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● 暮らしやすいまちをつくる

ま
ち
づ
く
り

基
本
目
標

町田市
ホームページ
QRコード

 

 

 

 
 

 

 

 

 

＃町田さくらまつり

　「2018町田さくらまつりウ
ィーク」が始まります。市内各
所のイベントをめぐって、「町
田の春」を楽しみましょう。

　詳細は町田市ホームページ、町田市観光コンベンション協会ホームページでも紹介しています。

２０１８ 町田

さくらまつりウィーク
３．２４土～４．８日

問産業観光課 ☎724・2128、
　町田ツーリストギャラリー 
　 ☎850・9311（受付時間＝午前

10時～午後7時）

1面写真：さくら開花リポーター撮影

大戸・武蔵岡
さくらまつり

相原中央公園
さくらまつり

都立小山内裏公園
さくらまつり

成瀬クリーンセンター
さくらまつり

玉川学園
はなびら市・
さくらめぐり
お花見

小山さくらまつり

金井さくら
花まつり

町田中央公園
さくら祭り

町田さくらまつり
尾根緑道会場

町田さくらまつり
芹ヶ谷公園会場

町田さくらまつり
恩田川会場

Instagram（インスタグラム）
に写真を投稿しよう！
　桜の開花状況やさくらまつりの様子を撮っ
て、写真共有スマートフォンアプリ「Instagram」
で、ハッシュタグ「＃町田さくらまつり」をつけて
投稿して、さくらまつりを盛
りあげましょう（町田市観光
コンベンション協会ホーム
ページに投稿の注意があり
ます。必ずご一読下さい。な
お、投稿いただいた写真の
一部は、同協会ホームペー
ジで紹介します）。

春は桜だけじゃない！？詳しくは２面へ

　各会場の案内や市内全域の桜の見どこ
ろが満載です。配布場所は、町田ツーリス
トギャラリー、市庁舎、各市民センター等
です（無くなり次第終了）。町田市ホーム
ページでも公開しています。

「町田さくらめぐり公式ガイド
ブック」を活用しよう！

スタンプラリーに挑戦！
　市内3か所のさくらめぐりをして、「さく
らめぐり公式ガイドブック」の台紙にス
タンプを集めると、抽選でまちだ名産品
をプレゼント！

＃町田さくらまつり

会　場 日　時
町田さくらまつり 恩田川会場 3月31日（土）、4月1日（日）、7日（土）、8日（日）、

午前10時～午後4時
町田さくらまつり 尾根緑道会場 4月7日（土）午前10時～午後4時、

8日（日）午前10時～午後3時30分
町田さくらまつり 芹ヶ谷公園会場 4月7日（土）、8日（日）、午前10時～午後4時
金井さくら花まつり 4月7日（土）午前10時～午後7時（雨天時は8日に順延）
玉川学園はなびら市・
さくらめぐりお花見

はなびら市＝4月7日（土）午前11時～午後3時、
さくらめぐり＝4月8日（日）午前11時～午後３時
（いずれも雨天中止）

町田中央公園さくら祭り 4月7日（土）午前10時～午後4時
都立小山内裏公園さくらまつり 4月8日（日）午前10時～午後3時
大戸・武蔵岡さくらまつり 4月7日（土）、8日（日）、

午前10時～午後6時（雨天中止）
相原中央公園さくらまつり 4月7日（土）午前10時～午後8時（雨天中止）
成瀬クリーンセンターさくらまつり 3月31日（土）午前１０時～午後３時

（雨天時は4月1日に順延）
小山さくらまつり ４月７日（土）、８日（日）、午前１０時～午後３時

市HP さくらまつり  検索

※歩きスマホは
やめましょう。
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恩田川・尾根緑道・芹ヶ谷公園の3つのメイン会場と、周辺のまち☆べジグルメ店を紹介します。

桜をめぐる３つのガイドウォークツアー

「まち☆ベジグルメ店なび」を手に
花も団子も楽しもう

　尾根緑道では、約1.5㎞に
わたり早咲きから遅咲きま
で17種約360本の桜が楽
しめます。菜の花の黄色と
桜のコントラストもステキ。

　市内でも指折りの桜の名所。恩田川沿いの約2㎞に桜
が続き、水面に映える桜が楽しめます。夜間はちょうちん
でライトアップも。

まち☆ベジとは
市内に在住または農業経営の拠点があ
る農業者が作った「新鮮」「安心」「安全」
な町田産農産物です。野菜・卵・牛乳・肉・
植木・花などがあります。ロゴは、「町」の
字をトマトと瓜に見立てています。

　町田駅から一番近いお花見スポット。多目的広場と花
見広場にソメイヨシノやヤマザクラが約100本咲きます。

きみどりカフェ 南成瀬6-12-13
　昨年９月にオープン。サラダ、スー
プ、サンド等にまち☆ベジを使用し
ています。オーナー手作りのインテ
リアが、かわいらしいカフェです。

マチダイナー 原町田6-11-14
　まち☆ベジメニューが豊富な
産地密着型レストラン。おしゃれ
な店内で新鮮な「旬」の食材が味
わえます。

恩田川会場周辺

芹ヶ谷公園会場周辺

尾根緑道会場周辺

恩田川会場周辺

芹ヶ谷公園会場周辺

尾根緑道会場周辺

恩田川会場周辺

芹ヶ谷公園会場周辺

尾根緑道会場周辺

ベジフルスパイス
原町田3-1-4

カリヨン
原町田3-2-９

蕎麦 はるき
原町田4-16-16

カフェラララキッチン
金井2-7-5

まみ屋町田店
森野1-13

町田イタリアン ルーチェ
原町田2-2-5

中国料理 龍
ろんふぁん

皇
原町田3-2-９

うどん屋 開都
相原町2180-1

ゼルビア×キッチン
野津田町９1９

炭火焼き和田
中町1-3-4

町田ワインダイニング ルナ
中町1-18-15

かき小屋町田店
中町1-3-2

小野路宿里山交流館
小野路町888-1

キャラメリーゼ
小川1-14-10

洋食 航
こ

旅
りょう

莉
り

屋
や

森野2-31-4
カフェ＆ビストロ セモリナ
森野1-13-22

イタリア食堂 エルヴェッタ
森野1-33-18

本陣 居酒屋
森野1-30-1

やさいのナイトウ ポプラヶ丘店
成瀬2-15-4

キッチンハウス たんぽぽ
原町田5-3-12

パトリック・キソ・ガーデン
木曽東3-35-33

町田市庁舎食堂
森野2-2-22

GOCHIときわ
森野1-35-10

町田ゆめ工房
相原町2９83-157

岡直三郎商店
旭町1-23-21

ダイエー 町田店
原町田3-2-8

手造りハム・ソーセージ 独逸屋
成瀬台2-2-8

ニキ企画
旭町2-1-3

農事組合法人 町田あいす工房ラッテ
相原町2567

喫茶 杜
と

舞
ま

人
と

原町田5-4-1９
和すいーつ りゅう庵
木曽東1-32-10

合同会社 旬彩坊
相模原市南区上鶴間1-8-37

　市内の農家さんが作った「まち☆ベジ」をメニューに使用している飲食店が掲載された冊子ができ
ました。また、販売しているお店など市内全域の情報が満載です。配布場所は、市庁舎、各市民センタ
ー等です。町田市ホームページでも公開しています。
　お気に入りのメニューを見つけたら、ハッシュタグ「＃まちベジ」をつけてInstagram（インスタグ
ラム）に投稿しよう！ 市HP まちベジグルメ  検索

問農業振興課☎724・2166

❶4月3日㈫　町田三天神と桜ガイドウォークツアー
❷4月7日㈯　町田南部と恩田川のさくらガイドウォークツアー
❸4月8日㈰　春爛漫「かたかご」と桜を訪ねるガイドウォークツアー
定各25人（申し込み順）
費各1200円　※③は別途路線バス代が必要です。
申参加希望日・参加者住所・氏名（ふりがな）・電話番号・生年月日・性別を明記し、
①4月1日まで②4月5日まで③4月6日までにFAXで町田ツーリストギャラリー

（返８50・９３12）へ（町田市観光コンベンション協会ホームページで申し込みも可）。
問町田ツーリストギャラリー☎８50・９３11（受付時間＝午前10時～午後7時）
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Jアラートの定期的な試験放送を実施します 3月28日㈬午後2時ごろから　災害等が発生した場合には予告なく中止する場合があります。日 問防災課　724・3218☎

開票結果
問選挙管理委員会事務局☎７２４・２１６８

町田市議会議員選挙　
町田市長選挙　

答申がまとまりました　第７期町田市介護保険事業計画
問いきいき総務課☎７２４・２９１６

答申がまとまりました　町田市障がい福祉事業計画（第５期計画）
問障がい福祉課☎７２４・２１４７返０５０・３１０１・１６５３

答申がまとまりました　まちだ健康づくり推進プラン
（第５次町田市保健医療計画）

問保健総務課☎７２４・４２４１

３月下旬～４月上旬　市民課窓口は混み合います

お近くの市民センター窓口をご利用下さい
問市民課☎７２４・２１２３

　３月・４月は、引っ越し等で市民課
窓口（市庁舎１階）が大変混雑し、待
ち時間が長くなります。
　引っ越しの手続きや印鑑登録・各
種証明書類発行を申請する方は、比
較的待ち時間の短い各市民センター
窓口をご利用下さい。
【転出手続きは郵送でも受け付けま
す】
　市外への引っ越し（転出）手続き
は、転出予定日のおおむね１４日前か
ら受け付けます。書面に、新住所・旧
住所・氏名・生年月日・転出年月日・電
話番号・届出者氏名を明記し、捺印の
うえ、本人確認書類（運転免許証、健
康保険証等）のコピーと８２円切手を
貼った返信用封筒を同封し、市民課
郵送転出担当（〒１９４－８５８０、森野
２－２－２２）へ郵送して下さい。
　なお、市外からの引っ越し（転入）と
市内での引っ越し（転居）の手続きは、
引っ越しをした日から１４日以内に市
民課窓口または各市民センター窓口
へおいで下さい。
【土・日曜日も各駅前連絡所で証明書
が発行できます】
　町田・南町田・鶴川の各駅前連絡所
では、住民票の写し、印鑑登録証明

　２０１８年度から３年間の介護保険
事業の方向性を示す「第７期町田市
介護保険事業計画」について、町田市
高齢社会総合計画審議会の本間昭会
長と是枝祥子職務代理から、市長へ
答申書が手渡されました。
　この計画は、団塊の世代が後期高
齢者となる２０２５年を見据え、高齢
者が住み慣れた地域で安心して暮ら
し続けることができるよう、地域包
括ケアシステムの深化・推進や、高齢
者ご本人やその家族の生活の質の向
上を目指し、２０１７年４月に市長から
諮問を受けた同審議会が、検討を重

　「町田市障がい福祉事業計画（第５
期計画）」について、町田市障がい者
施策推進協議会の答申がまとまり、３
月５日に同協議会会長の岩崎晋也氏
（法政大学現代福祉学部学部長）と障
がい者計画部会部会長の小野浩氏か
ら市長に答申書が手渡されました。
　この計画は、障害者総合支援法に基
づいて、市の障害福祉サービスの目標
値や見込量・方策を定めたものです。
　市は、この答申を受けて、本計画を

　「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）」が
まとまり、２月２８日に町田市保健
所運営協議会会長の星旦二氏（首
都大学東京名誉教授）と副会長の
川村益彦氏（町田市医師会監事・顧
問）から市長に答申書が手渡され
ました。
　この計画は、町田市の保健・医療
・衛生に関する施策の方向性を示
すため、２０１６年１１月に市長から

書、戸籍謄本・抄本などの証明書類を
発行しています。
開所時間月～金曜日＝午前８時３０分
～午後７時、土・日曜日＝午前１０時～
午後５時
※祝休日はお休みです。鶴川駅前連
絡所は第１・３月曜日もお休みです。
【日曜窓口をご利用下さい】
　毎月第２・４日曜日に市民課及び各
市民センターで日曜窓口を開いてい
ます。３月は２５日、４月は８日です。
開所時間午前８時３０分～午後５時
※各市民センター、町田・南町田・鶴
川の各駅前連絡所の詳細は、１月に
全戸配布しました「別冊タウンペー
ジ　町田市わたしの便利帳」の１７・
４３・４４ページ、または町田市ホーム
ページをご覧下さい。
【市民課窓口の待合状況の確認がで
きます】
　町田市ホームページから市民課窓
口の待合状況をリアルタイムで確認
できます。
トップページ➡暮らし➡住民票・戸
籍➡市民課窓口待合状況
※ツイッターでの窓口混雑状況確認
サービスは終了しました。

　２月２５日㈰に町田市議会議員選挙・町田市長選挙を執行しました。
投票率及び開票結果は下表のとおりです。

ね作成したものです。
　なお、本計画は、４月から町田市ホ
ームページでご覧いただけるほか、
概要版をいきいき総務課（市庁舎７
階）・高齢者福祉課（市庁舎１階）で配
布します。

策定し、２０１８年度からさまざまな
取り組みを展開します。

諮問を受けた同協議会が検討を重
ね作成したものです。

市民課窓口（引っ越し手続き）の予想待ち時間
午前8時30分~10時 午前10時~午後3時 午後3時~5時

3月19日、20日 ★★ ★★★ ★★★
3月22日、23日 ★ ★★ ★★
3月25日~30日、4月2日 ★★ ★★★ ★★★
4月3日~6日、8日、9日 ★ ★★ ★★
★1時間未満、★★1~2時間、★★★2時間以上
※3月21日㈷、24日㈯、31日㈯、4月1日㈰、7日㈯は閉庁日となります。

●開票結果　町田市議会議員選挙（定数３６人）
※順位は得票順、あん分票は小数点以下第3位まで記載
順位 候補者名 党派名 得票数 結果

1 吉田　つとむ 無所属 8,354 当選
2 東　友美 立憲民主党 6,865 当選
3 星　だいすけ 自由民主党 5,884 当選
4 藤田　学 自由民主党 5,243 当選
5 ちだ　伸也 立憲民主党 4,818 当選
6 佐々木　とも子 日本共産党 4,797 当選
7 渡辺　げんたろう 自由民主党 4,754 当選
8 とのむら　健一 日本共産党 4,454 当選
9 森本　せいや 無所属 4,350 当選
10 田中　美穂 日本共産党 4,346 当選
11 細野　りゅう子 日本共産党 4,182.487 当選
12 おぜき　重太郎 都民ファーストの会 4,016 当選
13 山下　てつや 公明党 4,007.514 当選
14 おく　栄一 公明党 3,983 当選
15 白川　てつや 無所属 3,775.485 当選
16 大西　のぶや 無所属 3,719 当選
17 木目田　ひでお 自由民主党 3,554 当選
18 若林　あきよし 自由民主党 3,543 当選
19 矢口　まゆ 無所属 3,526 当選
20 いわせ　和子 自由民主党 3,394.512 当選
21 松葉　ひろみ 公明党 3,334 当選
22 斉藤　かつひろ 公明党 3,313 当選
23 三遊亭　らん丈 自由民主党 3,256 当選
24 おんじょう　由久 公明党 3,179 当選
25 わたべ　真実 町田・生活者ネットワーク 3,161 当選
26 村まつ　俊孝 公明党 3,055 当選
27 戸塚　正人 無所属 3,043 当選
28 熊沢　あやり 自由民主党 2,927 当選
29 おさむら　敏明 自由民主党 2,807 当選
30 佐藤　伸一郎 自由民主党 2,731.996 当選
31 佐藤　かずひこ 民進党 2,720.980 当選
32 深沢　ひろふみ NHKから国民を守る党 2,659 当選
33 松岡　みゆき 自由民主党 2,603 当選
34 石川　よしただ 自由民主党 2,504 当選
35 友井　かずひこ 無所属 2,486 当選
36 新井　よしなお 無所属 2,475 当選
37 石井　くにのり 無所属 2,411
38 渡場　さとし 日本共産党 2,201
39 きくち　しげこ 町田・生活者ネットワーク 1,877
40 さとう　ひでき 無所属 　699.022
41 まじま　かん 無所属 　650
42 平田　ひさし 無所属 　444
43 まとば　まきこ 幸福実現党 　369
44 宮井　ひろなお 無所属 　 83

※候補者名は常用漢字で表示しています。
※小数点以下の得票数は「あん分票」です。あん分とは、同じ氏や名の候補者が複数い
る場合に、その氏や名のみが記載された投票をその候補者の得票数の割合に応じて分
けることです。例えば、候補者「町田忠生」さんと「町田つくし野」さんが700票と300票
だった場合、「町田」とだけ記載された1票は、0.7票と0.3票にあん分されます。

●投票率
町田市長選挙 42.34%
町田市議会議員選挙 42.35%

●有効投票数
町田市長選挙 144,820票
町田市議会議員選挙 146,555票

●開票結果　町田市長選挙
※順位は得票順

順位 候補者名 党派名 得票数 結果
1 石阪　丈一 無所属 81,677 当選
2 木原　のぶよし 無所属 36,187
3 かわべ　康太郎 無所属 26,956



4 2018．3．15 インターネットのイベント申込システムで申し込みができます。コード番号を入力し
２４時間申し込みができます。町田市イベント申込システム 検索イベシス

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
胸部エックス線健診
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
で、健診受診希望日の前後１年間、胸
部エックス線検査を受ける機会のな
い方
日４月４日㈬、１７日㈫、５月２日㈬、１６
日㈬、６月６日㈬、１９日㈫、午前９時
３０分～１１時
場町田市保健所（中町庁舎）
定各２０人（申し込み順）
申健診受診希望日の１週間前まで
に、イベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）へ。
問保健予防課☎７２２・７６３６

募　集募　集
町田市スポーツ推進審議会
市 民 委 員
　町田市スポーツ推進審議会は、ス
ポーツ施策の推進に関する重要な事
項を調査・審議する組織です。
　審議会を設置するにあたり、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
附属機関等の委員をしていない方＝
２人
任期２年
選考書類

申募集要項を確認のうえ、応募用紙
と論文（テーマ＝「働き盛り世代・子
育て世代のスポーツを推進するため
に私ならこうしたい」、６００字以上
８００字以内）を３月３０日まで（必着）
に直接または郵送でスポーツ振興課
（市庁舎１０階）へ。
※募集要項はスポーツ振興課で配布
します（町田市ホームページでダウ
ンロードも可）。また、論文の参考資
料は町田市ホームページでご覧いた
だけます。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

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
○こばと保育園（☎７９６・３６２８）＝保
育士（常勤）・栄養士（常勤）
○まちっこ保育園（☎７０８・８１６１）
＝保育士（常勤）・看護師（常勤）
○敬愛桃の実保育園（☎７７０・１１１３）
＝保育士（非常勤）
○多摩境敬愛保育園（☎７７５・１４７０）
＝保育士（非常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８
町田市子ども・子育て会議
第 ３ 期 公 募 委 員
対申し込み時において次のすべての
要件を満たす方　①市内在住の
２０１８年４月１日時点で２０歳以上で
あり、かつ、１８歳以下の子どもの保

護者である②子育て支援に理解と関
心がある③任期期間中の会議に出席
できる＝３人
任期２０２０年３月３１日まで
報酬１回の会議出席につき１万円
選考書類、面接
申募集要項（子ども総務課に有り、町
田市ホームページでダウンロードも
可）を参照し、応募用紙と作文を３月
３０日まで（必着）に直接または郵送
で子ども総務課（市庁舎２階）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。
問子ども総務課☎７２４・２８７６
障がい児スポーツ教室
指 導 員

【①体育館で行うスポーツの指導員
②水泳の指導員】
　参加者が楽しく活動できるための
補助、個々に合わせた指導・教室の企
画運営等を行います（謝礼有り）。
※教室の詳細はお問い合わせ下さい。
対福祉に理解のある２０～６５歳程度
の方（指導経験は不問）
日土曜日の①午後３時～５時②午後２
時～４時３０分、月平均３回（全回参加
できなくても可）
場①サン町田旭体育館②すみれ会館
温水プール
内①種目＝ジョギング、トランポリ
ン等
申電話で障がい福祉課へ。

問障がい福祉課☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３

お知らせお知らせ
２０１８年度から
介護保険制度が改正されます
　４月から段階的に介護保険制度が
改正されます。
【４月から改正される内容】
①介護保険料が改定されます
　介護保険料は３年ごとに見直しを
行い、２０１８年度から新たな基準額
を設定します。６５歳以上の方の
２０１８年度の介護保険料は、７月上旬
に送付する「介護保険料納入通知書
（決定通知書）」等でお知らせします。
②介護報酬が改定されます
　介護報酬は３年ごとに改定が行わ
れます。４月以降のサービス利用に
関して、利用負担額が変更となりま
すので、ケアマネジャーやサービス
事業所にご確認下さい。
【８月から改正される内容】
③介護保険サービスの利用者負担割
合が変わります
　介護保険サービスを利用する際の
利用者負担の割合は１割または２割
でしたが、一定以上の所得がある方
については３割になります。
問介護保険課①☎７２４・４３６４②③
☎７２４・４３６６

市庁舎前のバス乗り場が　２か所に変更となります
問交通事業推進課☎７２４・４２６１

第４４回町田市農業祭表彰状授与式が行われました
問農業振興課☎７２４・２１６６、ＪＡ町田市経済センター営農支援課☎７９２・６１１１

　町田市農業祭農産物品評会及び営
農技術競技会で優秀賞を受賞した方
の表彰状授与式が、２月５日に町田市
民フォーラムで行われました。
　この表彰状授与式は各種審査会に
おいて、最も優秀な成績を収めた市
内農家を表彰するものです。品評会
と営農技術競技会の各部門で合計

【案内板を設置します】
①市庁舎内正面出入り口付近に、
乗り場別で直近に到着するバス系
統の情報を掲載する「バス運行情
報案内表示機」を設置します。

　市庁舎前にバス乗り場を増設
し、行き先別に路線バスの振り分
けを行います。
　これにより、１日約８００便停車
する路線バス乗り場が２か所に分

散し、乗車する路線バスが分かり
やすくなります（下表参照）。
○供用開始日　４月１６日㈪から
○バス停名　町田市役所市民ホー
ル前

５９８点の出展がありました。
　主な受賞者は次の方々です（敬称
略、カッコ内は対象の品目）。
【東京都知事賞】
田中永治（立毛ナス）、北島進（キュウ
リ）、渡邉俊之（アカマツ）
【町田市長賞】
中島公明（立毛露地トマト）、北島　
隆（乳牛）、中溝章雄（ダイコン）、榎本
佳央（アオダモ）
【町田市議会議長賞】
鎌田勝（立毛ハウストマト）、原兵吉
（キャベツ）、横田竜雄（ハナユズ）

②バス乗り場付近に、路線バスの
振り分けに関する案内板を設置し
ます。
※詳細は、町田市ホームページを
ご覧下さい。

の
り
ば
１

町24（市民病院前）山崎団地
町23（市民病院前）山崎団地センター
町25（山崎団地センター）野津田車庫
町26（図師）野津田車庫
町27 小山田
町31 多摩丘陵病院
町34（市民病院前）小山田桜台
町66（市民病院前）下山崎
町21（中町二丁目）市民病院正門
町36（図師・五反田）鶴川駅
町45 都立野津田高校
町38（市民病院前）市立室内プール
町39（市立室内プール）野津田車庫
町12 木曽南団地
町17（木曽南団地）淵野辺駅北口
町78（木曽南団地）野津田車庫
町15（境川団地）山崎団地
町20（境川団地）山崎団地センター
町35（境川団地）野津田車庫
町61（境川団地・藤の台団地）野津田車庫
町32（境川団地）小山田桜台
町33（木曽南団地）下山崎

の
り
ば
２

町37 やくし台センター
町41 藤の台団地
町50 鶴川団地
町52（金井）鶴川駅
町54（藤の台団地）鶴川駅
町09 小田急相模原駅
町06 グリーンハイツ循環
町08 柏木公園前

至相模原

鎌
倉
街
道

妙延寺

至町田駅

町田市
庁舎

町田市役所西

森野
交番前 のりば1 のりば2

町田市民
ホール

町田第四小学校

町田市役所市民ホール前バス停
のりば案内

※バスは、系統番号の色と同一の色の矢印の方向に進行し
ます。
■矢印：町田市民病院・藤の台団地・やくし台センター・鶴
川駅方面行
■矢印：木曽南団地・境川団地方面行
■矢印：グリーンハイツ方面行

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１３4

　春一番が吹いて気温が上がり、突
然、春が来ました。
　三輪の里山で遊びました。ウグイ
スが囀

さえず

り、メジロもシジュウカラも
囀りを始めました。冬鳥のなごりの
シメにも出会いました。花のほうは、
枯野に最初にピンクの色を差すウグ
イスカグラ、畑の周りは、定番のオオ
イヌノフグリ、ホトケノザ、ヒメオド
リコソウ等が春の陽を浴びていまし
た。
　さて、昨年から整備を進めてきま
した、市立陸上競技場の大型映像装
置が完成し、Ｊ２リーグの町田ゼルビ
アのホーム開幕試合から利用開始と
なりました。この設備については、ふ
るさと納税による寄附を呼び掛けて
きましたが、昨年１２月時点で、目標

額の２０００万円に到達しました。ご
寄附を頂いた多くの方々に心から御
礼を申し上げます。
　この大型映像装置が、サッカーに
限らず、さまざまなスポーツイベン
ト、文化イベントに利用されること
を期待しています。

大型映像装置の除幕式②①
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お知らせお知らせ
就職、退職などに伴う

国 民 年 金 の 手 続 き
　就職、退職などにより、国民年金の
手続きが必要な場合があります。

【会社等に就職した時】
　就職により厚生年金保険や共済組
合に加入した方は、国民年金の資格
を喪失する手続きは不要です。

【会社等を退職した時】
　厚生年金保険や共済組合の資格を
喪失した場合、退職日の翌日から国民
年金に加入する手続きが必要です。
年金手帳と資格喪失証明書など退職
日の分かる書類をお持ち下さい。

【被扶養配偶者の手続き】
　厚生年金保険や共済組合に加入し
ている方に扶養されている６０歳未
満の配偶者は、次の場合に国民年金
の手続きが必要です。①扶養してい
る方が退職した時②扶養している方
が６５歳以上で、老齢による年金を受
け取ることができるようになった時
③扶養されている方が扶養されなく
なった時
※毎年４月は窓口が混雑し、お待ち
いただくことがあります。
問保険年金課☎７２４・２１２７

「（仮称）グランハート悠々園」
入 所 者 募 集
　９月に特別養護老人ホーム「（仮称）
グランハート悠々園」が開所します。
※入所者の決定方法は申し込み順で
はありません。入所の必要性を総合
的に判断して決定します。
定９０人（全室個室）
申町田市共通入所申込書に必要事項
を記入し、郵送で特別養護老人ホー
ム悠々園（〒１９５－００５３、能ヶ谷４
－３０－１）へ。
※町田市共通入所申込書は悠々園、
高齢者福祉課（市庁舎１階）で配布し
ます（町田市ホームページでダウン
ロードも可）。
※ご質問等は、特別養護老人ホーム　
（仮称）グランハート悠々園開設準備
室（☎７９４・６８７２）へお問い合わせ
下さい（受付時間＝祝休日を除く月
～金曜日の午前９時～午後５時）。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

◯子医療証をお送りします
　市では、未就学児の医療費を◯乳医
療証（乳幼児医療費助成制度）で助成

し、小・中学生の医療費を◯子医療証
（義務教育就学児医療費助成制度）で
助成しています。◯子医療証には保護
者の所得制限があります。
　４月から小学生になる◯乳医療証を
お持ちのお子さんで、保護者の所得
が限度額未満の場合（◯乳医療証の負
担者番号下４桁が８３２６）は、４月１日
から有効の◯子医療証を３月末にご自
宅に郵送します。申請の必要はあり
ません。４月になっても届かない場
合は、子ども総務課へご連絡下さい。
　◯乳医療証の負担者番号下４桁が
２３２９のお子さんは、所得超過のた
め◯子医療証の対象になりません。
※生活保護受給中、○親医療証・○障医療
証（それぞれ負担なしの医療証）に該
当のお子さんは対象外です。
※現在、対象年齢のお子さんで◯乳医
療証、◯子医療証をお持ちでない方は
申請が必要です。
問子ども総務課☎７２４・２１３９
忠生市民センターの

電気自動車充電器を撤去します
　忠生市民センター内に設置してい
る電気自動車充電器を４月１日以降、
撤去します。
　ご利用は３月３１日までです。ご理
解ご協力をお願いします。
※市庁舎設置の普通充電器及び町田
新産業創造センター設置の急速充電
器は、引き続きご利用いただけます。
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

２０１７年度包括外部監査
報告書がまとまりました
　２０１７年度包括外部監査の結果が
まとまり、包括外部監査人の辰巳英
城氏から市長へ報告書が提出されま
した。
　包括外部監査は、市政運営へのチ
ェック機能を強化し、市政の透明性
の向上を図り、市政に対する市民の
皆さんからの信頼を高めるために、
２００７年度から行っています。
　今年度のテーマは、「防災に関する
財務事務の執行について」でした。報
告書は、町田市ホームページでご覧
いただけるほか、各市立図書館でも
閲覧いただけます。
問経営改革室☎７２４・２５０３

市庁舎１階が変わります
【コンビニエンスストアがオープン
します】
　市庁舎１階にミニストップがオー
プンします。

○オープン日時＝４月２日㈪午前７時
※年中無休・２４時間営業です。

【カフェが変わります】
　市庁舎１階のカフェがダーリント
ンホールからKEY'S　CAFÉに変わり
ます。これに伴い、４月１日～３０日に
新規店舗工事を行いますので、ご理
解ご協力をお願いします。
○ダーリントンホール閉店日時＝３
月２７日㈫午後４時
○ＫＥＹ＇Ｓ　ＣＡＦÉオープン日時＝５
月１日㈫午前８時２０分
問庁舎活用課☎７２４・２１６５
追加指定を募集します

生 産 緑 地 地 区
対次の主な指定要件を満たす農地
①市街化区域内にある②現に農業の
用に供し、３０年以上農業経営等の継
続が期待できる③公害・災害の防止、
農業と調和した都市環境の保全等に
相当の効果があり、公共施設等の敷
地の用に供する土地として適してい
る④一団を形成する区域の面積が
３００㎡以上の規模である
※詳細はお問い合わせ下さい。
申生産緑地地区指定願書、案内図、公
図写し（原本）、全部事項証明書（原
本）、申出書（農地転用届出農地の場
合）を４月１６日～２７日に直接農業振
興課（市庁舎９階）へ（正午～午後１
時、土・日曜日を除く）。
※生産緑地地区指定願書は３月２６日
から農業振興課、ＪA町田市各支店で
配布します（町田市ホームページで
ダウンロードも可）。
問農業振興課☎７２４・２１６９

献 血 に ご 協 力 下 さ い
　市庁舎で献血を実施します。輸血
用血液の需要は年々増加していま
す。継続的なご協力をお願いします。
日３月２２日㈭、午前１０時～１１時４５
分、午後１時～３時４５分
場ワンストップロビー（市庁舎１階）
問福祉総務課☎７２４・２５３７

分譲マンション管理に 
関 す る 相 談 会
　マンション管理士が相談をお受け
します。
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日４月１８日㈬午後１時３０分～４時
※相談時間は１組３０分です。
場市庁舎
講（一社）東京都マンション管理士会
町田・たま支部
定４組（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。
４月～６月分申し込み

ひなた村プログラムサービス
　子ども会や子どもサークル等に、
野外炊飯や工作、遊びなどを職員が
指導します。出張指導もあります。
費材料費
申６月分の申込日＝４月１日午前１０
時～１０時３０分に電話でひなた村
（☎７２２・５７３６）へ。
※４月・５月分の申し込みは、抽選期
間終了後の空き予約を順次受付中で
す（先着順）。

まちだのイチオシ商品　集めました！

まちだイチオシ市場開催
問まちだイチオシ市場・春のまちだ名産品フェアについて＝産業観光課
☎７２４・３２９６、市役所まち☆ベジ市について＝農業振興課☎７２４・２１６６

町田かたかごの森開園
問市役所代表☎７２２・３１１１、公園緑地課☎７２４・４３９９、開園期間中＝か
たかごの家☎７９４・２２２３

　町田かたかごの森は、カタクリ
の開花時期に合わせて開園してい
ます。森にはカタクリをはじめ、イ
チリンソウ、ヒトリシズカ、タマノ
カンアオイなどの野草も多く自生
しています。
　期間中は、現地で活動をしてい
る「町田かたかごの森を守る会」の
会員が説明します。
開園期間３月３０日㈮～４月８日㈰、
午前１０時～午後３時（雨天閉園）
交通町田バスセンター４番・５番乗

り場から山崎団地センター、また
は山崎団地行きバスで「木曽入
口」、または「山崎団地入口」で下
車、いずれも徒歩約１０分
※駐車場はありません。

　町田市には、個性豊かなおいし
いお菓子などを集めた「まちだ名
産品」、ものづくり事業者の優れた
技術を用いて作られた「町田市ト
ライアル発注認定商品」、新鮮で安
心して食べられる地元野菜の「ま
ち☆ベジ」といった、町田生まれ・
町田育ちの優れた商品がたくさん
あります。
　これらの商品を一堂に紹介する
「まちだイチオシ市場」を開催しま
す。

【「まちだのイチオシ！」商品紹介】
日３月１９日㈪～２３日㈮、午前８時
３０分～午後５時（２１日を除く）
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
内パネル・商品の見本を展示

【市役所まち☆ベジ市】
　市内の認定農業者が作った町田
産の新鮮な野菜がいっぱいです。
日３月１９日㈪午前１１時～午後１時
場市庁舎前

【春のまちだ名産品フェア】
　市庁舎の新しいコンビニエンス
ストア「ミニストップ」の開店に合
わせて、郷土色あふれる個性豊か
な「まちだ名産品」６０品目がそろ
う、「春のまちだ名産品フェア」を
開催します。
　当日は、名産品認定を受けたお
店で組織する「まちだ名産品のれ
ん会」の皆さんが販売を担当し、一
部商品の試食や調理販売も実施し
ます。
※フェイスブックページ「まちだ
イチオシ市場」の画面をご提示い
ただくと、税込み１０００円以上の
お買い上げで１００円引きになりま
す。

日４月２日㈪、３日㈫、
午前１０時～午後２時
場市庁舎前周辺

フェイスブック
ページＱＲコードカタクリ

堺 市 民 セ ン タ ー 
施 設 貸 出 を 再 開 し ま す
　堺市民センターは、設備更新工
事のため施設貸出を休止していま
すが、４月１日㈰から再開します。
併せて、第１駐車場の利用も再開
します。
　また、堺図書館は４月１日から、
ふれあいけやき館は４月２日から
利用を再開します。
※堺図書館については中央図書館
（☎７２８・８２２０）へ、ふれあいけや
き館については高齢者福祉課（☎
７２４・２１４１）へお問い合わせ下さ
い。
問堺市民センター☎７７４・０００３

花だより花だより
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石
いし

阪
ざか

　丈
じょう

一
いち

①７０歳
②無所属
③市長
④広袴 東

ひがし

　友
とも

美
み

①３３歳
②立憲民主党
③無職
④森野

ちだ　伸
しん

也
や

①５３歳
②立憲民主党
③一般社団法人役員
④山崎町

矢
や

口
ぐち

　まゆ
①２８歳
②無所属
③無職
④南町田

深
ふか

沢
さわ

　ひろふみ
①５４歳
②ＮＨＫから国民を守る党
③自営業
④原町田

村
むら

まつ　俊
とし

孝
たか

①４０歳
②公明党
③無職
④金森

斉
さい

藤
とう

　かつひろ
①５１歳
②公明党
③無職
④小山町

おんじょう　由
よし

久
ひさ

①５５歳
②公明党
③政党役員
④南成瀬

田
た

中
なか

　美
み

穂
ほ

①３５歳
②日本共産党
③政党職員
④三輪町

星
ほし

　だいすけ
①３７歳
②自由民主党
③自営業
④野津田町

木
き

目
め

田
だ

　英
ひで

男
お

①４３歳
②自由民主党
③会社役員
④成瀬が丘

石
いし

川
かわ

　好
よし

忠
ただ

①６４歳
②自由民主党
③会社役員
④木曽西

渡
わた

辺
なべ

　厳
げん

太
た

郎
ろう

①４５歳
②自由民主党
③市議会議員
④玉川学園

佐
さ

藤
とう

　和
かず

彦
ひこ

①４５歳
②民進党
③市議会議員
④南成瀬

森
もり

本
もと

　せいや
①３６歳
②無所属
③市議会議員
④大蔵町

わたべ　真
ま

実
み

①６０歳
②町田・生活者ネットワーク
③市議会議員
④野津田町

おぜき　重
じゅう

太
た

郎
ろう

①４１歳
②都民ファーストの会
③市議会議員
④相原町

白
しら

川
かわ

　哲
てつ

也
や

①３６歳
②無所属
③市議会議員
④本町田

私たちの代表
市長・市議会議員が選ばれました

　任期満了に伴い２月２５日㈰に行われた町田市議会議員・町田市長選挙の当選者、市議会議員３６人及び市長のプロフィールをご紹介します。
※読み方…①年齢②党派③職業④住所（②③は立候補届出書から抜粋、年齢は３月１５日現在のものです）
※市議会議員の記載順序は議席番号順です。

市
長

市
議
会
議
員
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松
まつ

葉
ば

　ひろみ
①５１歳
②公明党
③市議会議員
④玉川学園

山
やま

下
した

　てつや
①５２歳
②公明党
③市議会議員
④下小山田町

佐
さ

々
さ

木
き

　智
とも

子
こ

①６２歳
②日本共産党
③市議会議員
④山崎町

松
まつ

岡
おか

　みゆき
①５６歳
②自由民主党
③市議会議員
④忠生

いわせ　和
かず

子
こ

①５５歳
②自由民主党
③市議会議員
④能ヶ谷

三
さん

遊
ゆう

亭
てい

　らん丈
じょう

①５９歳
②自由民主党
③市議会議員
④森野

若
わか

林
ばやし

　章
あき

喜
よし

①４３歳
②自由民主党
③市議会議員
④図師町

戸
と

塚
つか

　正
まさ

人
と

①３７歳
②無所属
③市議会議員
④金森

新
あら

井
い

　よしなお
①４３歳
②無所属
③市議会議員
④玉川学園

友
とも

井
い

　和
かず

彦
ひこ

①５２歳
②無所属
③会社役員
④南つくし野

吉
よし

田
だ

　つとむ
①６９歳
②無所属
③市議会議員
④成瀬が丘

大
おお

西
にし

　宣
のぶ

也
や

①７６歳
②無所属
③市議会議員
④野津田町

おく　栄
えい

一
いち

①６３歳
②公明党
③市議会議員
④三輪町

細
ほそ

野
の

　龍
りゅう

子
こ

①６３歳
②日本共産党
③市議会議員
④鶴間

殿
との

村
むら

　健
けん

一
いち

①６３歳
②日本共産党
③市議会議員
④本町田

熊
くま

沢
ざわ

　あやり
①４６歳
②自由民主党
③税理士
④本町田

藤
ふじ

田
た

　学
がく

①４８歳
②自由民主党
③市議会議員
④常盤町

佐
さ

藤
とう

　伸
しん

一
いち

郎
ろう

①６２歳
②自由民主党
③市議会議員
④小山町

おさむら　敏
とし

明
あき

①６８歳
②自由民主党
③市議会議員
④南町田

３月議会が開会　新年度予算などを審議
問総務課☎７２４・２１０４

　平成３０年第１回市議会定例会（３月議会）
が３月９日に開会されました。
　今議会には平成３０年度一般会計予算な
ど５２議案が提案されました。
　議案等の内訳は予算１２件（平成２９年度
補正予算６件、平成３０年度当初予算６件）、
条例２３件、契約６件、その他１１件となって
います。会期は３月２９日までです。

予　算　案
　平成３０年度の予算額は、一般会計が
１４６５億３１８８万２千円、特別会計が
１１２４億１３５万３千円、合計で２５８９億３３２
３万５千円となります。主な事業は次のとお
りです。
○将来を担う人が育つまちをつくるための
「待機児童解消対策事業」「えいごのまちだ
事業」「教育の情報化推進事業」など
○安心して生活できるまちをつくるための
「玉川学園コミュニティセンター整備事業」
「住宅耐震化促進事業・緊急輸送道路沿道建
築物耐震化促進事業」など
○賑わいのあるまちをつくるための「シテ
ィプロモーション推進事業」「南町田駅周辺

地区拠点整備事業」など
○暮らしやすいまちをつくるための「多摩
都市モノレール延伸促進事業」「循環型施設
整備事業」など

条　例　案
○土壌汚染対策法及び地方公共団体の手数
料の標準に関する政令の改正に伴い、関係
する規定を整備するため、所要の改正をす
る「町田市手数料条例の一部を改正する条
例」
○委員の定数を増やすため、所要の改正を
する「町田市子ども・子育て会議条例の一部
を改正する条例」
○支援の対象者の範囲を拡大するため及び
施設の名称を改めるため、所要の改正をす
る「町田市子ども発達センター条例の一部
を改正する条例」
○多摩都市モノレール線を町田市方面に延
伸するために必要な資金を積み立てること
を目的とした町田市多摩都市モノレール基
金を設置するため、制定する「町田市多摩都
市モノレール基金条例」
など２３条例です。



8 2018．3．15 催しや講座など、申込方法の記載がない場合は直接会場へおいで下さい。

3月1日～31日「公共施設の未来を考える」 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

催し・講座催し・講座
地 域 介 護 予 防 教 室

【算数で世代交流～「わかった！」一
緒に喜ぶ学習支援】
　講座終了後も仲間と活動を楽しみ
ながら継続することを目指します。
対市内在住で全回出席できる６５歳
以上の方
日４月１６日～７月９日の月曜日（４月
３０日を除く）、午後３時～４時４５分、
全１２回
場南第３高齢者支援センター
内子どもたちへの教え方を確認して
実際に学習支援を行う、自身の健康
のための栄養改善講座
講管理栄養士・松尾美穂子氏
定２０人（申し込み順）
申４月１４日午後５時までに電話で同
センター（☎７２０・３８０１）へ。
※当日及び講座に関することは同セ
ンターへお問い合わせ下さい。

問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
自動車の安全運転を学ぼう！

町田市春の交通安全教室
　４月６日から始まる春の全国交通
安全運動に合わせて開催します。
※町田市・町田警察署・町田ドライヴ
ィングスクールの共催です。
開催日４月８日㈰
場町田ドライヴィングスクール（南
大谷１－５５）
※駐車場はありません。

【交通安全体験ブース】
時間午前９時～午後４時
内自動車・二輪車シミュレーター、飲
酒ゴーグルの体験等

【ペーパードライバー安全運転教室】
　運転に不慣れな方向けの内容です
が、ペーパードライバーの方以外も
ご参加いただけます。
時間午前９時１５分～正午、午後１時
１５分～４時（雨天実施）
内指導員同乗によるコース走行、警
察官による交通安全講話等

定各３０人（市内在住の前回受講して
いない方を優先のうえ、抽選）
申３月１６日正午～２７日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１８０３１６Ａへ。

◇
問市民生活安全課☎７２４・４００３、町
田警察署☎７２２・０１１０、町田ドライ
ヴィングスクール☎７２３・２４８０

じゃばら湯であったまろう
　市内の公衆浴場でじゃばら湯を実
施します。「じゃばら」は、和歌山県や
三重県が原産の珍しい柑橘類で、花
粉症などのアレルギー抑制に効果が
あると言われています。
日・場４月１日㈰、大蔵湯（木曽町
５２２）＝午後２時～１１時、金森湯（金
森３－２２－２１）＝午後４時～１１時
入浴料大人４６０円、小学生１８０円、未
就学児８０円

【ジャバラまるジュースをプレゼン
トします】
　両公衆浴場で「さくらまつりガイ
ドブック」を提示した方に、ジャバラ
まるジュースをプレゼントします
（１人１回、無くなり次第終了）。
期間３月２４日㈯～４月８日㈰
定休日大蔵湯＝３月３０日㈮、４月６日
㈮、金森湯＝４月２日㈪
※詳細は各浴場へお問い合わせ下さ
い。
問大蔵湯☎７２３・５６６４、金森湯☎
７９６・５９２６、町田市産業観光課☎
７２４・３２９６

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４月２８日㈯午後１時３０分～４時３０
分
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）
申３月１６日正午～４月１５日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８０３１６Ｂへ。
問町田消防署☎７９４・０１１９、町田市
保健総務課☎７２４・４２４１
あなたの夢をみんなで実現！

ま ち だ 〇
ま る

ご と 大 作 戦 
「作戦会議」参加者募集
　「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を目指す３年間
の取り組みです。
　「どんな内容なら提案できるのか」
等、趣旨について理解を深めてもら
うとともに、提案するための企画づ
くりや仲間づくりにつなげていくこ
とを目的としたまちだ〇ごと大作戦
「作戦会議」を開催します。
日・場４月１４日㈯午後６時～８時＝小
山市民センター、４月２０日㈮午後７
時～９時＝鶴川市民センター、４月
２１日㈯午前９時３０分～午後０時３０
分＝市庁舎、４月２１日㈯午後６時～８
時＝成瀬コミュニティセンター（各
回とも同一内容）
※駐車場に限りがあります。
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次受付＝３月１５日正午～２２日午
後７時にイベシスコード１８０３２３Ａ
へ／２次受付＝３月２３日正午～４月
１１日にイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）またはイベシスへ。

【提案・アイデア募集中】
　まちだ〇ごと大作戦実行委員会事
務局では、皆さんの提案・アイデアを
「大作戦チャレンジ事業」として募集
しています。詳細は、同実行委員会ホ
ームページをご確認下さい。
問同実行委員会事務局（広報課３ヵ
年シティプロモーション担当）☎７２４
・４０８４

受賞者を表彰しました

町田市第２１回創作童話コンクール
問ひなた村☎７２２・５７３６

町田市少年野球春季大会開会式で

「マイボトルキャンペーン」を実施します
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

春の生涯学習講座　申込受付開始

まちだ市民大学ＨＡＴＳ 通年・前期講座
問生涯学習センター☎７２８・００７１

　当日、会場にマイボトル（水筒）を持参した方には、オリジナルステッカー
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）。無料
給水コーナーも設置します。
　市では、何回も繰り返し使える環境にや
さしいマイボトルの利用を推進していま
す。
日３月２５日㈰午前８時～１０時３０分
場町田市民球場
※会場へは公共交通機関をご利用下さい。

　ご応募いただいた作品の中から、
２７人の受賞者が決定し、表彰式と作
品発表会を２月４日㈰にひなた村で
行いました。
　受賞された方々は次のとおりです
（敬称略、カッコ内は学校名と学年）。
○小学校低学年の部　

【市長賞】田村逸貴（鶴間小２年）
【教育長賞】細川雅樹（南つくし野小
１年）

【ロータリークラブ賞】石川一輝（南
成瀬小３年）

【審査員特別賞】丸地優衣（南成瀬小
３年）

【ひなた村賞】元井花（マリア・モンテ
ッソーリ・エレメンタリー・スクール
〔横浜市〕２年）、田村倭（南成瀬小３
年）、小島英華（成瀬台小３年）、樋口
春瑠（南成瀬小３年）、多田実野里（南
成瀬小３年）
○小学校高学年の部　

【市長賞】木村里月花（南成瀬小５年）
【教育長賞】柴田和心（南成瀬小５年）
【ロータリークラブ賞】羽中田紀美
（南成瀬小６年）
【審査員特別賞】江頭南羽（成瀬台小
５年）

【ひなた村賞】根本晏怜（鶴川第二小
５年）、後藤沙帆（町田第五小４年）、富
田みゆ（藤の台小６年）、井美育夢（南
成瀬小６年）、武田菜乃花（南第四小６

年）
○中学・高校の部　

【市長賞】阿蘓日和（鶴川第二中２年）
【教育長賞】久保みなつ（つくし野中
２年）

【ロータリークラブ賞】内藤凜（南中
３年）

【審査員特別賞】黒田朋佳（鶴川第二
中２年）

【ひなた村賞】荻野ちはな（鶴川第二
中２年）、陣野翔伍（南中３年）、吉田愛
斗（鶴川第二中２年）、桑原萌奈（南大
谷中３年）、石井蒼馬（鶴川第二中２
年）
※上位各４賞の作品を掲載した優秀
作品集「童話の木」をひなた村及び市
政情報課（市庁舎１階）で販売してい
ます。

　４月以降に始まるまちだ市民大学
講座の受講者を募集します。
※詳細は各市民センターや各市立図
書館等で配布する募集案内をご覧下
さい（町田市ホームページでダウン
ロードも可）。
場生涯学習センター　他
申１次受付＝３月１５日正午～１９日午
後７時にイベシスコード①１８０３２０Ｇ

②１８０３２０Ｄ③１８０３２０Ｃ④１８０３２０
Ｂ⑤１８０３２０Ｆ⑥１８０３２０Ｅ⑦１８０３２０
Ａへ／２次受付＝３月２０日正午～４月
５日にイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）またはイベシスへ。
※いずれも市内在住、在勤、在学の方
を優先のうえ抽選です。
※①は、中学生以上の方は１人で参
加できます（小学生は保護者同伴）。

講座概要
講座名 日時／定員 費　用

①多摩丘陵の自然入門 ４月２２日～１２月２日の日曜日の日中、全１３回／
５０人 ３０００円

②環境講座 ４月２９日～７月２９日の原則土・日曜日の日中、全８
回／２４人 ２０００円

③まちだの福祉 ５月８日～７月１７日の火曜日、午後２時～４時、全８
回／３０人 ２０００円

④まちだ市民国際学 ４月１９日～７月５日の原則木曜日、午後７時～９時、
全９回／１２０人 ３０００円

⑤人間関係学講座 ４月２５日～７月１１日の水曜日、午後７時～９時、全
１１回／５０人 ３０００円

⑥町田の歴史 ４月１７日～７月１７日の原則火曜日、午後６時１５分
～８時３０分、全１２回／５０人 ３０００円

⑦“こころ”と“からだ”の
健康学

５月９日～７月４日の原則水曜日、午前１０時～正午、
全７回／７０人 ２０００円

配布予定のステッカー
審査員の映画作家・大林宣彦氏、映像作家・
小林はくどう氏から講評をいただきました
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生涯学習センターコンサート事業
まちだフレッシュコンサート
　今春、大学を卒業したばかりの若
手音楽家によるクラシックコンサー
トです。
日４月２１日㈯午後３時開演
場生涯学習センター
出演者出身校桜美林大学、昭和音楽
大学、東京音楽大学　他
定１２３人（申し込み順）
申１次受付＝３月１５日正午～１９日午
後７時にイベシスコード１８０３２０Ｈ
へ／２次受付＝３月２０日正午～４月
１５日にイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）またはイベシスへ。
※附室からの親子鑑賞希望者（未就
学児と保護者、３組）は電話でのみ受
け付けます。
問同センター☎７２８・００７１
市民提案型事業
講座づくり★まちチャレ
　生涯学習センターをはじめとする
市内の公共施設を会場にした講座づ
くりにチャレンジしてみませんか。
シニアの生活、子育て、防災など身近
な課題を考え合うきっかけにご活用
下さい。
※詳細は、募集要項（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、町田市ホームページでダウ
ンロードも可）をご覧下さい。
対市内在住の代表者を含む３人以上
（市内在住、在勤、在学の方が半数以
上）のグループで学習講座の企画・運
営をしてみたい方
※市民企画講座で、２０１７年度に採
用された団体は申し込みができませ
ん。
申申込書（説明会で配布）に記入し、
５月５日午後５時まで（必着）に直接ま
たは郵送で生涯学習センターへ。
【説明会を開催します】
　説明会で申込書を配布します。申
込希望者は出席して下さい。説明会
に参加できない場合は、必ずお問い

合わせ下さい。
日４月１４日㈯午前１０時～正午（受け
付けは午前９時３０分から）
場生涯学習センター６階視聴覚室
内選考基準やスケジュールの説明、
質疑応答
※５月１２日㈯にヒアリングを行いま
す。説明会時に希望の時間帯を伺い
ます。
問生涯学習センター☎７２８・００７１
生涯学習センター
親と子のまなびのひろば

【きしゃポッポ】
　赤ちゃんと遊びながら、お母さん
同士で育児の工夫や、子育ての情報
を共有できるひろばです。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の月末まで）とその保護者、妊婦
の方
日３月２０日、４月３日、１０日、１７日、５
月１日、８日、１５日、いずれも火曜日
午後２時～４時（自由遊びを含む）
※参加は月２回までです。
【パパと一緒にきしゃポッポ】
　育児に参加したいお父さんのため
のひろばです。赤ちゃんと手遊びや、
簡単なおもちゃを手作りします。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の月末まで）とその父親
日３月２５日、４月２２日、５月２７日、い
ずれも日曜日午後２時～４時（自由遊
びを含む）

◇
場生涯学習センター６階保育室
問同センター☎７２８・００７１
乳幼児の保護者向け講座
未来をえがくママの楽

がっ

校
こう

・保育付
対市内在住の未就学児の保護者
日５月２３日㈬、６月１日㈮、６日㈬、１３
日㈬、２０日㈬、２７日㈬、７月４日㈬、午
前１０時～正午、全７回
場生涯学習センター
内保育面接・オリエンテーション、
「遊びで育むコミュニケーション
力」、「子どもを守るちから」、「色々話
してみよう！」、「子どもの運動と発
達」、「まちだで子育て」、「未来をえが
こう」

定２５人（抽選）
費４００円（おやつ代。保育不要の方は
５０円）
申ハガキまたは用紙（様式は不問）
に、講座名・住所・氏名（ふりがな）・電
話番号・子どもの年齢・保育希望者
（５月１日現在、８か月以上の未就学
児、２０人）は子どもの名前（ふりが
な）・生年月日を明記し、４月１０日ま
で（必着）に、直接または郵送で生涯
学習センター（〒１９４－００１３、原町
田６－８－１）へ（所定の用紙〔同セン
ターに有り〕に記入し、直接同センタ
ーへ申し込みも可）。
問同センター☎７２８・００７１

生涯学習センターまつり
【つながる、ひろがる、はじまる！】
　熱いステージと工夫をこらした展
示や新たな体験ができるワークショ
ップなど盛りだくさんです。来場者
の皆さんも参加できるプログラムが
充実しています。お子さんも楽しめ
ます。
日３月２３日㈮～２５日㈰、午前１０時～
午後５時（２３日は午後０時３０分から）
場同センター６・７階
内オープニング（２３日午後０時３０分
から）＝生演奏ジャズ・カルテットラ
イブ、発表＝ダンス・和太鼓・ウクレ
レ・合唱・大正琴等、展示＝町田の歴
史・陶芸・折り紙・絵画・生け花・書道
等・模擬店（２５日のみ）、ワークショ
ップ＝スピードボール・ロコモ体操
・防災試食体験・防災グッズ体験、フ
ィナーレ（２５日午後４時３０分から）
＝南粋連による阿波踊り・町田コダ
ーイ合唱団による合唱

※一部の催しで材料費がかかります。
問同センター☎７２８・００７１
ご家族で、図書館へ！
まちだ図書館まつり
　市民団体でつくる「まちだ図書館
まつり実行委員会」と各市立図書館
の共催で行います。
日程３月２２日㈭～２５日㈰
場各市立図書館、町田市民文学館
※堺図書館は工事中のため、今年度
は開催しません。
内おはなし会、映画会、各種ワークシ
ョップ、講演会等
※詳細は町田市立図書館ホームペー
ジ、またはチラシ等をご覧下さい。
問中央図書館☎７２８・８２２０、または
各市立図書館
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。
日４月６日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内「たぬきのにゅうがくしき」（脚本
／桂文我、絵／伊藤秀男）、「おだんご
ころころ」［大型紙芝居］（作／坪田譲
治、画／二俣英五郎）　他（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３月１５日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。

催し・講座催し・講座

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）

4月、5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）
ま た は イ ベ シ スコードＡコ ー ス
=180228Ａ、Ｂコース＝180228Ｂへ

16～35週の妊
婦とその夫 健康福祉会館

Ａコース
4月6日、5月11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

4月13日、5月18日㈮ 分娩経過とリラックス法等

Ｂコース 4月21日、5月26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 4月9日、23日、5月14日、28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 4月3日㈫、5月7日㈪

子どもセンターばあん 4月13日、5月11日㈮

忠生保健センター 4月16日㈪、5月23日㈬

小山市民センター 5月9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 4月5日、12日、19日、26日、5月10
日、17日、24日、31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）
またはイベシスコード180314Ｐへ

16～35週の妊
婦 健康福祉会館 4月26日、5月24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）
またはイベシスコード初期=1803 
14Ｓ、 後 期=180314Ｋ、 幼 児 食
=180314Yへ

4～6か 月 児 の
保護者

健康福祉会館

初期 4月10日㈫、23日㈪、5月
9日㈬、22日㈫

午前10時5分～
11時45分 離乳食の話と試食

8～10か月児の
保護者 後期 4月19日㈭、5月14日㈪、

30日㈬
午前10時5分～
11時40分 離乳食後期の話と試食、歯の話

1歳6か月～2歳
0か月児の親子 幼児食 5月15日㈫ 午前9時55分～

11時45分 親子遊び、幼児食の話と試食



10 2018．3．15 インターネットのイベント申込システムで申し込みができます。コード番号を入力し
２４時間申し込みができます。町田市イベント申込システム 検索イベシス

詳細はお問い合わせ下さい。　　問さるびあ図書館☎722・3768 検索町田市立図書館移動図書館“そよかぜ号”ご利用下さい！

自由民権資料館
古 文 書 講 座

　江戸時代の古文書等をテキストに
使用し、古文書を読む手掛かりや勉
強の仕方を学ぶ入門講座です。
日５月１７日、３１日、６月１４日、２８日、
７月１２日、２６日、９月２７日、１０月１１
日、２５日、１１月８日、２２日、１２月６
日、いずれも木曜日午前１０時～正
午、全１２回
場同館
講神奈川大学講師・川鍋定男氏
定２０人（市内在住、在勤、在学〔市内
の歴史学習団体等で活動している方
を含む〕の方及び初受講者を優先の
うえ、抽選）
※結果は４月１７日ごろに発送します。
費４０００円
申往復ハガキに講座名・住所・氏名

（ふりがな）・電話番号、在勤・在学の
方はその旨を書き、返信用にも宛先
を明記し、４月９日まで（必着）に自由
民権資料館（〒１９５－００６３、野津田

町８９７）へ。
問同館☎７３４・４５０８
資料寄託記念
中垣ゆたかミニ展示コーナー

　昨年夏に開催した「ことばらんど
でたからさがし！～中垣ゆたか展」
の縁で、市内在住の絵本作家・中垣ゆ
たか氏の絵本や４コママンガ「町田
家、あさって、しあさって。」をはじめ
とする原画約４０００点が、町田市民
文学館に寄託されました。これを記
念してミニ展示コーナーを設置し、
新作絵本の原画等を公開します。
日３月２０日㈫～４月８日㈰、午前１０
時～午後５時（月曜日は休館）
場町田市民文学館１階文学サロン
【関連イベント～ワークショップ「く
るくるプップー　コラージュ絵本を
つくろう！」】
　絵を描いたり、色紙を切ったり貼
ったりしながら、おはなしを考えて
絵本を作ります。
対小学生
日３月２８日㈬午後２時～４時
場同館２階大会議室
講絵本作家・中垣ゆたか氏

定１５人（申し込み順）
申３月１５日正午から電話で同館へ。

◇
問同館☎７３９・３４２０

町田産新鮮野菜の販売
　市内の認定農業者が作った町田産
の新鮮野菜の販売です。いずれも売
り切れ次第終了です。
【４月の日曜朝市】
日４月１日㈰午前７時～８時
場教育センター校庭
問農業振興課☎７２４・２１６６
町田市民文学館
飯 間 浩 明 氏 講 演 会

【ことばが変化するってどういうこ
と？～国語辞典をつくる視点から】
　国語辞典編さん者である飯間氏に
お話しいただきます。
日４月１４日㈯午後２時～３時３０分
場同館２階大会議室
定８０人（申し込み順）
申３月１６日正午～４月１２日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８０３１６Ｃへ（２人ま
で申し込み可）。

問同館☎７３９・３４２０催し・講座催し・講座 情報コーナー
●八王子都税事務所～自動車の移転
・廃車手続きはお済みですか
　自動車税は毎年４月１日現在、車検
証に記載の所有者（割賦販売の場合
は使用者）に課税されます。自動車を
譲渡したときは移転登録、廃車した
ときは抹消登録の手続きが必要で
す。管轄の運輸支局または自動車検
査登録事務所で３月３０日までに手続
きを行って下さい問東京都自動車税
コールセンター☎０３・３５２５・４０６６
●東京都福祉保健局～子育て応援と
うきょうパスポートのアプリ配信が
スタート
　同パスポートホームペー
ジに掲載のアプリページへ
のリンクをクリックしていただく
か、「Google Play ストア」または

「App Store」から、アプリ名で検索
し、ダウンロードして下さい（アプリ
は無料、通信費は利用者負担）問同局
少子社会対策部計画課☎０３・５３２０
・４１１５

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。次回申込締切日＝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。

●市立総合体育館～リラッ
クス＆リフレッシュ体操教
室①シェイプアップ②姿勢
改善
対市内在住、在勤、在学の３０歳以上
の方日４月１８日～６月２０日の水曜
日、①午前９時１５分～１０時１５分②
午前１０時３０分～１１時３０分、各全
１０回定各５０人（抽選）費３４００円申
往復ハガキ（１人１枚）に必要事項を
明記し、３月２２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
【小学生スクール１期Ａ～Ｃ
（火・木コース）、Ａ・Ｂ（水コ
ース）】
対小学生日①火コース＝４月１０日～
５月２２日②水コース＝４月１１日～５
月２３日③木コース＝４月１２日～５月
２４日（５月３日を除く）、①③午後４時
３５分～７時４５分、Ａ～Ｃ各１時間（要
問い合わせ）②午後５時４０分～７時
４５分、Ａ・Ｂ各１時間（要問い合わせ）、

①②各全７回③全６回定各６０人（抽
選）費①②５６００円③４８００円申往復
ハガキに必要事項を明記し、３月２２
日まで（必着）に同プールへ
【プール春祭り２０１８】
日３月２５日㈰午前９時～午後９時（イ
ベントにより開催時間が異なる）場
同プール内トレーニング室を含む施
設を無料開放（駐車場は有料）、市内
の授産施設による展示即売会、お子
さん向けの絵本や紙芝居の読み聞か
せ等

◇
問同プール☎７９２・７７６１
●サン町田旭体育館
【はじめてのバスケ教室】
対市内在住、在学の小学４
年生日５月１９日～６月９日の土曜日、
午前１０時３０分～１１時４５分、全４回
定２０人（抽選）費１０００円申往復ハガ
キに必要事項を明記し、４月３０日ま
で（消印有効）に同館へ
【親子体操教室】
対市内在住、在園の２０１４年５月１０

日～２０１５年１１月９日生まれの幼児
とその保護者日５月９日～７月１１日
の水曜日、午前１０時～１１時、全１０回
定２５組（抽選）費１組４７００円申往復
ハガキに必要事項を明記し、４月２０
日まで（消印有効）に同館へ

◇
問同館☎７２０・０６１１
●野津田公園～自然観察教室「冬の
野鳥観察」
対小学生以上の方（保護者同伴の未
就学児の参加も可、大人１人での参
加歓迎）日３月２４日㈯午前９時～正
午場同公園講日本野鳥の会・島津哲
也氏定２０人（申し込み順）費大人
５００円、小学４～６年生３００円（保険
料、材料費込み）／小学４年生未満は
１人まで無料申３月１５日午前９時か
ら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、土・日曜日、祝日も可）へ
●忠生公園～定例自然観察会「春に
息づく花と昆虫」
　ルーペをお持ちの方はご持参下さ

い（同公園で貸し出しも可）日４月１
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）内草花や昆虫
を観察問同公園☎７９２・１３２６
●小野路宿里山交流館
【①小野路桜ガイドウォーク】
　桜や里山の風景を楽しみながら小
野路周辺を歩きます日４月３日㈫午
前１０時～午後３時、集合は別所バス
停、解散は同館（小雨実施、荒天中止）
定２０人（申し込み順）費１５００円（ガ
イド料、保険料、昼食代）
【②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４月１１日㈬午
前１０時３０分～正午定８人（申し込み
順）費１０００円（材料代）

◇
申①３月１６日正午から②３月２８日正
午から、イベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）またはイベシスコード①
１８０３１６Ｄ②１８０３２８Ａへ問同館☎
８６０・４８３５

イベントカレンダー 詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、各ホームページをご覧下さい。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
合気道と護身術で暴漢対策自分の身を守る方法 ３月１８日、２５日午前９時３０分 図師小学校体育館 無料 茂野忠昭☎７９８・２３３５ 初心者と子どもが対象
山の写真展 ３月２０日～２５日午前１０時～午後５時 国際版画美術館 無料 深澤忠士☎７２２・１７４７ 初日は午後１時３０分から
朗読会花いかだ　図書館まつりで良い本を読みます ３月２４日㊏午後２時から 中央図書館６階ホール 無料 田中☎７２７・０６６１ 申し込み不要です
ビスケットで遊んで学ぶ！親子プログラミング体験 ３月３１日㊏午後１時～、３時～　８０分 せりがや会館３階大会議室 ７００円 中村☎０８０・７０４３・１６４５　要予約 定員１０組、使用機器は用意
春のフラワーアレンジメント ４月５日、１９日㊍午前１０時～正午 生涯学習センター６階 ２５００円 フラワーズ西川☎０９０・６５０６・５９０７ 要申込・初心者歓迎します
サルビアダンスパーティー（ミキシング有） ４月５日、５月３日午後１時２０分～４時 鶴川市民センターホール ５００円 高瀬☎７３４・１８４８ お気軽においで下さい！！
「朗読で楽しむ」つるの会主催のミニ朗読会です ４月７日㊏午後２時～３時 和光大学ポプリホール鶴川 無料 橋本英子☎７３６・０４５５ お気軽においでください
スクエアダンス講習会開催 ４月７日、１４日、２８日午後１時３０分～ 木曽森野コミュニティセン

ター 無料 有村晴美☎７９１・１９８０ 初心者の方、大歓迎
百人一首かるた会（小学生～大人、初心者も可） ４月１４日㊏午後１時３０分～４時３０分 生涯学習センター和室１ ２００円 𠮷川☎返７２２・６３７０ ３月１７日午後１時３０分～も有り
東日本震災チャリティ・津軽三味線＆タブラの世界 ４月１４日㊏午後７時～９時 町田市民フォーラムホール ２５００円 中丸重子☎０９０・５８１３・８５３１　要予約 かしの木山ＮＥＸＴです
講演会「明治１５０年と［西郷どん］」 ４月２１日㊏午後２時３０分～４時３０分 町田市民フォーラム３階 ５００円 まちだ史考会・稲葉☎０９０・７８０５・５１７５ 直接会場へお越し下さい
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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

●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）、25日＝
稲垣耳鼻咽喉科医院（☎722・3115、原
町田6-22-15）
●休日眼科急患診療（午前10時30分～
午後5時）、25日＝氏川眼科医院（☎720
・0530、原町田6-1-11）

小
田
急
線

至
旭
町

至町田

町田街道

福祉会館前

至
金
森

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

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
15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
16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
17日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

18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 かどわきクリニック ☎799・2202 つくし野4-9-8

内科 町田東口クリニック ☎721・8855 森野1-35-8
内科 しながわ内科・循環器クリニック ☎791・1545 山崎町333-1

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
多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

19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
20日㈫ 午後7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 仁愛医院 ☎728・1055 高ヶ坂6-19-31
内科 こばやしクリニック ☎710・3183 原町田6-3-3
内科 鶴川診療所 ☎735・2387 鶴川6-7-1

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
南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
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 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41
23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
24日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

25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 虫明婦人科内科小児科医院 ☎796・4807 金森3-19-10

内科 横沢クリニック ☎708・8550 大蔵町5002-2
内科 Dr.はん診療所 ☎789・7270 図師町1782

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
町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41
あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

26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
27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
28日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
29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
30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
31日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

●ひなた村～科学クラブ “ぷち”　
おいしい “ミツバチ”のひみつ
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）／初受講者優先日4
月15日㈰午前10時～正午内ミツバ
チの生態紹介、ハチの模型作り、巣蜜
の試食（予定）講（公財）神奈川科学技
術アカデミー所属・有賀文章氏、まち
だ実験し隊定20人（申し込み順）費
300円申3月15日午前10時から電
話でひなた村（☎722・5736）へ
●町田市民文学館～春の子ども俳句
教室
対小学生日4月21日、5月19日、6月
16日、いずれも土曜日午前9時～正
午、全3回（雨天実施）場同館、尾根緑
道、野津田公園、七国山・ダリア園内
同館からバスで各施設へ移動し、散
策後に俳句を創作講俳人・市村栄理
氏、庄原明美氏定12人（申し込み順）
申3月15日午前9時から電話で同館

（☎739・3420）へ
●子どもセンターまあち
【バイオリンとピアノによる春のコ

ンサート】
　子どもから大人まで楽しめるプロ
の演奏家によるコンサートです。お
話とのコラボもあります日3月26日
㈪午前11時から1時間程度場まあち
1階ホール内お話と音楽で楽しむ

「裸の王様」、挿入曲エルガー「威風堂
々」、バイオリンとピアノのソロ演奏
＝サティ「パラード」　他
【元全国チャンピオンによるけん玉
パフォーマンス】
　元けん玉全国大会優勝者の坂本顕
大さんによる、けん玉パフォーマン
スです。楽しい遊び方や、技も教えて
いただけます／けん玉を持っておい
で下さい日3月29日㈭午前11時か
ら1時間程度場まあち2階まちぴょ
ん
【子どもセンター合同中学・高校生ラ
イブ～町田楽祭】
　子どもセンターを利用する中学・
高校生を中心に、日々の練習の成果
を発表し合うイベントです。高校生
が主体となって企画・運営をしてい
ます。バンド、ダンス、大道芸、ピアノ

などのさまざまなパフォーマンスを
お見せします日3月30日㈮午後1時
～6時（入退場自由）場生涯学習セン

ター7階ホール
◇

問まあち☎794・7360

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。

暮らしに関する相談
　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

（21日、26日～
30日を除く）

前週の金曜日から電話で予約
※3月23日は予約受付を行いません。次回分は3
月30日に受け付けます。

②交通事故相談 28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）16日、23日㈮ 電話予約制（随時）／午後1時30分～4時

④国税相談 20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 27日㈫
⑥登記相談 15日㈭
⑦行政手続相談 22日㈭

⑧少年相談 27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7～11ページを参照

市HP 暮らしに関する相談 検索
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広　　告

　市ではごみを少なくするための３つのキーワード「３Ｒ」（リデュース・リユース
・リサイクル）の取り組みを推進しています。このたび、市庁舎１階イベントスタ
ジオにて、３Ｒに関連するさまざまなイベント「“さんあーる”祭り」を行います。

パネル展示

　市や町内会・自治会、市民団体
による３ＲやＥＣＯに関する取り
組みなどについてのパネル展示
を行います。
［日時］３月２６日㈪〜３０日㈮、午
前９時〜午後５時（初日のみ午前
１０時開始、最終日のみ午後４時
終了）

「ごみ分別アプリ」ダウンロードキャンペーン

　今年１月から配信されている「町田市ごみ分別アプリ」のダ
ウンロードキャンペーンを実施します。その場でダウンロー
ドされた方には、景品を進呈します。
　ごみ分別アプリの機能のひとつである「クイズ機能」を使っ
たお楽しみ企画も同時開催します。
［日時］３月２６日㈪〜３０日㈮、午前１０時〜正午、午後１時〜３時

スケルトン収集車「みえるくん」の展示

　スケルトン収集車「みえるくん」との記念撮
影や、ごみや資源がどのように収集されてい
るのかが分かる投げ入れ体験ができます。
［日時］３月２８日㈬午前１０時〜午後２時（雨天
中止）
［場所］こもれび広場

出張リサイクル広場の開催

　家庭で不要となった「陶磁器
・ガラス食器」「家庭金物」「廃食
用油」などの対象品目を無料で
持ち込むことができます。
［日時］３月２９日㈭午前１０時〜
午後２時
［場所］こもれび広場

剪定枝たい肥の販売

　町田市剪定枝資源化セン
ターで作られた剪定枝たい
肥を販売します。
［日時］３月２６日㈪〜３０日
㈮、午前１０時〜正午、午後１
時〜３時

　２月９日に、平成２９年度「東京都女性活躍推進大賞」を受賞した、社会福
祉法人竹清会の理事長・矢沢きよみさんらが市役所を訪れ、働き方改革な
どについて石阪市長と意見交換をしました。
　この賞は、すべての女性が意欲と能力に応じた、多様な生き方を選択でき
る社会の実現に向けて、女性の活躍推進に取り組む企業や個人を対象に、東
京都から贈呈されるものです。
　同法人は、矢沢理事長を中心に
定期的な意見交換会を行ったり、
産休・育休を取りやすい環境づく
りや、社員一人ひとりへのきめ細
かい支援などに取り組みました。
その結果、介護・看護職員の離職率
の大幅な減少などの効果をあげた
ことが受賞につながりました。

　「キラリ☆２０１７町田私の好きなお店大賞」の受賞店舗が決定しまし
た。これは、市内商業の活性化と地域経済の発展のため、個性的で魅力あ
る店づくりに意欲的に取り組んでいるお店を、町田商工会議所が表彰す
る事業です。
　市民・来街者の皆さんに、過去の受賞店舗を除いた市内店舗の中から候
補店舗を投票いただき、多くの票を集めた上位店舗を専門家が審査し、下
表の５店舗が今年度のお店大賞に決定しました。
　魅力ある受賞店舗にぜひおでかけ下さい。
※詳細は町田商工会議所（☎７２２・５９５７）へお問い合わせ下さい。また、
同会議所ホームページで過去の受賞店舗をご覧いただけます。

　市では、生きもの共生プランを策定し、生物多様
性の保全についての意識啓発に努めています。
　このたび、市民の皆さんと調査したセミやツバ
メなどの身近な生きものや、市内の絶滅危惧種・外
来種を知り、緑と水辺に親しみながら生きものに
出会っていただくため、「まちだ生きもの探しマッ
プ」を作成しました。このマップでは、市内の生き
ものやそのすみかを紹介しています。
　暖かくなるこれからの季節、たくさんの生きも
のが活動を始めます。外に出て、生きもの探しをし
ませんか。
配布場所環境・自然共生課（市庁舎７階）、各市民セ
ンター、各市立図書館等

　１月２２日から２８日にかけてエジプトで
開催されたＩＴＦ（国際テニス連盟）主催大会
で、市内在住の本玉真唯さんがベスト４に
勝ち進みました。
　２月２日には、その報告のため市役所を訪
れました。
　本玉さんは年末年始に香港で開催された２つの大会でもベスト８の
好成績を収め、今大会で見事ベスト４に勝ち進みました。大会を振り返
り、「香港、エジプトでは自分の求めるテニスができました。世界のトッ
プレベルの選手とも、互角に戦えることを確信できた３大会でした」と
話されました。また今後の目標について、「４月からはプロのテニスプ
レーヤーとしてスタートします。国際大会でポイントを積み上げ、年内
には世界ランキング３００位をきり、将来はウィンブルドンで優勝する
ことが目標です」と意気込みを語られました。

遊びに来てね！
＂さんあーる＂祭り

問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

社会福祉法人　竹清会が
「東京都女性活躍推進大賞」を受賞しました

問いきいき総務課☎７２４・２９１６

「キラリ☆２０１７町田私の好きなお店大賞」
受賞店舗決定！

「まちだ生きもの探しマップ」
ができました

問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

本玉真唯さん
ＩＴＦ（国際テニス連盟）主催大会でベスト４入り

問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

問産業観光課☎７２４・３２９６

店　名（扱い品目等） 住　所 電　話
サニーベッカリー（パン） 旭町１－２１－１４ ☎８５０・８５５５

ビストロ シェ リキ（洋食） 原町田３－１－４　
町田ターミナルプラザ２階 ☎７２４・７６７８

ダイニングバー スー（バー） 森野１－９－１８　まるかビルＢ１階 ☎８５１・７６５２
アンプティプー（バー） 原町田４－２３－２ ☎７２８・６１６２
きち吉（お好み焼き） 南成瀬１－８－１０　２階 ☎７３９・１００５

市 庁 舎 １ 階 　 イ ベ ン ト ス タ ジ オ

見よう！ふれよう！感じよう！
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