の合併により、町田市は東京都の市で9番目に産声をあげました。
当時の人口は約6万人でしたが、1964（昭和39）年、東京オリンピックの年に10万人を突破、今では43万人に近づきました。
　今号では、市制施行60周年を記念して、前回の東京オリンピックのころのまちだを写真で振り返り、2面では、市民が主役になって地域
を盛り上げる活動を紹介します。当時に思いを馳

は

せながら、まちだの未来を考えてみませんか。

2月1日、町田市は� 歳。



2 2018．2．1 広報まちだは1日・15日の月2回発行です

皆さんも参加しませんか 　各地区協議会の取り組みの様子や発行している広報紙等を町田市ホームページで紹介しています。気軽に参加できる交流
事業等も行っていますので、ぜひご覧下さい。 市HP 地区協議会の取り組み  検索

・地域全体で子どもたちの見守り
をしてもらえるから安心だ。

・講座で「見守り活動」を学びまし
た。小さなことから始めます！

・避難訓練に参加して、いざとい
う時にどうすればいいのか分か
った！

・イベントに参加したおかげで、
地域に知り合いが増えた。

・いろいろな世代から、アイデア
が聞けたよ！

・パトロールをすると、地域が明
るい雰囲気になるね。

こんな課題がありました
・交通量の多い道路は、
子どもたちが心配。

・「高齢者の見守り」っ
て、実際に何をすれば
いいの？

・災害の時、どうすれば
いいんだろう。

・地域に住む人と交流
したい！

・若い世代の意見を聞
きたいなぁ。

・人通りが少ない場所
は、怖いなぁ。

こんな効果がありました

通学路一斉見守り

忠生子ども芸能まつり

大好き鶴川ワークショップ

こんな課題を解決しているよ！
こんな取り組みをしました（一例）

小山・小山ヶ丘
オープンガーデ
ンパンフレット

　1月21日、町田市民フォーラム
にて「地区協議会自慢大会 2017
年度活動報告～地域の『いま』がで
きるまで」が行われました。すべて
の地区協議会が一堂に会し、特色
ある活動を発表し合いました。

教えて！おうえんマン
地域による地域のための活動～「地区協議会」の3つのギモン

どうしてつくられる
ことになったの？

地区協議会ができて何が変わったの？

一人ひとりが主役の時代へ

町田市市民活動
応援キャラクター
おうえんマン

困ったな

人手が
足りない もっとうまく

できないかな

団体A

団体B 団体C

市民の皆さんが主役となって地域や町田をPR

「まちだ〇
まる

ごと大作戦18-20」 提案
受付中！

まるごと大作戦 検索

　市制施行60周年からラグ
ビーワールドカップ2019、
東京2020オリンピック・パ
ラリンピックへと続く3年間
で、市民活動・地域活動を盛り
上げて町田の魅力や活力を高
める取り組み「まちだ〇ごと
大作戦18-20」では、自らやっ
てみたいと考える提案を「大作戦チャレンジ事業」として募集していま
す。応募リーフレットは、市庁舎、各市民センター等で配布しています（同
大作戦実行委員会ホームページでダウンロードもできます）。

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

・どんな提案ができるの？
　新しい人との出会いやつながりから生
まれる、多くの人が楽しくワクワクする
ような内容で、新しい取り組み、または既
存の取り組みのレベルアップを図る提案
を募集しています。
・提案は誰でもできるの？
　自らの提案の実現に意欲的に取り組む
という団体、グループなら、市民ではなく
ても応募できます。個人からのアイデア
も受け付けており、多くの賛同が得られ
仲間がつくれれば、実現を目指せます。

・まちだ〇ごと大作戦実行委員
会ホームページができました！

　近頃、近所と付き合いをもたない人が増えているなど、住民同士のつながりの希薄化が課題となっています。こうした中で、市民の皆さんが主役となって、
地域活動を盛り上げている「地区協議会」があることを知っていますか。
問市民協働推進課☎724・4362

　市内各地区ではさまざまな
団体が特色のある活動をして
いるけど、高齢化によって活
動が減ったり、各団体で同じ
活動をバラバラで行っている
ことが悩みだったんだ。

一緒に
手分けしよう

こんなことも
できるんじゃない

地区協議会の手助け
をしています！
ご相談下さい

それなら
得意です

地域おうえん
コーディネーター
（市職員）

団体A 団体B 団体C

ギモン1 　町内会・自治会は、「区域に住む人たち」で構成されていて、地区協議会
は、「地区で活動する団体」で構成されている点が異なるよ。地区協議会の
地区は、町田市町内会・自治会連合会の地区分けを基盤とし、現在10地区
中9地区（南、原町田、町田第二、玉川学園・南大谷、木曽、忠生、鶴川、小山・
小山ヶ丘、相原）で設立されているよ。
　地区協議会は、「地域のことは地域で解決する」が大きな目標となって
いるんだ。町内会・自治会連合会の地区連合会、民生委員児童委員協議会、
青少年健全育成地区委員会をはじめ、学校や消防団、商店会、NPO法人、
社会福祉法人などその地区の団体が参加しているんだ。

町内会・自治会との違いを教えて？ギモン2

ギモン3

　これまでは、地区の中でさまざまな団体
が活動していても、お互い活動内容につい
て情報を共有するのが難しかったんだ。 自慢大会を開催しました

各地区協議会の活
動を冊子にして配
布しました（町田市
ホームページでダ
ウンロードも可）。

　地区協議会が設立されたことで、情報が共有でき、
お互いの強みを生かして連携・協力がよりしやすくな
ったんだ。また地域おうえんコーディネーターが、行政
と地区協議会のパイプ役を担っているよ。
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募　集募　集
認 可 保 育 園 等 職 員
　詳細は保育室へお問い合わせ下さ
い。
対有資格者
○ひだまり保育室（☎７３７・４６３０）
＝子育て支援員（非常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８

お知らせお知らせ
２月１日から受け付けます
「ちょこっと共済」に加入を！
　交通災害共済「ちょこっと共済」
は、交通事故に遭った時、見舞金を受
けられる助け合いの制度です。
　２０１８年度の加入申込を受け付け
ます。
○会費は選べる２コース制　
対町田市に住民登録のある方
費Ａコース＝年額１０００円、（見舞金
４万円～３００万円）、Ｂコース＝年額
５００円（見舞金２万円～１５０万円）
※死亡事故に遭った会員に、生計を
同じくしている遺児がある場合、中
学終了年限に達するまで遺児１人に

対し年額１２万円の交通遺児年金が
支給されます。
※２０１８年度加入分から支給額が一
部変更になっています。
申込場所市民生活安全課（市庁舎３
階）、各市民センター、農協、市内の金
融機関（ただし、ゆうちょ銀行〔郵便
局〕・三菱ＵＦＪ信託銀行・山梨中央銀
行・新生銀行を除く）
申各申込場所で配布の加入申込書に
記入し、会費を添えて直接申込場所
へ。
共済期間４月１日～２０１９年３月３１日
（４月１日以降に申し込みの場合は、
申込日の翌日から）
※自治会やサークルごとに連名で申
し込みができる「団体加入」制度もあ
ります。詳細はお問い合わせいただ
くか、東京都市町村民交通災害共済
ホームページをご覧下さい。
問市民生活安全課☎７２４・４００３
地域の学習活動にご活用下さい

生涯学習ボランティアバンク
　生涯学習ボランティアバンクは、
自身の知識や経験、特技などを地域
社会に役立てたいと考えている市民
の方や団体と、学習活動のサポート
を必要としている市民団体との橋渡
しを行う制度です。

　今後は市内各地域で一日体験講座
を実施するなど、講師人材の派遣等
を通じて地域の学習活動を支援する
予定です。同バンクの利用方法やボ
ランティアの登録情報等の詳細は町
田市ホームページをご覧下さい。
※市民団体が行う講座・講演会に対
して講師謝礼を支援する「社会教育
関係事業講師派遣制度」は２０１７年
度で終了となります。
問生涯学習センター☎７２８・００７１
２０１８年度

休日保育の実施園が増えます
　４月から、市内２か所目の休日保育
実施園（給食有り）として、新たに「た
けとんぼ保育園」が追加されます。
　休日保育事業は、日曜日や祝休日
に保護者の就労等の理由でお子さん
の保育が必要である場合に利用でき
る制度です。詳細は、町田市ホームペ
ージまたは在園のしおりをご確認下
さい。
対クラス年齢０～５歳（０歳は利用申
請時点で月齢２０週以上）の保育認定
児のうち、保育所・認定こども園等に
入所している児童
※入所していない方の一時的な利用
はできません。
日日曜日及び祝休日（年末年始を除

く）の午前７時～午後６時
場たけとんぼ保育園（森野）
定１０人（選考）
申利用希望日の前月１日までに、在
籍している園へ利用登録及び利用申
請書を提出。
※４月に新規入園予定の方は、保育・
幼稚園課へお問い合わせ下さい。
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３７
ご覧いただけます

町田市公共下水道事業 
計画変更（案）関係図書
　主な変更内容は、雨水の施設計画
の見直しと成瀬クリーンセンターで
の処理方法の一部変更です。
　縦覧期間中、住民及び利害関係人
は意見書を提出することができま
す。
縦覧期間２月１５日㈭までの午前８時
３０分～午後５時（土・日曜日、祝休日
を除く）
場下水道総務課（市庁舎８階）、水再
生センター（成瀬・鶴見川クリーンセ
ンター）
意見書の提出２月１５日まで（必着）に
直接または郵送で下水道総務課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問下水道総務課☎７２４・４２９０

「障害者の生涯学習支援活動」に係る 
文部科学大臣表彰を受賞しました

問�スポーツ振興課☎７２４・４０３６、町田市障がい児スポーツ教室について
＝障がい福祉課☎７２４・２１４７返０５０・３１０１・１６５３

傍聴できます

第４回スポーツ施設整備構想懇談会
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

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

上小山田地区資源ご
み処理施設連絡会

２月９日㈮午後
６時３０分から

忠生市民センタ
ーホール

５人程度
（先着順）

直接会場へ問循環型施
設整備課☎７２４・４３８４

町田市景観審議会
２月１４日㈬午
後１時３０分～
３時３０分

市庁舎２階会議
室２－３

５人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づ
くり課（☎７２４・４２６７）
へ

町田市自殺対策推進
協議会

２月１５日㈭午
前１０時～１１
時３０分

市庁舎２階会議
室２－１

５人
（先着順）

直接会場へ問健康推進
課☎７２４・４２３６

町田市都市計画審議
会

２月１６日㈮午
前１０時から

市庁舎３階第１
委員会室（予定）

１０人
（申し込み順）

事前に電話で都市政策
課（☎７２４・４２４７）へ

熱回収施設等の周辺
施設整備のあり方検
討委員会

２月１６日㈮午
後６時～８時

市庁舎１０階会
議室１０－３

１０人
（申し込み順）

２月１５日午後５時までに
環境政策課（☎７２４・
４３８６）へ

町田市高齢社会総合
計画審議会

２月１６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

相原地区資源ごみ処
理施設連絡会

２月１７日㈯午
後６時から

相原中央公園管
理棟内多目的室

５人程度
（先着順）

直接会場へ問循環型施
設整備課☎７２４・４３８４

町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

２月１９日㈪午
前１０時～正午

市庁舎２階会議
室２－１

３人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報
課（☎７２４・８４０７）へ

　市川健一氏（元・町田の丘学園校長）が、障がい者の
生涯学習支援活動の普及及び発展のために尽力し、
顕著な成果を上げたとして、２０１７年１２月７日に平
成２９年度「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部
科学大臣表彰を受賞しました。
　市川氏は、１９７６年に障害児体操教室（現在の町田
市障がい児スポーツ教室）の創設に携わり、現在も行
政と連携して、地域の理解と協力を得ながら、指導
員、ボランティア、親の会の協力のもと、教室を実施しています。
　１月１０日には受賞報告のため、市庁舎を訪れ、「“生涯”学習支援活動と
いうことで、これからも多くの方にご協力いただきながら頑張っていき
たい」と受賞の喜びを話されました。
※町田市障がい児スポーツ教室は、市内在住で障がいのある１８歳以下の
方等を対象に開催している教室です。

これからの公共施設に求められるものとは何か考えてみましょう
　市では、公共施設の再編を通して公共施設が抱える課題を解決していく
と同時に、公共施設・公共空間の「より良いかたち」の実現を目指しています。
　このことを踏まえ、２０１７年６月～７月に、これからの公共施設のあり方
に関する市民アンケート（※）を実施しました。今回は、その結果の１つを
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。

問企画政策課☎７２４・２１０３未来の場
かたち

⑤みんなでつくる

　市では、「観る」スポーツのあり方や、
さまざまなスポーツ施設の将来像につ
いて、広く意見を聞き、「町田市スポー
ツ施設整備構想」としてまとめるため
に懇談会を開催しています。
　この懇談会は、大学教授、スポーツ関
係者、地域団体関係者、経済・観光関係
者などにより構成され、活発な意見交
換が行われています。
　今回は、これまでの議論を踏まえ、施
設整備に関する意見を提言としてまと
めます。なお、この提言は、２０１８年度
に策定する「（仮称）町田市スポーツ推
進計画１９－２８」の参考とします。
日２月２２日㈭午後６時３０分～８時
場市庁舎
定２０人（申し込み順）
申２月１６日までに電話でスポーツ振興
課へ（受付時間＝午前９時～午後５時、
土・日曜日、祝休日を除く）。

【これまでの議論での主な意見】
○体育館　
・「観る」スポーツ施設としては
設備面で物足りない
・他自治体と比較して施設数が
不足している
○プール　
・市民の利用ニーズが高く、今
後も市民利用施設として位置付
けるのがよい
○陸上競技場　
・現状ではにぎわいの場として
の機能が不十分である
・施設を身近に感じ、市民が集
まるシンボル的な施設になるこ
とも重要である
○野球場　
・スポーツを通じて交流できる
市民利用施設として位置付ける
のがよい

　この結果から、限られた目的で一部の人が利用するのではなく、みんな
がいろいろな目的で気軽に使える空間を求める傾向がみられます。
　公共施設・公共空間を、これまで以上にみんなが使いやすく、気軽に立
ち寄れる場にしていきましょう。

公共施設の未来を一緒に考えていきましょう。
ご意見は企画政策課（遍ｍｃｉｔｙ３２７０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）で受け付けています。

回答結果（上位） 回答割合
１ 気軽に立ち寄れる ４５.２％
２ 多様性・柔軟性がある ３８.３％
３ 多目的利用ができる ３７.４％
４ 身近である ３６.１％
５ 多世代が集える ３２.５％

○設問　公共施設の「より良いかたち」
を作っていくにあたって、あなたが特
に重要だと思う要素は何ですか？
(選択式・複数回答可）
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ンロードも可）
提出方法書面にご意見・住所・氏名
（ふりがな）・電話番号を明記し、２月
５日～１９日午後５時（必着）に直接、
郵送またはＦＡＸで交通事業推進課
（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２、☎
７２４・４２６０返０５０・３１６１・６３２２）へ。

【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。
車ごと出店できる！

まちエコ・フリーマーケット 
出 店 者 募 集
　家庭で不要になったものをリユー
ス（繰り返し使う）するフリーマーケ
ットの出店者を募集します。
日２月２５日㈰午前９時～午後２時
場町田リサイクル文化センター隣接地
費２０００円
申２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
ＡＳＶペスカドーラ町田が

Ｆ リ ー グ 準 優 勝！
　ＡＳＶペスカドーラ町田は今シー
ズン、リーグ２位でプレーオフに進
出しました。決勝では惜しくも敗れ
てしまいましたが、２０１７－２０１８シ
ーズンを準優勝という結果で終える
ことができました。
　３月に開催される全日本フットサ
ル選手権大会では優勝を目指して頑
張りますので、ＡＳＶペスカドーラ町
田の応援をよろしくお願いします。

問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
大地沢青少年センター～８月分の

利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申２月３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。
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
８月分の

利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申２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）。
※７月２８日～８月１９日の夏期期間は
抽選です。詳細は、今後の本紙等でお
知らせします。

手 話 通 訳 者 登 録 試 験
　聴覚障がいの方を援助する手話通
訳者の登録試験を実施します。
対市内在住、在勤、在学の聴覚障がい
者福祉に熱意があり、４月１日現在満
２０歳以上の方で、手話講習会養成ク
ラス修了者または同程度の手話学習
経験のある方（おおむね４年以上）
日３月１８日㈰午前９時３０分から
場市庁舎
申所定の申込書（障がい福祉課〔市庁
舎１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
または郵送で２月２３日まで（必着）に
障がい福祉課（〒１９４－８５２０、森野
２－２－２２、☎７２４・２１４８返０５０・
３１０１・１６５３）へ。

お知らせお知らせ
届いていない方はご連絡を

就 学・ 入 学 通 知 書
　今年４月に小・中学校に入学する
お子さん（小学校＝２０１１年４月２日
～２０１２年４月１日生まれ、中学校＝
２００５年４月２日～２００６年４月１日生
まれ）の保護者の方へ、就学通知書
（新小学１年生）・入学通知書（新中学
１年生）を、１月下旬にお送りしまし
た。まだ届いていない方は、学務課へ
ご連絡下さい。
　外国籍の方で、町田市立小学校に
就学を希望する方は、学務課で手続
きをして下さい。
　なお、国立・都立・私立の小・中学校
に入学する方は、入学承諾書等の原
本を直接または郵送で、学務課（市庁
舎１０階、〒１９４－８５２０、森野２－２
－２２）、または各市民センター、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
ンターへ提出して下さい。
問学務課☎７２４・２１７６
ご意見を募集します

南町田駅周辺地区バリアフ
リー基本構想改定版（素案）
　南町田駅周辺地区における移動等
円滑化の基本方針となるバリアフリ
ー基本構想の改定を行っています。
この度、「南町田駅周辺地区バリアフ
リー基本構想改定版（素案）」を作成
しましたので、皆さんのご意見を募
集します。
資料の閲覧・配布交通事業推進課（市
庁舎８階）、市政情報課・広聴課（市庁
舎１階）、南市民センター、なるせ駅
前市民センター、南町田駅前連絡所、
男女平等推進センター、生涯学習セ
ンター、中央・金森図書館、町田市民
文学館（町田市ホームページでダウ

中学・高校生限定！謎解き脱出ゲームに挑戦！
まちクエ～図書館からの脱出

問中央図書館☎７２８・８２２０

生涯学習センター講演会

『顔ニモマケズ』から考える
� ～「見た目問題」と幸せに生きるヒント

問同センター☎７２８・００７１

境川の改修を神奈川県に要請しました
問下水道総務課☎７２４・４２９０

　　出張認知症カフェ（Ｄカフェ）
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

　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）」を開催します。

対認知症の方や家族、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（２月・3月）
日　時 会　場 定員

（先着順）

2月2日㈮、3月12日㈪

午前10時～正午

町田東急ツインズ店
（原町田6－4－1） 10人

2月5日㈪、3月16日㈮ 鶴川店（能ヶ谷1－5－1） 10人
2月9日㈮、3月23日㈮ 町田金森店（金森3－1－10） 10人

2月14日㈬、3月19日㈪ ぽっぽ町田店
（原町田4－10－20） 8人

2月19日㈪、3月9日㈮ 多摩境店（小山ヶ丘3－2－8） 8人

2月21日㈬、3月5日㈪ 町田パリオ店
（森野1－15－13） 8人

2月23日㈮、3月2日㈮ ルミネ町田店
（原町田6－1－11） 6人

2月28日㈬、3月26日㈪ 小田急町田駅店
（原町田6－12－20） 8人

　図書館内を巡って、本や図書館
に関する謎解きに挑戦します。
※詳細は町田市立図書館ホームペ
ージをご覧下さい。
対市内在住、在学、または相模原・
川崎・八王子・日野・多摩・調布・府
中・稲城市在住の中学生～高校生
日３月２６日㈪午後１時３０分～４時３０
分

　顔や外見に傷や症状がある「見
た目問題」をご存じですか。当事者
の考え方や生き方を知ることは、
日ごろの悩みや生きづらさを抱え
ている人にも、幸せを見つけるヒ
ントになるかもしれません。
　今回は、講演会のほかに、講師と
当事者である石田祐貴さん（＝右
写真）との対談も行います。
※詳細は町田市ホームページをご
覧下さい。

場中央図書館
定１５人（申し込み順）
※５人以下のグループ参加も可。
申申込書（町田市立図書館ホーム
ページでダウンロード）に必要事
項を記入し、２月６日午前１０時か
ら直接中央図書館５階視聴覚資料
カウンターへ。または電話で中央
図書館へ。

日２月１８日㈰午後２時～４時
場町田市民文学館
講（特）マイフェイス・マイスタイ
ル代表　外川浩
子氏
定１０８人（申し
込み順）
申２月１日午前９
時から電話で同
センターへ。

　近年の台風や局地的集中豪雨によ
る浸水被害等を受けて、１月２３日、町
田市は相模原市とともに、神奈川県
の浅羽副知事に境川の早期改修につ
いて要請を行いました。
　境川は、町田市と相模原市との行
政境界を流れる２級河川で、過去に
も台風等により浸水被害が発生して

いることから、市では、これまでも整
備が遅れている区間の改修を神奈川
県へ要請してきました。
　今回は、改めて市民の皆さんから
寄せられた要望の声を伝え、早期改
修について強く要請したものです。
　要請書は、町田市ホームページで
ご覧いただけます。

【もしも「死にたい」と言われたら
～身近な人のピンチに対して】
　ゲートキーパーとは、悩みを抱
える方から相談された際や、周囲
に対する気づき・声かけ・話を聴く
ことを通じて、適切な相談機関に
つなぐことが期待される人のこと
です。今回は、精神科（〔国研〕国立精
神・神経医療研究センター）の松本
俊彦医師を講師にお招きし、ゲート
キーパー養成講座を開催します。

※手話通訳・要約筆記があります。
日３月１８日㈰午後２時～４時ごろ
場町田市民フォーラム
定１７０人（申し
込み順）
申２月２日正午
～３月９日にイ
ベントダイヤル
（☎７２４・５６５６
コード１８０２０２
Ｅ）へ。

市民公開講座

ゲートキーパー養成講座
問健康推進課☎７２４・４２３６
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催し・講座催し・講座
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２月２６日㈪午前１０時～１１時（受
け付け＝午前９時３０分～１０時）
場健康福祉会館２階
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
生涯現役！地域活躍を応援します！

ア ク テ ィ ブ シ ニ ア 
介 護 人 材 バ ン ク

【フォローアップ研修】
　認知症をより深く理解し、今後の
就労に活

い

かしていくことを学びま
す。
対市内在住のおおむね５０歳以上の
町田市介護人材バンク登録者（登録
希望者も含む）、初級研修修了者（就
労した方も含む）
日２月２８日㈬午後１時３０分～４時３０
分
場町田市民フォーラム
内ＶＲ（バーチャルリアリティー）ゴ
ーグルを装着して認知症を疑似体
験、講演会「認知症の方との接し方」
講大妻女子大学名誉教授・是枝祥子
氏
定３０人（申し込み順）
申電話で町田市介護人材開発センタ
ー・町田市介護人材バンク（☎８６０・
６４８０、受付時間＝祝休日を除く月
～金曜日の午前９時～午後５時）へ。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６
ロコモ予防！

歩 く 力 測 定 会
対市内在住の６５歳以上の方
日２月２２日㈭午前１０時～正午
場南第３高齢者支援センター
内立つ・歩く等の移動に必要なバラ
ンス能力や筋力を測定し、測定結果
を今後の生活や運動習慣につなげる
講理学療法士・小澤正幸氏
定４０人（申し込み順）
申２月２０日午後５時までに電話で同
センター（☎７２０・３８０１）へ。
※当日の詳細は、同センターへお問
い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

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３月１４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２月５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　

家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日①２月１４日㈬午後１時３０分～３時

３０分②２月２０日㈫午後２時～３時３０
分
場①特別養護老人ホーム芙蓉園②木
曽山崎コミュニティセンター
内①訪問看護の立場からの看

み

取
と

りに
ついて②認知症について臨床心理士
による講義
定各２０人（申し込み順）
申電話で①南第１高齢者支援センタ
ー（☎７９６・２７８９）へ②忠生第２高齢
者支援センター（☎７９２・１１０５）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
生涯学習センター

ひきこもり当事者のため
の 居 場 所「 ひ き 町 」
　ゆったりと話をしながら交流しま
す。月１回開催しています。
　３月は特別企画として、ジャーナ
リスト・池上正樹氏をお呼びし、「対
話」をテーマにお話を伺います。
対ひきこもり当事者・経験者の方等
日①２月１０日②３月３日、いずれも土
曜日午後１時３０分～４時３０分
場①同センター７階和室②町田市民
フォーラム４階第１・第２学習室
進行役ひき桜代表・割田大悟氏　他
問同センター☎７２８・００７１
再就職を目指す

女性のための職業訓練
【５日間コース～Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ基礎科】
　東京都と共催です。
※原則受講決定後の辞退はできませ
ん。
対結婚・出産・育児等で退職し、再就
職を目指す女性で、次のすべての要
件を満たす方　①ハローワークで求
職登録をしている②全回参加できる
③訓練修了後、ハローワークに職業
相談をすることができる
※６か月以上の未就学児（１０人）は、
訓練中、同施設内でお預かりします。
日３月５日㈪～９日㈮、午前１０時～午
後３時、全５回
場町田市文化交流センター
定１０人（要件を確認のうえ、抽選）
申申込書（産業観光課〔市庁舎９階〕
に有り、ＴＯＫＹＯはたらくネットホ
ームページでダウンロードも可）に
記入し、２月５日～１６日（必着）に直
接または郵送で東京都産業労働局雇
用就業部能力開発課就業促進担当
「Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ基礎科」（〒１６３－
８００１、新宿区西新宿２－８－１、第一
本庁舎３１階北）へ。
※持参の方は、３１階北入り口の電話
にて就業促進担当を呼び出して下さ
い。
問同局雇用就業部能力開発課☎０３
・５３２０・４８０７、町田市産業観光課☎
７２４・２１２９
女性のための就職準備セミナー～面
接突破のための

ビ ジ ネ ス マ ナ ー 講 座
対就職を考えている女性
日２月２０日㈫午前１０時～午後０時
３０分
場町田市民フォーラム
内再就職の際に役立つ面接時のマナ
ー（立ち居振る舞いや服装、言葉遣い
等）について
講（株）ＨＵＧＲＥＳ代表取締役・内田ひ
とみ氏
定２４人（申し込み順）

申２月２日正午～１５日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１８０２０２
Ａ）へ。保育希望者（６か月以上の未就
学児、申し込み順に１０人）は２月１２
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
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】
日２月７日㈬、１０日㈯、２４日㈯、２８日
㈬、午後１時～５時（１人１時間）　
場同センター
定各４人（申し込み順）
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

【町田創業～ファーストステップセ
ミナー】
○経営
日①２月８日②２月２２日、いずれも木
曜日午後１時３０分～３時
内①現状を把握して、自分の強みを
活
い

かす戦略を知ろう②売上計画の立
て方、目標設定の方法を知ろう
講①（株）コマキ・アンド・カンパニー
代表取締役　小巻朱美氏②（株）ウィ
ルパートナーズ・天野貴代氏
○財務
日①２月８日②２月２２日、いずれも木
曜日午後３時３０分～５時
内①経営に関する税金を知ろう、日
々の経理・会計の方法を知ろう②デ
キる経営者のお金の使い方、回し方
を知ろう
講①②税理士法人春日会計事務所代
表税理士・春日佑介氏
○人材育成
日①２月１日㈭②２月１６日㈮、午後１
時３０分～３時
内①スタートアップ時のチームビル
ディングを知ろう②経営者として重
要なことを知ろう
講①（有）ネイチャーワークス代表取
締役・高取剛充氏②（株）ウィルパー
トナーズ・天野貴代氏
○販路開拓
日①２月１日㈭②２月１６日㈮、午後３
時３０分～５時
内①自社をブランディングする方法
を知ろう②ＷｅｂやＳＮＳを活用した
販路開拓手法を知ろう
講①（株）コマキ・アンド・カンパニー
代表取締役　小巻朱美氏②（株）ウィ
ルパートナーズ・馬場郁夫氏

◇
場同センター
定各３０人（申し込み順）
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
消費生活センター

くらしに役立つ料理教室
【牛乳でうどんを打ち、まちベジと食
べよう！】
対市内在住、在勤、在学の方
日３月２日㈮午前１０時３０分～午後１
時
場町田市民フォーラム
内塩と水の代わりに牛乳を使い、減
塩に最適な牛乳うどんを作る

講コンシューマー技術教育研究会代
表・福岡ひとみ氏
定２４人（申し込み順）
費３５０円（材料費）
申２月２日正午～２４日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１８０２０２
Ｃ）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。
問同センター☎７２５・８８０５

ま ち だ 市 民 セ ミ ナ ー
【ぜんそくとＣＯＰＤ（タバコ肺）の最
新情報】
　ぜんそくとＣＯＰＤは咳

せき

や息苦し
さを伴う病気ですが、病気の仕組み
や治療法は異なります。これらの病
気の最新情報をお話しします。
※要約筆記があります。
日３月４日㈰午後１時～３時
場町田市民フォーラム
講帝京大学医学部内科学講座呼吸器
・アレルギー学教授　長瀬洋之医師
定１８０人（申し込み順）
申２月２日正午～２８日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１８０２０２
Ｄ）へ。
問保健総務課☎７２２・６７２８
国際版画美術館～「インプリントま
ちだ展２０１８」関連催事

プレ・ワークショップ
【記憶の繭

まゆ

をつくる】
　この夏に同館で開催する「インプ
リントまちだ展２０１８」では「記憶」
をテーマに、アーティストが作品を
制作し、展示をします。
　展覧会に先駆けたプレ・ワークシ
ョップで、アーティストと一緒に「思
い出」を入れた繭を制作してみませ
んか。
対５歳～小学生とその保護者（未就
学児は保護者同伴）
日３月３０日㈮午後１時３０分～４時３０
分
場同館
講アーティスト・荒木珠奈氏
定１８人（抽選、結果は３月１６日ごろ
郵送）
費１人５００円
申２月７日正午～３月１２日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１８０２０７Ｈ）へ（同館ホームページで
申し込みも可）。
※１回の申し込みは子ども１人、大人
１人までです。
問同館☎７２６・２８８９
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２月１５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＝「三浦佑
之」／おはなし＝「山幸彦　海幸彦」
（日本の古事記）、「三人の糸つむぎ
女」（グリム童話）、「雪わたり」（宮沢
賢治作）
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、２月１日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へお申し込み下さい。
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自由民権資料館企画フィールドワーク
町田の歴史を歩く２０１８
　自由民権資料館をスタートして、
神社やお寺など歴史上の場所を同館
学芸員と歩きます。
日①２月１８日②２月２５日③３月１１日
④３月１８日、いずれも日曜日午前９
時３０分～午後０時３０分、集合は自由
民権資料館
※解散場所は各回で異なります。
コース①薬師池公園内・野津田神社
・ぼたん園等②野津田学校跡・華厳
院・村野常右衛門生家等③川島御嶽
神社・村野家墓地・春日神社等④井の
花堰・私立南多摩農村図書館・鶴川村
役場跡等
定各３０人（申し込み順）
費１００円（資料代、保険料）
申電話で同館（☎７３４・４５０８）へ（受
付時間＝月曜日を除く午前９時～午
後４時３０分）。
生涯学習センター
講 座 受 講 者 募 集

【学びの機会を保障するには】
　「夜間中学」「自主夜間中学」「識字教
室」等の学習機会について考えます。
日２月２４日、３月３日、１０日、１７日、
３１日、いずれも土曜日午前１０時～
正午、全５回
場同センター（３月３日のみ町田市民
文学館）
内「教育機会確保法」とは、韓国・文解
教育の展開、あつぎえんぴつの会の
実践、映画「こんばんは」上映会、町田
での取り組み・意見交換会

講夜間中学校と教育を語る会・庄司
匠氏、東京大学大学院教育学研究科
准教授・李正連氏、あつぎえんぴつの
会代表・岩井富喜子氏、えんぴつの会
・見城慶和氏、東京科学少年応援計
画代表・生地陽氏
定３０人、映画上映会のみ１２８人（申
し込み順）
申２月１日午前９時から電話で同セン
ター（☎７２８・００７１）へ。
さがまちカレッジ
講 座 受 講 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）。
【①特別講座　薬・健康市民講座～余
るクスリでリスクも増える！あなた
のお薬管理、お手伝いします】
日３月４日㈰午前１０時３０分～正午
場相模女子大学（相模原市）
内薬の飲み忘れを減らす方法や薬の
保管・管理について
講相模原市薬剤師会会員さくら薬局
相模原店薬剤師・越田裕恵氏
定５０人（申し込み順）
【②ベストセラー作家を支える～大
沢在昌・京極夏彦・宮部みゆきのマネ
ジメント】
　人気作家のマネジメントを担当し
ている講師に語っていただきます。
対１６歳以上の方
日３月１３日、２０日、いずれも火曜日
午後３時～４時３０分、全２回
場相模女子大学（相模原市）
講（株）ラクーンエージェンシー事業
統括プロデューサー・中田一正氏
定５０人（抽選）

費１５００円
【③人間関係の心理学～コミュニケ
ーションを通してより良い関係につ
いて考える】
日３月１８日㈰午前１０時～１１時３０分
場ユニコムプラザさがみはら
講北里大学健康管理センター講師・
大町知久氏
定５０人（抽選）
費７００円

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①３月３日まで②③２月２０
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）。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
親と子のまなびのひろば
きしゃポッポ＠成瀬
　お母さん同士で育児の工夫等を語
り合いましょう。

対市内在住の０～１歳児とその保護
者、妊婦の方
日２月１９日㈪午後２時～４時
場成瀬コミュニティセンター
定２０組（申し込み順）
申２月１日午前９時から電話で生涯学
習センター（☎７２８・００７１）へ。

脂質異常症予防講習会
対市内在住の両日参加できる１８～
６４歳の方
日２月２１日㈬午後１時１５分～４時１５
分、２月２６日㈪午前１０時～午後３時、
全２回
場健康福祉会館
内保健師・栄養士講話、グループワー
ク、血管年齢測定、調理実習、健康運
動指導士講話・運動実技
定１８人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申２月２日正午～１２日にイベントダ
イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コ ー ド
１８０２０２Ｂ）へ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

催し・講座催し・講座

　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
（12日を除く）前週の金曜日から電話で予約

②交通事故相談 14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） 2日、9日㈮ 電話予約制（随時）／午後1時30分～4時

④国税相談 6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 13日㈫
⑥登記相談 1日㈭
⑦行政手続相談 8日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 7日㈬

⑨少年相談 13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 6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 7日㈬

⑫電話による女性悩み
ごと相談（家庭、人間関
係、女性への暴力等）

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7～11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

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。

●市立総合体育館
【ジャイアンツアカデミー
指導による親子ではじめる
野球教室】
対市内在住、在学、在園の2010年4
月2日～2013年4月1日生まれの幼
児とその保護者日3月4日㈰午前9時
～10時30分定５0組（抽選）申往復ハ
ガキ（1組1枚）に必要事項を明記し、
2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）
【なわとび教室】
対①③市内在住、在園の2011年4月
2日～2013年4月1日生まれの幼児
②④市内在住、在学の小学生日①3
月16日㈮午後3時1５分～4時1５分
②3月16日㈮午後4時30分～５時30
分③3月23日㈮午後3時1５分～4時
1５分④3月23日㈮午後4時30分～５
時30分定各30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、2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）
【トライ・スポーツ！まちだ２０１８】
対市内在住、在勤、在学の方日2月11
日㈷午前9時～午後4時場同館内オ
リンピアン・パラアスリートによる
トークショー、パラスポーツの体験、
子ども向け体力測定、健康測定会等

◇
問同館☎724・3440

●野津田公園
【元五輪選手が教えるウォ
ーキング（ジョギング）教
室】
対市内在住、在勤、在学の20歳以上
の方日4月2日～6月2５日の月曜日

（4月30日を除く）、午前10時30分
～正午、全12回定５0人（申し込み
順）費6000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
【元五輪選手が教えるキッズ陸上競
技教室】
対市内在住、在学の小学生日4月2日
～2019年3月18日の月曜日（8月
13日、12月31日、1月7日、祝休日を
除く）、4月～9月＝午後4時1５分～５
時4５分、10月～3月＝午後4時～５
時30分、全40回内基本的なフォー
ムから速く長く走るコツまで、時期
別に各種目を練習定80人（抽選）費
2000円申往復ハガキ（1人1枚）に必
要事項を明記し、2月28日まで（消印
有効）に同公園管理事務所（☎736・
3131、受付時間＝午前9時～午後５
時）へ
●町田市フォトサロン～臨時休館の
お知らせ
　館内定期清掃のため、臨時休館し
ます日2月19日㈪～21日㈬問同サ
ロン☎736・8281

情報コーナー
●町田商工会議所～市民公開セミナ
ー
　（公社）東京都宅地建物取引業協会
町田支部主催で開催（同会議所は協
賛）日２月１３日午後１時～４時場町田
市民フォーラムホール内法改正！新
住宅セーフティ＆インスペクション
制度等／セミナーのお問い合わせは
宅建協会町田支部（☎７２３・１３５１）
へ問同会議所☎７２２・５９５７
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【ポイント方式（家族向）、単身者向、

車いす使用者向、シルバーピア（単身
者向・二人世帯向）、病死等の発見が
遅れた住宅等】
　都内に３年以上居住等、要件あり
／詳細は募集案内（２月９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、都庁等で配布〔各施設で開所日時
が異なる〕）を参照（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２月１５日まで（必
着）問同公社都営住宅募集センター
☎０５７０・０１０・８１０

開催します！　マチ×ヨガ＃町田で発見
問地区街づくり課☎7２４・４２67

　春に向けて健康な体づくりをしま
せんか。イベントの様子などをＳＮＳ
で発信できる方を募集します！
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
対１８歳以上のＳＮＳを利用できる方
日３月１８日㈰午前１０時～正午

場ぽっぽ町田
講ヨガインストラクター・増田恵美氏
定２０人（申し込み順）
申２月７日正午～２１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１８０２
０７Ａ）へ。
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大地沢青少年センター
【①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。２月の
特別プログラムは、「おひな様パズル
セット」を予定しています（開催時間
内であれば、何時からでも参加可）。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日２月１１日㈷午前１０時～午後３時
（雨天実施）

費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）
【②ピザ窯・薫製箱利用講習会】
　石窯とドラム缶窯でピザを焼き、
薫製箱で薫製をして、その利用につ
いて学びます。講座受講後は、ピザ窯
・薫製箱の個人利用ができます。
対１５歳以上の方（中学生は不可）

日２月１８日㈰午前１０時～午後３時
定２０人（申し込み順）
費４００円
申２月１日午前９時から電話で同セン
ターへ。

◇
場同センター①研修棟②野外炊事場
問同センター☎７８２・３８００

催し・講座催し・講座

●町田市民文学館～ことばであそぼ
う！３・４歳児あつまれ！
日２月１０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
●ひなた村
【①糸のこ教室】
　初心者も歓迎です対市内在住、在
学の小学２年生～１８歳の方（小学２
年生は保護者同伴）日２月１７日㈯午
後２時～４時内電動糸のこ盤を使っ
てパズル等組み木のおもちゃ作り講
町田糸鋸の会定１０人（申し込み順）
費３００円（糸のこ１台につき）

【②科学クラブ～“ぷち”虫の冬越し
と春になったら】　
対市内在住、在学、在園の５歳～小学
生とその保護者（小学生は子どもの
みの参加も可）日２月２５日㈰午前１０
時～正午内虫の越冬についての学
習、実地調査、観察講まちだ実験し
隊、ナチュラリスト・有賀文章氏定
２０人（申し込み順）費３００円
【③ひなた村シアター】
日２月２５日㈰午前１０時３０分～１１時
３０分場ひなた村第１レクルーム内
「金色の足あと」「ピーターと狼」「さ
ようならカバくん」
【④ピザ窯講習会】
対市内在住、在勤、在学の１５歳以上

の方（中学生は不可）日３月３日㈯午
前１０時～午後２時内ピザ作りをしな
がらドラム缶ピザ窯の使い方を学ぶ
（受講後には、以降ピザ窯の利用がで
きる修了証を交付）定２０人（申し込
み順）費４００円
【⑤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３月１０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・軍手等の持参も
可）

◇
申①②④２月１日午前１０時から電話
でひなた村へ③⑤直接会場へ／①は

２月１０日以降定員に空きがあれば
１９歳以上の方も電話で受け付けま
す問ひなた村☎７２２・５７３６
●大地沢青少年センター～森林体験
塾Ⅲ「しいたけのほだ木作りと木工
作」
対市内在住、在学の小・中学生の親子
日２月２５日㈰午前１０時～午後３時場
同センター内しいたけのほだ木作り
と竹細工を通して里山暮らしを学ぶ
講大戸源流森の会定３０人（申し込み
順）費１人６００円申２月１日午前９時
から電話で同センター（☎７８２・
３８００）へ／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

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。

急病のときは ※いずれの機関も受診する前に必ず電話をして下さい。
※救急措置・応急処置を行います。専門的治療については、
他の医療機関につなげる場合があります。

本紙に掲載している、夜間・休日診療
情報等を配信しています。

登録はこちらから▶ スマホ版QRコード 携帯電話版QRコード

町田市メール配信サービス
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健康福祉
会館

コンビニ

健康福祉会館 原町田5-8-21

●町田市医師会休日・準夜急患こどもク
リニック（小児科）（日中帯の受け付け：
日曜日、祝休日の午前９時～午後４時３０
分〔電話受付は午前８時４５分から〕、準夜
帯の受け付け：毎日の午後７時～９時３０
分〔電話受付は午後6時から〕）＝健康福
祉会館内☎７１０・０９２７
●町田市歯科医師会休日応急歯科・障が
い者歯科診療所　休日応急歯科診療（日
曜日、祝休日）、障がい者歯科診療（水・木
曜日〔祝休日を除く〕）、いずれも午前９
時～午後５時、受け付けは午後４時３０分
まで（予約制）＝健康福祉会館内☎７２５
・２２２５

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前９時～
午後５時）、11日＝ほづみ耳鼻いんこう
科・小児科医院（☎７２８・０２７５、南大谷
１４２6-１３８）

東京都内の救急当番病院などの
お問い合わせ

東京都医療機関案内サービス
ひ ま わ り
☎03・5272・0303

24時間365日
※当番医療機関は、急きょ変更になる場合
があります。最新の情報は、東京都医療機関
案内サービス「ひまわり」でご確認下さい。

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 ふれあい町田ホスピタル ☎７９８・１１２１ 小山ヶ丘１-３-８
２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
３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

４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 中澤医院 ☎７９５・５４１５ つくし野３-１３-４０
内科、
小児科 佐藤寿一クリニック ☎７１０・２２５１ 原町田１-７-１７

内科 中野クリニック整形外科・内科 ☎７９３・７７７６ 木曽西３-２０-６

午前９時～翌朝９時
内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

外科系
おか脳神経外科 ☎７９８・７３３７ 根岸町１００９-４
町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

５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
６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
７日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
８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
９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
１０日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

１１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、
小児科 すずかけ台診療所 ☎７９５・２１２１ つくし野３-１７-９

内科 小野寺クリニック ☎７３２・５６０５ 本町田４３９４-９
内科、
小児科 中村クリニック ☎７９２・００３３ 木曽東３-２０-２８

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
町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７
あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

１２日
（振休）

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 近藤医院 ☎７２８・６８９８ 成瀬１-６-７
内科 田村胃腸科内科クリニック ☎７３５・５６６７ 能ヶ谷２-１２-６
内科 おやま内科クリニック ☎８６０・０３２６ 小山町２３３-１

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

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

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



8 2018．2．1 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。

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。

今
号
の
広
報
紙
は
、１３
万
６
６
２
６
部
作
成
し
、１
部
あ
た
り
の
単
価
は
１２
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
）。

広　　告

市HP ちびヒロ  検索

　市では、地域組織と協働し、道路が狭いことや採算が見込めないことなどにより、これまで路線バスが運
行されてこなかった「交通空白地区」の解消に向けた検討を行っています。
　この度、地域組織とともに検討を続けてきた相原地域において、JR横浜線相原駅西口から丸山団地地区
を結ぶ、タクシー車両を用いた小型乗合交通の実証実験運行を行うことになりました。
【交通空白地区について】
　「町田市便利なバス計画」の中で定めた、最寄りの鉄
道駅までの距離が３００ｍよりも遠く、かつ最寄りのバ
ス停までの距離が２５０ｍよりも遠い地域を指します。
【小型乗合交通について】
　「交通空白地区」と、バス停や鉄道駅といった最寄り
の交通結節点の間を、タクシー車両など、バスよりも小
さい車両を用いて運行する、乗合型の交通です。
【実証実験運行について】
　小型乗合交通は、市内で初めての試みのため、実際の
地域ニーズや事業性などの検証を目的に、短期間の運
行を実験的に実施するものです。

【実証実験運行の概要】
○運行区間　相原駅西口～団地西（丸山団地）
○運行期間　２月１日㈭～３月３０日㈮の月～
金曜日（祝休日を除く）
○運行本数　１日６往復
○運賃　現金２００円均一（小児及び障害者手
帳をお持ちの方も同額です）
○路線愛称　あいはらシャトル丸山団地号
○運行事業者　飛鳥交通キャブ株式会社
※運行時刻等の詳細は、町田市ホームページ
をご覧下さい。

　市では、中心市街地のにぎわいやゆっくり過ごせる空間づくりに
取り組んでいます。好評を博している、芝生広場「ちびヒロ」と、映画
上映会「まちなかシネマ」を再び開催します。
　今回の「まちなかシネマ」は小さなお子さんも参加しやすいよう、
昼間にも開催します。暖かい服装でご参加下さい。
○会場　町田ターミナルプラザ市民広場
■芝生広場「ちびヒロ」■
　お子さんが裸足で遊べま
す。遊具も用意しています。
○日時　２月５日㈪～２８日
㈬午前１０時～午後５時
※芝生広場は、イベント開
催時はお子さんが遊べない
場合があります。
※土・日曜日、祝休日は遊具
は使用できません。

■映画上映会「まちなかシネマ」■
　当日は芝生広場にこたつもご用意
し、入りながらご鑑賞いただけます。詳
細は町田市ホームページをご覧下さ
い。
※雨天実施です。
○上映日　２月９日㈮
○上映時間・内容　午前１０時～正午「シ
ング」／午後３時～５時「シング」／午後７
時～９時「アニー」

　東日本大震災から７年。震災後に高まった節電意識は時間の経過とともに低
下してきています。
　市では、３月１１日㈰に、市民や事業者の皆さんとともに小まめな消灯など省エ
ネ活動を行い、「地球温暖化防止」や「光害」についての意識を高めるため、毎年恒
例のライトダウンを実施します。

　今年も、相模原市と連携して、市内全域で一斉にライトダウン（消灯）を実施
します。生活や事業活動に支障のない範囲で、消灯にご協力をお願いします。
　被災地の復興は続いています。明かりを消して、星空を仰ぐことで、被災地
に思いを馳

は

せ、更なる復興を祈念しましょう。

３月１１日午後７時～８時　一斉消灯にご協力下さい

　市では、待機児童解消のため、保育所の整
備を進めていますが、保育所へ改修するた
めの物件の確保が課題となっています。
　そこで、物件を確保するため町田市農業
協同組合、（株）八朗平、（株）ワタヤコミュニ
ティーの３者と保育所等の整備に関する協
定を締結しました。
　２０１８年度の保育所整備（２０１９年４月開
所予定）は、待機児童数が一番多い南地区を
中心に、町田・鶴川地区で行う予定です。
　この協定締結により、利用者の利便性は
高いが確保の難しい駅（南町田・成瀬・町田

・鶴川）から徒歩圏内に立地する物件を確
保し、保育所整備を行い、待機児童を解消し
ます。

相原地域における小型乗合交通の
実証実験運行を実施 問交通事業推進課☎７２４・４２６０

相原駅
東口西口

①相原駅西口

いなげや八千代銀行

大戸踏切

町田街道

八
王
子

JR
横
浜
線

諏訪神社

ハッピーストア

住宅案内看板

丸山団地自治会館

公衆電話
郵便ポスト

相原小学校

相原バス停
諏訪神社前バス停

相原小学校前バス停
⑦いなげや東

②中村公会堂前

③団地入口

④団地中央

⑤団地北

⑥団地西

丸　山　団　地

◎相原駅西口～団地西　約７分 ◎団地西～相原駅西口　約９分
※相原駅西口行きは、⑦いなげや東を経由します。

あいはらシャトル　丸山団地号　運行経路図

市内不動産会社等と保育所等の整備に関する
協定を締結しました� 問子育て推進課☎７２４・４４６７

遊びに来てね！

裸足で遊べる「ちびヒロ」 冬はこたつで「まちなかシネマ」

問産業観光課☎７２４・３２９６ ３月１１日はライトダウンにご協力を

まちだ・さがみはら絆
ばん

・創
そう

・光
こう

問環境・自然共生課
　☎７２４・４３９１

　市内在住で、桜美林中学校・桜美林高
等学校の卒業生の鳥尾匠海さんが、１２
月に横浜みなとみらいホールで開催さ
れた、「第７１回全日本学生音楽コンクー
ル」全国大会の声楽部門（大学の部）で１
位を受賞しました。１月１８日に、受賞報
告のため、市庁舎を訪れました。報告で
は、「頑張ったことが結果につながりう
れしいです。今後は世界で活躍したい
です」と受賞の喜びを話されました。

鳥尾匠海さん
「第７１回全日本学生音楽コンクール」声楽部門
（大学の部）で１位を受賞 問文化振興課☎７２４・２１８４

関連イベント 「まちだ・さがみはら絆・創・光×ＪＡＸＡ」相模原会場
　講演会や星空観望会、プラネタリウ
ム震災特別番組「星空とともに」などを
通して、宇宙目線での地球環境保全に
ついて考えます。
対町田・相模原市に在住、在勤、在学の
方（中学生以下は保護者同伴）
日３月１０日㈯午後５時～８時
場相模原市立博物館
講（国研）宇宙航空研究開発機構宇宙科
学研究所宇宙機応用工学研究系准教授

・曽根理嗣氏
定８０人（申し込み順）
※講演会、震災特別番組は当日も会
場で１００人まで受け付け可。
申３月９日までに電話で相模原市コー
ルセンター（☎７７０・７７７７、受付時間
＝午前８時～午後９時）へ。
※町田市での関連イベントの詳細
は、今後の本紙や町田市ホームペー
ジでお知らせします。

１月１７日に協定を締結しました
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