
　伊東深水、
橋口五葉の美人画や、
川瀬巴水、吉田博の風
景画など、浮世絵版画
の超克を目指して大正 
初 期 か ら 昭 和 前 期 ま で 

制作・出版された「新版画」を中心とす
る、創作性の高い伝統木版。この展覧

会 で は そ れ ら を「 浮 世 絵 モ ダ ー
ン」とネーミングし、その魅

力に迫ります。
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～
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あ
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○対談「新版画出版の
シナリオ」　▶4月28日㈯

○講演会「近代美人画の諸相　鏑木清方と新版画の画家」　
▶5月3日㈷　○講演会「録音で聴く、新版画の時代の歌舞伎役
者」　▶5月26日㈯　○プロムナードコンサート「ピアノと尺八
による唱歌・童謡のひととき…」　▶6月2日㈯
● Guided Gallery Tours in English（英語の作品解説）▶May 19 (Sat.)、 　
June   9 (Sat.) 　
● 作品解説　▶5月27日㈰　館長によるスペシャルトーク　
▶4月29日㈷、5月13日㈰、6月10日㈰　学芸員によるギャラリートーク

関連イベント

同時開催

国
際
版
画
美
術
館
や
公
園
の

楽
し
み
方
は
２
面
へ

　国際版画美術館では、開館 30周年を記念して企画展「浮世絵モダーン」を開催します。

イベントダイヤル ☎724・5656、国際版画美術館 ☎726・2771、0860問

国際版画美術館
30 年の歩み

1987年　▷開館　▷開館記念展
「名作に見る日本版画」「フランスの
版画16世紀―19世紀」開催
1997年　▷開館10周年記念展「名
品でたどる―版と型の日本美術」開
催　▷国際版画美術
館友の会発足
2007年　▷開館20
周年記念展「中国憧憬
―日本美術の秘密を
探れ」「木版画東西対
決」（①）開催
2012年　▷開
館25周年記念
展「版画の冒険
―ミレー、ドガ
そしてムンクへ」「北斎と広重―きそ
いあう江戸の風景」（②）開催
2017年　▷第27回BELCA賞ロン
グライフ部門受賞

①

②

浮
世
絵
モ
ダ
ー
ン

深
水
の
美
人
!
　
巴
水
の
風
景
!
　
そ
し
て
…

開
館
30
周
年
記
念
展

術の杜
で 術散策芸 芸 はいかが

検 索国際版画美術館

詳細は国際版画美術館ホームページをご覧下さい。
公式Twitterアカウント（＠machida_hanbi）でも情報を配信しています。

小早川清「近代時世粧
ノ内　四　瞳」

1930年、国際版画美
術館

本展では版木も展示します

版画工房

　「開かれた美術館」として鑑賞・創
作・発表活動を通じて美術に親しむ
まちづくりを目指している点、歳月
の流れを感じさせない外観や内装な
どが評価されました。

西洋古版画にみる「複製」と「創作」　▶4月11日㈬～6月17日㈰

今号の紙面から 　●3面　2017年度「部長の仕事目標」年度末成果　●6面　高齢者へのごみ袋の配付対象者を変更します
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● 将来を担う人が育つまちをつくる
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　国際版画美術館のある芹ヶ谷公園は、豊
かな湧水や人気の「冒険遊び場」などがあ
り、子どもから大人まで楽しめます。また、
美術館の外でも屋外彫刻などのアートを楽
しめるって知っていましたか。

芹ヶ谷公園
マップ

所 在 地／原町田5-
16

利用時間／�午前６時～
午後６時�

（６月～8月は午後7
時まで）

アクセス／�小田急線・
JR横浜線�

町田駅から徒歩約13
分

芸
術
に
触
れ
よ
う！

自
然
の
中
で

国
際
版
画
美
術
館
の
魅
力！

イ

イ
ロ

ロ

　国際版画美術館の魅力は展覧会だけではありません。ミュージアムショップでは図録
はもちろん、ここでしか買えないオリジナルグッズも取りそろえています。また、本展と
コラボレーションしたスイーツメニューを館内の喫茶けやきでお楽しみいただけます。

「my sky hole 88-4」
1988 年
井上武吉 作

「トキオコシ」1990 年
平野杏子 作

　「版美浮世絵プログラム2017－2020」では、国際版画美術館が収集してきた
2000点以上の浮世絵を活用して、町田から世界へ日本の伝統文化を発信して
います。「浮世絵モダーン」展もその一環です。
　さらに、市のふるさと納税「町田市立国際版画美術館に『歌麿』を呼ぼう！」による寄附金で新た
な浮世絵の名品の収蔵、展示を目指します。

「版美浮世絵プログラム」も進行中！

問
い
合
わ
せ

▶芹ヶ谷公園について
� 公園緑地課☎724・4397
▶浮世絵プログラムについて
� 国際版画美術館☎72６・2771

「彫刻噴水・シーソー」
1989 年
飯田善國 作

「開かれた宇宙」1990 年
高橋清 作

　「浮世絵モダーン」展で展示する作品を
モチーフにしたせんべいです。
　山、花、紅葉の形のせんべいは、いろい
ろな味があり、ちょっとしたお土産にぴ
ったり。

せんべい（320円）

　展覧会をイメージしたこちらのメニ
ューは、生麩と抹茶アイスがベストマッ
チ。また、薬膳カレー
（サラダ・薬味・
ほうじ茶付き
／760円）も
おすすめで
す。

「浮世絵モダーン」
コラボレーションスイーツ！ 
生麩あんみつ（500円〔予定〕）

　芳年の晩年を代表する美人画『風俗
三十二相』。描かれた女性たちの感情や性
格が表現されているところが魅力です。
文庫本などに挟んで使い、ページをめく
ると美人が立ち上がります。

月岡芳年画 美人しおり
（320円）

散策の
あとは

、

ちょっ
と一息

※価格はすべて税込みです。



32018．4．15市役所代表　辺０４２・７２２・３１１１　返０４２・７２４・５６００　番号間違いにご注意下さい

２０１7年度　部長の「仕事目標」　年度末成果
　２０１７年度 部長の「仕事目標」の年度末成果をまとめました。
　その中から、主な取り組みの成果をご紹介します。町田市ホームページにすべての取り組みの成果を公開しています。 問経営改革室☎７２４・２５０３

政策経営部長
小島　達也

経営改革室長
榎本　悦次

広報担当部長
谷　博夫

総務部長
西澤　哲郎

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価

未来づくりプランの推進 Ｃ 行政経営改革プランの推進 Ｃ 庁内の情報発信力の向上 Ｂ 役職者の職のあり方、任用・配置の考え
方の整理 Ｄ

（仮）町田市公共施設再編計画の策定 Ｃ 市民参加型事業評価の開催 Ｂ メディアをターゲットとしたＰＲ活動
の積極展開 Ａ いきいき健康職場づくりの支援 Ｃ

未来づくりプロジェクトの推進 Ｃ 市役所業務の生産性の向上 Ｂ ３ヵ年シティプロモーションの始動 Ｂ 職員定数の削減 Ｂ

情報システム担当部長
中田　直樹

財務部長
堀場　淳

営繕担当部長
德重　和弘

税務担当部長
宮崎　慶三

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価
情報セキュリティ監査の実施 Ｃ 健全で持続可能な財政の確立 Ａ 市有建築物の維持保全と長寿命化 Ｃ 収納率の維持・向上 Ａ
災害時における事業継続性の確保 Ｂ 財源確保策の強化 Ａ 学校施設整備による教育環境の向上 Ｃ 公債権及び私債権の一元化 Ｃ
社会保障・税番号制度への対応 Ｃ 管理会計機能の強化 Ｄ 市有建築物非構造部材現況調査・対策 Ｃ 特別徴収推進への取り組み Ｃ

防災安全部長
福田　均

市民部長
関口　高史

市民協働推進担当部長
平林　隆彦

文化スポーツ振興部長
能條　敏明

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価

自主防災リーダーの育成 Ｂ さわやか窓口の推進 Ｃ 地区協議会の活動支援 Ｂ 東京オリンピック・パラリンピックの
キャンプ地招致 Ｃ

地域防犯活動の推進 Ｂ 玉川学園コミュニティセンター建て替
え Ｄ 地域団体を支える新たな支援体制の構

築 Ｃ スポーツをする場の環境整備 Ｄ

町田市事業継続計画の修正 Ｂ 社会保障・税番号制度運用の推進 Ｃ 新たな協働による地域社会づくりの推
進 Ｃ 国際版画美術館や博物館の魅力ある展

覧会の開催 Ｄ

地域福祉部長
叶内　昌志

いきいき生活部長
奥山　孝

保健所長
広松　恭子

子ども生活部長
三橋　薫

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価

市民後見人育成の推進 Ｂ 介護予防・日常生活支援総合事業の実
施 Ａ 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）の策定 Ｂ 子どもの「居場所」整備の推進 Ｂ

障がい者の就労と定着支援の促進 Ｂ 元気高齢者の地域活躍推進 Ｂ 妊娠期から子育て期にわたる切れ目の
ない支援の充実 Ｃ 保育所整備の推進と保育所待機児童の

解消 Ｂ

生活困窮者の自立に向けた相談支援の
実施 Ｂ 在宅医療・介護連携の推進 Ｂ 町田市食育推進計画に基づく食育の推

進 Ｂ 町田市子ども発達支援計画の策定 Ｃ

経済観光部長
小池　晃

北部丘陵担当部長
荻原　康義

環境資源部長
水島　弘

循環型施設建設担当部長
田中　耕一

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価
町田薬師池公園四季彩の杜ブランドマ
ネジメントの推進 Ｃ 新たな交流・回遊拠点の開設に向けた

検討 Ｄ 新たな熱回収施設等周辺の円滑なまち
づくり Ｃ 町田リサイクル文化センターにおける

熱回収施設等の整備 Ｃ

創業の支援 Ｂ 里山環境の回復や保全を促進する仕組
みの構築 Ｂ 家庭系及び事業系ごみの減量と資源化

の推進 Ｃ 相原地区における資源ごみ処理施設の
整備 Ｄ

中心市街地活性化の推進 Ｂ アクションプランの進行管理 Ｃ 持続可能なエネルギー事業の促進 Ｃ 上小山田地区における資源ごみ処理施
設の整備 Ｄ

道路部長
楠本　啓二

都市づくり部長
神蔵　重徳

都市整備担当部長
須原　和男

下水道部長
大場　信吾

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価
南町田駅・鶴川駅における駅周辺施設
（自由通路）の整備 Ｂ 多摩都市モノレール・小田急多摩線の

延伸検討 Ｃ 町田駅周辺のまちづくりの推進 Ｃ 安心して住める住環境の整備 Ｃ

予防保全型の維持管理に向けた取り組
みの推進 Ｂ 南町田駅周辺地区のにぎわいある拠点

づくり Ｂ 鶴川駅周辺街づくりの推進 Ｂ 総合地震対策整備事業の実施 Ｃ

東京都と協力して行う都市計画道路の
整備 Ｃ 町田薬師池公園四季彩の杜の魅力向上 Ｃ 相原駅西口の生活中心地形成 Ｃ 鶴見川クリーンセンターの増設工事の

推進 Ｃ

会計管理者
髙階　康輔

市民病院事務部長
亀田　文生

議会事務局長
古谷　健司

選挙管理委員会事務局長
古屋　中

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価
財務会計システムの再構築 Ｃ 地域医療支援病院承認基準要件の達成 Ｂ 議場見学の推進 Ｂ 公平・公正な選挙執行体制の確立 Ｃ
会計担当職員の会計事務処理能力の向
上 Ｂ 医療連携の推進 Ｂ 情報発信の拡大 Ｂ 情報発信力の向上 Ｂ

資金管理計画に基づいた効率的な資金
管理 Ｃ 病院機能評価の認定 Ｂ 議事書式集の作成 Ｃ 都議会議員・市議会議員・市長選挙にお

ける職員の負担の軽減 Ｃ

監査事務局長
高橋　修一

農業委員会事務局長
荻原　康義

学校教育部長
北澤　英明

生涯学習部長
中村　哲也

取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価 取り組み 評価

「都市監査基準」に準拠した監査の実施 Ｃ 農地利用集積円滑化事業による農地の
あっせん Ｃ 学校施設・設備整備の計画的推進 Ｃ 生涯学習施設のあり方の検討 Ｃ

専門的知見を活用した監査の実施 Ｃ 農地利用最適化（市街化調整区域） Ｃ 児童・生徒の学力・体力の向上に向けた
取り組みの実施 Ｃ 文化財の保存・活用 Ｃ

職員のスキルアップによる業務の効率
化 Ｃ 農地利用最適化（市街化区域） Ｂ 地域協働による学校づくりの推進 Ｃ 地域づくり型生涯学習の推進 Ｃ

評価基準
Ａ： 当初の目標を大幅に上回る成果を達成した　　Ｂ： 目標水準を上回る成果を達成した　　Ｃ：ほぼ目標水準を達成した　　Ｄ：成果が不十分である　　Ｅ：取り組みが滞っている
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２０１８年度予算について
問財政課☎７２４・２１４９

市民参加型事業評価の

改善プログラムを作成しました
問経営改革室☎７２４・２５０３

会社やお店の広告を載せてみませんか

「資源とごみの収集カレンダー」広告募集
問３Ｒ推進課☎７９７・２７２３

　資源とごみの収集日程をお知ら
せする「資源とごみの収集カレン
ダー」は、毎年９月頃に市内全戸へ
約１９万部を配布しているほか、市
内転入者や転居者、希望者へも配
布しています。
　会社やお店の宣伝にご利用下さ
い。
※掲載できる広告の制限等があり
ます。
対市内または近隣市に事業所を有
する事業主
費１枠５万円（縦３㎝×横１１㎝）
募集枠数２３枠（３枠まで申し込み

　市民の皆さんの声を行政経営・
行政サービスの向上に活用するた
め、２0１7年１１月１８日に市民参加
型事業評価を開催しました。選出
された市民の方と有識者で構成す
る評価人チームが、市の事業担当
者と事業の課題や解決策について
話し合いのうえ、評価をしました。
　評価の結果、８事業すべてが「要

改善」でした。
　評価結果を踏まえ、市では今後
２年間で評価対象事業を改善する
ための取り組みを「改善プログラ
ム」として作成しました。
　改善プログラムの詳細や今後の
取り組みの進捗状況については、
町田市ホームページをご覧下さい。

可）
※市内事業者を優先のうえ抽選で
す。
募集期間６月４日まで
※詳細はお問い合わせ下さい。

事業名 改善プログラムの主な取り組み

公立保育所運
営事業

待機児童の解消に向けた保育所等の整備
医療的ケア児の受け入れ環境の整備
保育所で働く非常勤職員（保育士等）の処遇の改善

木曽山崎図書
館事業

読書スペース等の確保など、木曽山崎図書館の利用環境の見直し
予約図書受け渡しサービスの拡充
全図書館（市内8か所）の効率的・効果的な管理運営手法の方針決定

スポーツ広場
事業

大規模（5000㎡以上）スポーツ広場の、暫定利用から市民が広く利用
できる公の「スポーツ施設」への転換
全25か所あるスポーツ広場共通の利用ルールの作成
スポーツができるすべての市の施設に関する利用方法の情報公開

町田市民バス
運行事業

市民バス事業継続の可否決定
最適なルート・運行計画による運行の開始

地域高齢者支
援事業

若い世代を含めた市民全体に対する周知活動の実施
高齢者見守り支援ネットワークの空白地域の解消

子どもセンタ
ー「ただON」
運営事業

子どもセンターの利用者や地域の支援者などが、企画運営に携わる機
会の創出
子どもセンターを含めた「子どもの居場所」の周知

成人保健指導
事業

市民が事業に参加できない理由の調査及び要因分析の実施
大学・民間事業者等と連携した新たな事業実施

小野路宿里山
交流館事業

地元食材メニューの開発等による、平日・閑散期の来館者増加策の実
施
観光ウォークツアーなど、他自治体や民間団体等との連携事業の実施

　２0１８年度予算は、２月に市長選挙
が行われたため、現下の経済・社会状
況に対応した施策や市民の生活安全
対策等を中心に編成し、３月議会で
可決されました。
　市長の４期目の政策を反映した予
算については、６月補正予算として
編成し、議会に提出します。

２０１８年度予算の全体像
　市の行政サービスの大部分は一般
会計という大きなお財布で経理して
います。
　そのほか、医療や介護保険、市民病

・まちだ○
まる

ごと大作戦１８－２0など
の推進� １億３６１１万円
・南町田駅周辺地区の再整備
� ３３億６９４８万円
・東京２0２0オリンピック・パラリ
ンピック等国際大会のキャンプ地招
致活動や気運醸成� ３４９２万円
○暮らしやすいまちをつくる
・多摩都市モノレールの延伸促進
� ２億８7３7万円
・ごみの資源化施設の整備
� １８億６８２９万円
（２）その他の取り組み
・（新規）中学校給食の予約システム
導入� １５９９万円
・（新規）小中学校教員の負担軽減に
向けた取り組み� １億４４５２万円

院や下水道といった特定の目的を持
つ事業の収支を切り分けて経理する
お財布（特別会計）が５つあります
（図１参照）。

一般会計の年間歳入歳出予算
　歳入では、制度改正により地方消
費税交付金の減が見込まれるもの
の、地方交付税や臨時財政対策債の
増を見込んでいます。
　歳出では、南町田駅周辺地区の再
整備や、障がい者サービス給付事業、
ごみの資源化施設整備に係る経費を
計上しています（図２参照）。

２０１８年度の主な事業と予算額
（１）５ヵ年計画１７－２１における主
な取り組み
○将来を担う人が育つまちをつくる
・待機児童解消のため、保育施設整
備の推進� ６億３８８３万円
・（新規）小学校の英語教育の推進
� 7５９６万円
・学校のＩＣＴ環境の充実
� ４億２１６８万円
○安心して生活できるまちをつくる
・玉川学園コミュニティセンターの
建替� ３億４４５８万円
・がん検診の実施� ２億８５7２万円
・住宅・緊急輸送道路沿道建築物の
耐震化の促進� ４億２４２４万円
○賑わいのあるまちをつくる

歳入歳入 歳出

1465億3188万円
一般会計

1465億3188万円

2589億3324万円（対前年度比△3.3%）総事業費　2589億3324万円（対前年度比△3.3%）

国民健康保険
事業会計

421億1168万円

国民健康保険
事業会計

421億1168万円

介護保険
事業会計
326億

8094万円

介護保険
事業会計
326億

8094万円

病院事業会計　153億3908万円病院事業会計　153億3908万円

後期高齢者医療事業会計
110億4730万円
後期高齢者医療事業会計
110億4730万円

下水道事業会計　112億2235万円

図１　2018年度予算の全体像

図2　一般会計の年間
歳入歳出予算 繰入金

44億1052万円

医療・生活支援のため
778億3323万円

市政運営のため
142億1006万円

教育のため 142億1103万円

保健衛生・環境のため
141億969万円

市税
671億
8910万円

国庫支出金
275億9309万円

※四捨五入による端数処理を行っているため、合計と合致しない場合があります。

都支出金
198億5615万円

市債
83億2500万円

地方消費税交付金
70億4000万円

その他 85億8543万円使用料及び手数料
35億3260万円

道路・公園等整備のため
123億7033万円

市債返済のため
66億5650万円

消防・防災のため
50億2507万円

その他（議会・産業
振興など）のため
21億1597万円

空母ロナルド・レーガン艦載機の厚木飛行場
から岩国飛行場への移駐完了について

問企画政策課☎７２４・２１０３

　３月３0日に、空母ロナルド・レーガ
ン艦載機の厚木飛行場から岩国飛行
場への移駐が完了しました。このこ
とを受け、町田市長は次のとおりコ
メントしました。

　「まず、空母艦載機の移駐を受け入
れる、山口県及び岩国飛行場周辺自
治体へ敬意を表します。
　このたびの空母艦載機移駐により、
町田市を含む厚木飛行場周辺の航空

機騒音が軽減することとなります。
　移駐の実現は、これまで空母艦載
機の騒音により耐え難い苦痛を強い
られてきた多くの市民にとっての悲
願であり、町田市が米軍及び国に対し
て、厚木飛行場周辺市とともに行って
きた、長年にわたる地道な要請活動
が実を結んだものと考えております。
　今後は、米軍及び国に対し、移駐後
の厚木飛行場の運用について明らか
にするよう求めてまいります」
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健康案内健康案内
ご利用下さい
高齢者歯科口腔機能健診
　口

こう

腔
くう

診査とともに、噛
か

む力や飲み
込む力などの摂食嚥

えん

下
げ

機能を、問診
と簡単なテストにより健診します。
対71歳以上の方
日2019年3月31日まで
場町田市の契約歯科医療機関
費500円（生活保護受給・市民税非課
税世帯の方、中国残留邦人等の支援
給付受給証明書を持参の方は無料）
申直接、各契約歯科医療機関へ予約。
※契約歯科医療機関は、お問い合わ
せいただくか、チラシ（各市民センタ
ー等で配布、町田市ホームページで

ダウンロードも可）をご覧下さい。
問保健予防課☎725・5437

募　集募　集
介 護 相 談 員
　介護保険施設等を、月に4～6か所
訪問して相談に応じ、月1回の連絡
会に参加します。
対市内在住の介護相談員養成研修
（7月末～9月中旬にかけて数日間実
施）に参加できる方＝3人
選考1次＝論文、2次＝面接（1次合格
者のみ）
報酬訪問1件につき4000円
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
申募集要項をお送りしますので、4

月23日午後5時までに介護保険課へ
ご連絡下さい（町田市ホームページ
でダウンロードも可）。
問介護保険課☎724・4366

お知らせお知らせ
アクティブシニアの
地域活躍を応援します
　介護に関わるアクティブシニアの
就労を支援します。
【悠々いきいき介護職員初任者研修】
　介護資格（介護職員初任者研修〔旧
ホームヘルパー2級〕）の取得と、キ
ャリアコンサルティングなど就労支
援を行います。
対市内在住のおおむね50歳以上で、
介護施設での就労を希望する方
日6月7日㈭～7月20日㈮、週4日、全
26回
場グランハート町田（山崎町）、特別
養護老人ホーム悠々園（能ヶ谷）
※町田駅からの送迎は応相談。
定20人（選考）
費5400円（テキスト代）
申履歴書と所定の申込書（悠々会〔能

ヶ谷4－30－1〕で配布）に記入し、6
月4日まで（必着）に、郵送またはFA
Xで悠々会（☎737・7288返737・
7289、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

学生納付特例のご案内
　国民年金制度には、20歳以上の学
生で、本人の前年所得が一定額以下
のために、国民年金保険料を納める
ことが困難な場合に、国民年金保険
料の納付が猶予される「学生納付特
例制度」があります。
　学生納付特例の利用を希望する方
は、年度ごとに申請が必要です。
　なお、学生以外の方で、本人、世帯
主及び配偶者の前年所得が一定額以
下の場合に、国民年金保険料の納付
が免除される「納付免除制度」や、50
歳未満の方で本人及び配偶者の所得
が一定額以下の場合に、国民年金保
険料の納付が猶予される「納付猶予
制度」もあります。該当の方はご利用
下さい。
問保険年金課☎724・2127

シニア海外ボランティアとして派遣されました

掲載店募集

（株）久美堂とふるさと納税に関する協定を締結しました
問産業政策課☎724・3296

人事異動 問職員課☎724・2199

　2018年度町田市ふるさと納税「まちだ未来づ
くり寄附」では、「まちなかで親子がゆっくり過ご
せる空間をつくる！」という寄附目的を新たに設
定しています。この目的に賛同し、寄附していただ
いた方への返礼品のひとつとして、市内の飲食店
でお得にランチが楽しめる「ランチパスポート町
田vol.4」（書籍）を用意しました。
　市では、このランチパスポートの発行元である
（株）久美堂と「2018年度町田市ふるさと納税『ま
ちだ未来づくり寄附』の推進に関する協定書」を締
結しました。

【「ランチパスポート町田vol.4」の掲載店を募集しています！】
　協定に基づき「ランチパスポート町田vol.4」に、子ども連れに優しい飲
食店の特集ページを設けます。現在、この特集ページに掲載を希望する飲
食店を募集しています。
※掲載は無料です。各種条件など詳細は町田市ホームページをご覧下さ
い。
申応募用紙（町田市ホームページでダウンロード）に記入し、5月25日ま
で（消印有効）に郵送、FAXまたはEメールで産業政策課（〒194－8520、
森野2－2－22、返050・3101・9615遍mcity3460＠city.machida.tok
yo.jp）へ。

　市内在住の帯金康夫さんが、（独）
国際協力機構（JICA）のシニア海外
ボランティアとして派遣が決まりま
した。その出発の報告のため、3月16
日に市庁舎を訪れ、意気込みを語ら
れました。
　帯金さんは2020年3月までの2年
間、機械工学指導のためベトナムへ
派遣が決まり、出発されました。
　現地でのご活躍を期待しています。

　4月1日付けで次のとおり人事異
動がありました（部長級、カッコ内は
旧職）。

　政策経営部広報担当部長（市民部
市民協働推進課長）若林眞一／政策
経営部次長兼企画政策課長（政策経
営部企画政策課長）田中善夫／政策
経営部経営改革室長（政策経営部秘
書課長）水越祐介／総務部長（政策経
営部経営改革室長）榎本悦次／総務
部次長〔労務担当〕（地域福祉部生活
援護課長）金沢秀人／財務部税務担
当部長（生涯学習部次長兼生涯学習
総務課長）小口充／防災安全部長（防
災安全部次長兼防災課長）篠崎陽彦
／市民部長（総務部次長〔労務担当〕）
今野俊哉／地域福祉部長（選挙管理
委員会事務局課長）神田貴史／経済
観光部北部・農政担当部長併農業委
員会事務局長（経済観光部北部丘陵
担当部長併農業委員会事務局長）荻
原康義／道路部長（防災安全部長）福
田均／都市づくり部長兼多摩都市モ
ノレール推進担当部長（都市づくり
部長）神蔵重徳／都市づくり部都市
整備担当部長（都市づくり部次長兼
都市政策課長）萩野功一／都市づく
り部次長兼公園緑地課長（環境資源
部循環型施設整備課長）守田龍夫／
選挙管理委員会事務局長（下水道部

次長兼下水道総務課長）大曽根政一
／町田市民病院副院長兼麻酔科部長
兼ME機器センター所長兼中央手術
室長（町田市民病院副院長〔救急担
当〕兼麻酔科部長兼ME機器センタ
ー所長兼中央手術室長兼救急処置室
長）櫻本千恵子／町田市民病院副院
長兼消化器内科部長兼内視鏡室部長
兼統括部長兼学術部長（町田市民病
院消化器内科部長兼内視鏡室部長兼
統括部長）和泉元喜／町田市民病院
副院長兼脳神経外科部長兼集中治療
室長兼救急処置室長（町田市民病院
脳神経外科部長兼集中治療室長）古
屋優

退職者（3月31日付け）

　谷博夫（政策経営部広報担当部長）
／西澤哲郎（総務部長）／宮崎慶三
（財務部税務担当部長）／関口高史
（市民部長）／叶内昌志（地域福祉部
長）／宇野一男（環境資源部次長兼3
R推進課長）／楠本啓二（道路部長）
／須原和男（都市づくり部都市整備
担当部長）／瀬戸口幸則（都市づくり
部次長兼建築開発審査課長）／古屋
中（選挙管理委員会事務局長）／羽生
信義（町田市民病院副院長〔研修・研
究担当〕兼学術部長兼外科部長兼治
験支援室長）

※
写
真
は
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

教育委員会が新制度に移行します
問教育総務課☎724・2172

　2015年4月1日に施行された
「地方教育行政の組織及び運営に
関する法律の一部を改正する法
律」により、教育委員会制度が変わ
りました。
　これまで町田市教育委員会は、
法律の経過措置に基づき、坂本教
育長の前任期が満了するまで旧制
度の体制を継続していましたが、
今回の坂本教育長の再任に伴い、
新制度へ移行します。教育長は、教

育委員長と教育長を一本化した新
「教育長」となりました。
　新たな教育委員会の構成は次の
とおりです（敬称略）。

役　職 氏　名
教育長 坂本　修一

教育長職務代理者 佐藤　　昇
委　員 森山　賢一
委　員 八並　清子
委　員 坂上　圭子

坂本修一氏が教育長に再任
　3月23日に開かれた市議会本会議での同意を得
て、教育長に坂本修一氏が4月1日付けで再任しま
した。任期は2021年3月31日までです。
　坂本氏は1954年生まれ、63歳。1978年に町田
市役所入庁、学校教育部指導課副参事、財務部長、
学校教育部長を歴任し、2014年4月から4年間、教
育長を務めました。
問教育総務課☎724・2172
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お知らせお知らせ
高齢者在宅サービスセンター（公設
デイサービス）等の
指 定 管 理 者 募 集
　高齢者在宅サービスセンター（公
設デイサービス）及び高齢者福祉セ
ンターふれあい桜館の指定管理者を
募集します。
対象施設小山田高齢者在宅サービス
センター、つくし野デイサービスセ
ンター、デイサービス鶴川、デイサー
ビス森野、デイサービス南大谷、玉川
学園高齢者在宅サービスセンター、
本町田高齢者在宅サービスセンタ
ー、デイサービス忠生、デイサービス
三輪、デイサービス榛名坂、デイサー
ビス高ヶ坂、デイサービスあいはら、
高齢者福祉センターふれあい桜館
申5月7日～11日に、直接高齢者福
祉課（市庁舎1階）へ。
※詳細は募集要項（高齢者福祉課で
配布）をご覧下さい（町田市ホームペ
ージでダウンロードも可）。
※募集要項の配布及びダウンロード
は、4月16日～5月11日午後5時で
す。
【説明会を開催します】
日4月19日㈭午前11時から1時間程
度
場市庁舎
申4月16日～18日午後5時にFAXま
たはEメールで高齢者福祉課（返
050・3101・6180遍mcity3520@
city.machida.tokyo.jp）へ。

◇
問高齢者福祉課☎724・2141
高齢者へのごみ袋の配付
対象者を変更します
　市では、高齢者の経済的負担を軽
減するため、年に1回、一定枚数のご

み袋を配付します。
　今年度から対象者が変更となりま
したのでご確認下さい。
対4月1日現在、市内在住の70歳以
上の方がいる世帯で、かつ世帯員全
員の平成29年度市・都民税が非課税
の世帯
※4月2日以降、転入・転出した方、生
活保護受給者、税申告が未申告等で
税情報のない方は対象外です。
※6月から7月末までに順次ご自宅
へお届けします。
※配付枚数等の詳細は、今後の本紙
等でお知らせします。
【配付後の交換について】
　配付されたごみ袋の大きさや種類
の交換を希望する方は、原則未開封
の状態（10枚単位）で等量交換がで
きます。
交換窓口高齢者福祉課（市庁舎1階）
臨時交換窓口6月23日㈯午前9時～
午後3時＝鶴川市民センター、6月
27日㈬午前9時～午後3時＝JA町田
市堺支店、6月30日㈯午前9時～正
午＝南市民センター、6月30日㈯午
後1時～4時＝なるせ駅前市民セン
ター、7月7日㈯午前9時～午後3時
＝木曽山崎コミュニティセンター
※市民センター等での交換は、今年
度で終了となります。
問高齢者福祉課☎724・2141

成年後見制度利用支援
　市では、成年後見制度の利用が必
要な方で、申立費用及び後見人等へ
の報酬の支払いが困難な場合、その
費用を市が負担します。
※保険者等が町田市以外の方、市町
村長の審判請求により成年後見人等
が付された方及び任意後見制度は対
象外です。
【申立費用の助成】
対次のすべてに該当する成年後見制
度の利用開始の審判請求をされる方　

①生活保護を受給中、または準じて
いる②申立対象者の住民票が町田市
にある③自身について申し立てを行
う④申請日の翌月末までに必ず家庭
裁判所へ申し立てを行う
内申し立て後に、申立費用のうち、診
断書料・収入印紙代・郵送費・鑑定費
用を助成（予算額に達した場合は受
付終了）
【報酬費用の給付】
対次のすべてに該当する被後見人等
の方　①生活保護を受給中、または
準じている②住民票が町田市にあ
る、または施設等への入所、入居等に
伴って市外に転出した方で保険者等
が町田市となっている③他の助成の
対象とならない④当該年度を含む直
近1年間以内の分の報酬付与の申し
立てを、2019年1月9日～31日の間
に必ず家庭裁判所へ行う
内報酬費用を被後見人等へ給付（該
当者の人数により金額が変動）
申申込要項（福祉総務課〔市庁舎7
階〕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、必要書類
を5月1日～12月10日（必着）に直接
または郵送で福祉総務課へ。詳細は、
町田市ホームページをご覧いただく
か福祉総務課へお問い合わせ下さ
い。
問福祉総務課☎724・2537
小・中学校でかかる費用の
一部を援助しています
　お子さんを小・中学校に就学させ
ることが困難な、経済的にお困りの
家庭の保護者に対して、学校でかか
る費用の一部を援助しています。
　また、市内在住で町田市立以外の
小・中学校（義務教育学校前期・後期
課程及び中等教育学校の前期課程を
含む）及び私立小・中学校に在籍の方
も申請できます。
　なお、小学1・4年生、中学1年生のお
子さんがいる方は、前年度受給され
ていても改めて申請が必要です。
【就学援助費】
対①生活保護を受けている方②世帯
全員の2017年中の合計所得の合算
が一定の基準額を超えない方
内学用品通学用品費・入学準備金・給
食費・修学旅行費等の援助
※町田市立小・中学校以外に在籍の
方は、給食費は対象外です。
【就学奨励費】
対町田市立小・中学校の特別支援学
級に在籍する児童・生徒の保護者
内学用品通学用品費・入学準備金・給
食費・修学旅行費・宿泊訓練費等の援
助（世帯の所得により援助の内容が
異なる）
※通級指導学級在籍の方には、通級
費のみを支給します。

◇
申4月27日までに直接学校または学
務課（市庁舎10階、郵送も可、4月30
日消印有効）へ。
問学務課☎724・2176

ひなた村プログラムサービス
【7月1日～20日分申し込み】
　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5月13日午前10時～10時30分に
電話でひなた村へ。
【プログラムサービス夏季利用案内
～子ども会等活動支援事業】
対市内の子ども会、クラス会、青少年
のサークル等
日7月21日～8月31日（月・火曜日を
除く）
※開催日とは別日程で打ち合わせが
必要です。
時間昼の部＝午前10時～午後3時、
夜の部＝午後4時～8時30分
内キャンプファイア、野外炊飯、遊
び、工作等の指導（キャンプファイア
を除く出張指導も有り）
費材料費
申往復ハガキに団体名・希望日（第3
希望日まで）・希望の部・参加予定人
数（小学生・中学生・青年〔高校生以上
20歳未満〕・大人に分けて記入）・代
表者の住所・氏名・電話番号、返信用
にも代表者の宛先を明記し、5月16
日まで（必着）にひなた村（〒194－
0032、本町田2863）へ（重複申し込
みは無効）。
※実施日・打ち合わせ日は、ひなた村
で決定します。

◇
問ひなた村☎722・5736
5月15日から受付開始
住宅バリアフリー化改修
工 事 助 成 金
　住宅のバリアフリー化のための改
修工事に対する助成制度です。市内
事業者が施工する改修工事が対象で
す（既に契約や着工している工事は
助成の対象外）。
　その他制度の詳細は、住宅課へお
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。
受付期間5月15日㈫～30日㈬
※予定件数を超えた場合は抽選で
す。
問住宅課☎724・4269
実施します
環境に関するアンケート
　市では、環境施策を進める計画と
して「第二次町田市環境マスタープ
ラン」を策定し、計画に基づいた施策
の進み具合や目標の達成状況などを
毎年、点検・評価しています。
　2017年度の点検・評価を行うに
あたり、市民の皆さんに環境につい
ての意識や、市の環境施策に対する
ご意見などをお聞きする「環境に関
する市民アンケート」を実施します。
市内在住の方3000人を対象に、4月
中旬からアンケート用紙を郵送しま
すので、ご協力をお願いします。
問環境政策課☎724・4386

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１３5

　このところ、毎日のように、ヒヨド
リの群れが青空をバックに北へ移動
しています。春の渡りです。桜の季節
からつつじの季節になり、初夏をむ
かえようとしています。草花では、ム
ラサキケマンやキランソウ、カキド
オシ、タチツボスミレにスミレも参
加して、散歩の足元が華やいできま
した。
　3月末には、アオジやアカハラの
囀
さえず

りが聞かれました。今は山地や高
原に移動しています。ツグミはまだ
居残っています。そんな中、ツミ（小
型の鷹類）の鳴き声が、鶴川団地や広
袴・真光寺地域に響いています。
　さて、子育て施策、児童福祉施策の
一環としての保育事業について述べ
たいと思います。4月になり、今年
も、待機児童の問題は首都圏の各自
治体の課題になっています。町田市
も、ここ10年ほど、重点施策の一つ
として取り組んできましたが、この
4月時点での待機児童の数は、151
人で、80人ほど減少し、近年では最
も少ない待機児童数になりました。
　その大半は0、1、2歳児です。
2018年度も引き続き保育所を整備

します。そのうち、新設の保育所は、
10か所。すべて、0、1、2歳児対応で、
ビルの1階等を利用した小規模保育
所です。
　子どもクラブ（児童館）の整備につ
いては、今年の1月に木曽地区に「き
そっち」がオープンしましたが、今年
度は、小山地区に整備します。大型の
児童館の「子どもセンター」の地域的
な補完をするのが子どもクラブ＝児
童館です。
　子どものための施策は、このほか
にもさまざまなものがありますが、
個人的には、足元の小さなスミレな
どの草花にも足を止めて見る、そう
いうまなざしの子どもが多く育って
ほしいと思います。

アカハラ

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
町田市廃棄物減
量等推進審議会

4月26日㈭午後
6時～8時

市庁舎2階会
議室2-1

10人
（申し込み順）

4月25日午後5時までに電話で
環境政策課（☎724・4379）へ

町田市自殺対策
推進協議会

5月10日㈭午後
2時~3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

町田市町区域の
新設に関する市
民懇談会

5月17日㈭午後
7時から2時間
程度

鶴川市民セ
ンターホール

20人
（申し込み順）

事前に電話で土地利用調整課
（☎724・4254）へ
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援農ボランティア育成事業補助金を4月27日まで募集しています。詳細は、町田市ホームページをご覧下さい。 問農業振興課☎724・2166

お知らせお知らせ
春号を発行しました！～講座・イベ
ント情報誌

生涯学習ＮＡＶＩ　好き! 学び!
　市内や近隣で４月～６月に催され
る講座・イベント等の情報を掲載し
ています。「みんなの学ビバ！！」で
は、情報ページに載せきれない学び
の機会などを紹介しています。
　また、「講座・イベント体験レポー
ト」では、市民編集委員が実際に講座
等に参加し、その様子を紹介してい
ます。
配布場所市庁舎、各市民センター、各
市立図書館等
※町田市ホームページでもご覧いた
だけます。
問生涯学習センター☎７２８・００７１

町 田 市 自 然 休 暇 村 
夏 期 利 用 申 し 込 み
　町田市自然休暇村の夏期利用の抽
選申込を受け付けます。
※２泊３日での申し込みとなります。
１泊、３泊の場合は、抽選後の受け付
けとなります。
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
利用日本館＝①７月２９日～３１日②７
月３１日～８月２日③８月２日～４日④
８月４日～６日⑤８月６日～８日⑥８月
８日～１０日⑦８月１０日～１２日⑧８月
１２日～１４日⑨８月１４日～１６日⑩８
月１６日～１８日⑪８月１８日～２０日　
キャビン＝⑫７月２８日～３０日⑬７月
３０日～８月１日⑭８月１日～３日⑮８
月３日～５日⑯８月５日～７日⑰８月７
日～９日⑱８月９日～１１日⑲８月１１
日～１３日⑳８月１３日～１５日㉑８月
１５日～１７日㉒８月１７日～１９日
申「自然休暇村夏期利用申込」と書
き、利用施設（本館／キャビンの別）・
利用希望日の番号（第３希望まで可）
・利用予定人数（大人〔中学生以上〕・
小学生・幼児〔寝具利用の有無〕）・代
表者住所（市内在勤・在学の方はその
旨を明記）・氏名・電話番号、キャビン
申し込みの方は「ペット連れの有無」
「動物アレルギーの有無」を明記し、５
月３１日まで（必着）にハガキ、ＦＡＸま
たはＥメール（１グループ１通、重複申
込は無効）で町田市自然休暇村（〒
３８４－１４０３、長野県南佐久郡川上村
秋山５３－１５、返０２６７・９９・２２４０遍ｉ
ｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａｋｙｕｋａｍｕｒａ．ｊｐ）へ。
※施設の詳細・利用料等は町田市自
然休暇村ホームページをご覧いただ

くか、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４９・５０ページをご覧下さい。
問自然休暇村☎０２６７・９９・２９１２
生涯学習センター～募集します

家 庭 教 育 支 援 学 級 生
【スマイルママプロジェクト　学ぼ
う！活かそう！伝えよう！】
対市内在住の、子育て中で家庭教育
に関心のある方
日５月２９日～２０１９年２月、午前１０
時～正午、全１７回（予定）
※５月２９日㈫は保育希望者の保育面
接及び保育オリエンテーション、６
月５日㈫は全体オリエンテーション
を行います。日程等の詳細は全体オ
リエンテーションで説明します。
場同センター
内手作りおもちゃ、料理、音を使った
遊び、親子ひろばの企画運営等
定２５人（抽選）
費９００円程度（おやつ代、保育希望者
のみ）
※別途材料費等の実費が必要です。
申ハガキまたは用紙（様式は不問）
に、家庭教育支援学級と書き、住所・
氏名（ふりがな）・電話番号・子どもの
年齢・保育希望者（６月１日現在８か月
以上の未就学児、２０人まで）は子ど
もの名前（ふりがな）・生年月日を明
記し、５月１１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

指定管理者を募集します
【①町田市ふるさと農具館】
対町田市ふるさと農具館またはこれ
に類する施設における管理業務の実
績を有する法人、その他の団体
対象施設町田市ふるさと農具館（野
津田町２２８８番地）
指定期間２０１９年４月１日～２０２４年
３月３１日（５年間）

【②町田市七国山ファーマーズセン
ター】
対町田市七国山ファーマーズセンタ
ーまたはこれに類する施設における
管理業務の実績を有する法人、その
他の団体
対象施設町田市七国山ファーマーズ
センター（野津田町３４９７番地１）
指定期間２０１９年４月１日～２０２２年
３月３１日（３年間）

◇
※募集要項・仕様書・申請書は、４月
１６日から農業振興課（市庁舎９階）で
配布します（募集要項・仕様書は町田
市ホームページでダウンロードも可）。
申５月１４日～１８日に直接農業振興
課へ（郵送不可）。
○説明会を開催します
日①について＝４月２５日㈬午後２時
から②について＝４月２４日㈫午前
１０時から
場①ふるさと農具館②七国山ファー
マーズセンター
申募集要項内にある参加申込書に記
入し、４月２０日午後５時までにＦＡＸ
またはＥメールで農業振興課（返
０５０・３１０１・９９１３）へ。
※Ｅメールアドレスは募集要項をご

覧下さい。
問農業振興課☎７２４・２１６６
４月２２日は

マイナンバーカードの 
手 続 き が で き ま せ ん
　マイナンバーカード（個人番号カ
ード）は、市民課（市庁舎１階）で、月
～金曜日（祝休日を除く）と第２・４日
曜日に交付しています。
　４月２２日㈰は、全国システムがメ
ンテナンスにより休止するため、マイ
ナンバーカードの交付を行うことが
できません。また、住所異動に伴う同
カードに関する各種手続き（継続利
用・券面事項の変更等）、電子証明書
に関する手続きも行うことができま
せん。ご理解ご協力をお願いします。
※コンビニ証明書自動交付サービス
は通常どおりご利用いただけます。
問市民課☎７２４・２１２３
多摩都市計画道路３・１・６号南多摩
尾根幹線（多摩市聖ケ丘五丁目～南
野三丁目間）建設事業

特例環境配慮書に係る 
見解書の縦覧・閲覧及び
都 民 の 意 見 を 聴 く 会

【縦覧・閲覧】
日４月２０日㈮～５月９日㈬、午前９時
３０分～午後４時３０分（土・日曜日、祝
休日を除く）
場環境保全課（市庁舎７階）、市政情
報課（市庁舎１階）、多摩市環境部環
境政策課、稲城市市民部環境課、東京
都環境局総務部環境政策課、東京都
多摩環境事務所管理課

【都民の意見を聴く会】
　公述人の申出がない場合は中止と
なります。事前に東京都環境局総務
部環境政策課審査担当（☎０３・５３８８
・３４５３）へお問い合わせ下さい。
日５月２９日㈫午前１０時開始（午前９
時４５分から傍聴券を配布）
場永山公民館ベルブホール（多摩市
永山１－５）

【都民の意見を聴く会の公述人を募
集します】
　１人１５分以内で環境保全の見地か
ら意見を述べていただきます。
定２５人程度（抽選）
申住所・氏名・電話番号・事業名「多摩
都市計画道路３・１・６号南多摩尾根幹
線（多摩市聖ケ丘五丁目～南野三丁
目間）建設事業」・公述要旨を明記し、
４月２６日～５月１０日（消印有効）に、
直接または郵送（様式自由）で東京都
環境局総務部環境政策課審査担当
（〒１６３－８００１、新宿区西新宿２－８
－１、☎０３・５３８８・３４５３）へ。
問環境保全課☎７２４・２７１１

催し・講座催し・講座
高齢運転者安全運転教室
　町田ドライヴィングスクールの教
官による実車指導のほか、動体視力
測定やシミュレーターによる講習も
行います。
※運転免許証の更新時に受講する講
習とは異なります。
※同スクールの送迎バスをご利用い
ただけます。送迎バスのルート、時間
等の詳細は、同スクールホームペー
ジをご覧下さい。

対市内在住の車を運転する６５歳以
上の方
日①５月１７日㈭②６月２０日㈬、午前
９時１０分～午後０時３０分
場同スクール（南大谷１－５５）
内交通安全講話、運転適性検査、運転
実習等
定各２４人（申し込み順）
申４月１７日正午から①５月６日まで
②６月１０日までにイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード１８０４１７Ｅ（①②共通）へ。
問市民生活安全課☎７２４・４００３
春のゲートボール

初 心 者 教 室
　用具の持ち方からゲームの基本的
な進め方まで学べます。
※運動のできる服装でおいで下さい
（用具の貸し出し有り）。
対市内在住の両日参加できるゲート
ボール初心者
日５月９日㈬、１０日㈭、午前９時３０分
～午後３時３０分（予備日１１日）、全２
回
場芹ヶ谷公園
申所定の用紙（町田市ゲートボール
協会に有り）に記入し、５月２日午後３
時までに直接同協会（せりがや会館
内、☎７２２・２２５３）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
町田市女子

ゲ ー ト ボ ー ル 大 会
対市内在住のゲートボール愛好者で
編成する女性チーム
日５月２４日㈭午前９時～午後４時（予
備日は２５日）
場木曽山崎グラウンド
申所定の用紙（町田市ゲートボール
協会に有り）に記入し、５月９日午後３
時までに直接同協会へ。
※同協会未登録の場合は、同協会（せ
りがや会館内、☎７２２・２２５３）へご
相談下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
脳いきいき教室

みんなで１０歳脳力アップ！
　プログラム終了後も、グループの
仲間と活動を継続することを目指し
ます。
対原町田・森野・中町・旭町・木曽東１
－１～３にお住まいの６５歳以上で、
全回参加できる方
日①事前講演会＝５月９日㈬午前１０
時～正午②プログラム（全５回）＝５
月１６日～６月１３日の水曜日、午前
１０時～正午
場せりがや会館
内①認知症を予防するための生活習
慣等についての講話、脳の健康度テ
スト②旅行の計画（旅程）を考え、実
施することを通じて、知的機能を積
極的に使う習慣を身に着け、認知症
を予防する
講①（特）認知症予防サポートセンタ
ー職員②高齢者支援センター職員
定１５人（申し込み順）
費９００円
申４月１６日午前９時～５月２日午後４
時に電話で町田第１高齢者支援セン
ター（☎７２８・９２１５）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

戸 籍 証 明 書 の コ ン ビ ニ 
での自動交付サービスを
一 時 休 止
　システムメンテナンスのため、
４月２５日㈬午後７時～１１時は、コ
ンビニエンスストアでの戸籍証明
書の自動交付サービスを一時休止
します。住民票、印鑑登録証明書、
課税・非課税証明書は、通常どおり
取得できます。
※戸籍証明書の自動交付サービス
の再開は、４月２６日㈭午前６時３０
分からです。
問市民課☎７２４・２８６４
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4月1日～30日「町田市職員募集」 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

町田市文化芸術パートナーシップ協定事業

音楽座ミュージカル「ホーム」ホームタウン公演
問公演内容について＝町田市民ホール☎７２８・４３００、
その他について＝文化振興課☎７２４・２１８４　　　　　

緑のカーテンで快適に夏を過ごしませんか

ゴーヤの苗を配布します
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

４月２９日㈷　第４１回武相マラソン大会開催

交通規制・選手走行にご協力を
問武相マラソン大会事務局☎７９９・１１００、町田市スポーツ振興課☎７２４・４０３６

第１５回　鶴見川・泳げ鯉のぼり
問下水道総務課☎７２４・４２８７

　家族の在り方を通して昭和を描い
たオリジナルストーリー。
対５歳以上の方（小学生以下は保護
者同伴）
日６月２２日㈮午後６時３０分開演、２３
日㈯、午後１時開演、６時開演、２４日
㈰午後１時開演
場町田市民ホール
定各８００人（申し込み順）
費Ｓ席８６４０円（全席指定）
申電話で町田市民ホールへ。保育希
望者（有料、６か月以上の未就学児、
申し込み順）は併せて申し込みを。
※かわせみオンラインチケットによ

るインターネット予約でも申し込め
ます（保育の申し込みは不可）。詳細
は町田市民ホールホームページをご
覧下さい。
※チケットは一般のチケット販売業
者でも販売しています。

　市は、節電意識の啓発を目的に、快
適に夏を過ごせるよう、ゴーヤなど
のつる性植物を窓辺に伝わせた緑の
カーテンの普及を進めています。苗
の配布はいずれも事前申込制です。
①市民向け苗の無料配布
日５月１２日㈯、１３日㈰、午前１０時～
正午、午後１時～３時
場市庁舎正面玄関前
※市庁舎立体駐車場は有料です。
配布数３０００苗（１世帯３苗まで、申し
込み順）
②団体向け苗の無料配布
対市内の町内会・自治会、社会福祉法
人等の施設、有志の団体
日５月１４日㈪午前９時３０分～午後３時
場下小山田苗

びょう

圃
ほ

（下小山田町、駐車
場有り）
配布数３０００苗（町内会・自治会＝
３００苗〔１００世帯分〕まで、施設・団体
＝３０苗まで、いずれも申し込み順）
③緑のカーテン普及の協力商店会向
け苗の無料配布
対イベントやお祭りで、ゴーヤの苗
を配布し、緑のカーテン普及に協力
いただける市内商店会
日Ａ＝５月１２日㈯、１３日㈰、午前１０
時～正午、午後１時～３時、Ｂ＝５月１４
日㈪午前９時３０分～午後３時
場Ａ＝市庁舎正面玄関前、Ｂ＝下小山
田苗圃
配布数２４００苗（１団体６００苗まで、

申し込み順）
※Ａ・Ｂいずれかでの配布です。詳細
は、申込者宛てに連絡します。
④緑のカーテン作り方講習会
　初めての方でも安心して取り組め
るよう、下小山田苗圃スタッフが分
かりやすくお伝えします。
日５月９日㈬、午前１０時～１１時、午後
１時３０分～２時３０分（各回とも同一
内容）
場忠生公園自然観察センター
※公共交通機関をご利用下さい（駐
車場に限り有り）。
定各３０人（申し込み順）

◇
申４月１８日正午～５月８日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８０４１８Ａへ。
※往復ハガキでも申し込めます。住所
・氏名・電話番号・申し込む項目の番
号（①～④）、②③は「名称、希望苗数」
を、④は「午前／午後の希望」を書き、
返信用にも宛先を明記し、５月８日ま
で（必着）に環境・自然共生課（〒１９４
－８５２０、森野２－２－２２）へ（１枚の往
復ハガキで、複数項目に申し込み可）。

　武相マラソン大会は、例年約２０００人が参加し、一般道を走ります。当日
は午前９時～午後１時ごろまで、交通規制が行われます。
　選手の走行にご協力いただき、ご声援をお願いします。
※交通規制の詳細は、町田警察署（☎７２２・０１１０）へ。
日４月２９日㈷午前８時２０分開会、スタートは、ハーフの部＝午前９時、８㎞の
部＝午前９時４０分（雨天実施、荒天中止）
※参加申し込みの受け付けは終了しています。

　大形のぼり旗３８本が立ち並ぶ中、約
２００匹もの鯉のぼりが川を渡ります。
日程４月２８日㈯～５月５日㈷
場鶴見川「参道橋」上流付近
交通小田急線鶴川駅から野津田車庫行
きバス、または町田駅から本町田経由
野津田車庫行きバスで「田中入口」下車
※詳細は鶴見川育成会（☎７３５・
３４１３）へお問い合わせ下さい。

町田市スポーツ施設整備構想懇談会

提言書が提出されました
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

ゴールデンウィークはＦＣ町田ゼルビアを応援しに行こう

ＦＣ町田ゼルビアが「町田市民感謝デー」を開催します
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

　市では、スポーツ施設において、
「見る」スポーツの場として求められ
る機能の充実及び向上を図るため、
「町田市スポーツ施設整備構想懇談
会」を設置し、２０１７年１１月から３月
まで４回開催しました。
　この懇談会は、学識経験者、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、３月
に川崎登志喜会長から意見をとりま
とめた提言書が提出されました。
　この提言書は、２０１９年度からの

「（仮称）町田市スポーツ推進計画１９
－２８」策定の参考にします。

　開幕から元Ｊ１チームを相
手に５戦無敗と好調なスター
トを切ったＦＣ町田ゼルビア。
　ゴールデンウィークに、手
頃な価格で試合観戦ができる
「町田市民感謝デー」を開催し
ます（対横浜ＦＣ戦）。スタジア
ムを青く染めて、町田のパワ
ーでゼルビアを勝利に導きま
しょう。
対市内在住の方
日５月６日㈰午後４時キックオ
フ
場市立陸上競技場
費ホーム自由席＝大人５００
円、小学生～高校生１００円
※事前に申し込みをした場合
の割引価格です。
申５月４日までに、右記ＱＲコー
ドから申し込みのうえ、当日スタジアム総合案内所で観戦入
場券を購入（定員に達し次第終了）。
※詳細はＦＣ町田ゼルビア公式ホームページをご覧下さい。

鎌
倉
街
道

芝溝街道

神奈中
野津田車庫

綾部原トンネル

小野路
駐在所

ＫＤＤＩ

多摩市総合福祉センター

多摩丘陵病院

園芸センター

多摩清掃工場
東京国際
ゴルフ倶楽部

小山田緑地
小山田
小学校

小山田駐在所

町田リサイクル
文化センター

町
田
街
道

日大三
中・高

1周目左折

野津田公園
スタート

給水所

トイレ
（公園内）

5㎞地点

16.5㎞関門
18㎞関門

9.8㎞関門

15㎞地点

常盤駐
在所北

桜美林学園東

馬駈 図師大橋 図師

並木

新袋橋

小野路

別所

多摩南野

多摩市総合福祉
センター前

日大三高
入口

給水所
トイレ

給水所
トイレ

市立
陸上競技場

多摩卸売
市場前

フィニッシュ

給水所

※大会の詳細は、町田市ホームページでご覧いただけます。

コース案内図（ハーフ）

提言書を手渡す川崎会長（右）
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鶴見川流域水マスタープラン関連イ
ベント

鶴見川源流こども交流会
【交流プログラム】
　鶴見川源流の水辺に、流域の市民
・企業・行政が集って情報交換を楽
しみ、子どもたちは調整池での魚捕
りや水族館イベントで流域交流を深
めます。
※直接会場へおいで下さい。
日５月１３日㈰午前１１時３０分～午後
２時３０分（雨天中止）
場上小山田みつやせせらぎ公園

【源流植樹ウォッチング】
　源流保水の谷戸山を巡り、記念植
樹を体験します（約４㎞）。
※都合により内容が変更になる場合
もあります。
対小学４年生以上の方（小学生は保
護者同伴）
日５月１３日㈰午前９時～正午、集合
は上小山田みつやせせらぎ公園（雨
天中止）
定５０人（申し込み順）
費５００円（保険代含む）
申参加者全員の住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・年齢・性別を明記し、
５月８日まで（必着）に、ハガキ、ＦＡＸ
またはＥメールで、（特）鶴見川源流
ネットワーク事務局（〒１９４－
０２０４、小山田桜台２－４－１４－
１０５、返８６０・０８３０遍ｇｅｎｒｙｕｓａｉ－
２０１８＠ｏｆｆｉｃｅ．ｅｍａｉｌ．ｎｅ．ｊｐ）へ（鶴見
川源流ネットワークホームページで
申し込みも可）。
問同事務局☎７９８・２６９３、町田市下
水道総務課☎７２４・４２８７

絵本の読み聞かせ講座
（ 基 礎 編 ）
対市内の小学校で読み聞かせをして
いる（予定も含む）保護者の方
日５月１８日㈮、２２日㈫、午前１０時１０
分～正午（各日とも同一内容）
場中央図書館
内絵本の選び方、読み聞かせ方等
※昨年度と同じ内容ですので、昨年
度受講した方はご遠慮下さい。
定各３０人（抽選）
申往復ハガキ（１人１枚）に、住所・氏
名（ふりがな）・電話番号・お子さんの
通っている小学校名・希望日（第１・２
希望、どちらでも可の場合はどちら
でも可と記載）、返信用にも宛先を明
記し、４月３０日まで（必着）に中央図
書館児童担当（〒１９４－００１３、原町
田３－２－９）へ。
問中央図書館☎７２８・８２２０
子育てママのための

カ ラ ダ メ ン テ ナ ン ス
　保育付きですので、お子さんを預
けてご参加いただけます。
対６か月～２歳のお子さんがいる女
性
日５月１５日㈫午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
内ストレッチ、ヨガ等のエクササイ
ズ
講フィットネスコーチ・池田美帆氏
定８人（申し込み順）
申４月１７日正午～５月８日にイベン

トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８０４１７Ｄへ。保育
希望者（６か月以上の未就学児、申し
込み順に８人）は、５月１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
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ

公 開 講 座
【①まちだ市民国際学～国連政策　
ＳＤＧｓを中心に】
　貧困のない「つづく社会」を目指
し、２０１５年に国連が制定した「持続
可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」。ＳＤＧｓが
より良い未来への希望の目標であり
続けられるのか、それとも埋没して
しまうのか。私たち市民の取り組み
にかかっています。
日５月１０日㈭午後７時～９時
講（一社）ＳＤＧｓ市民社会ネットワー
ク専務理事・稲場雅紀氏

【②環境学～流域で豪雨・水土砂災害
を考える　台風・線状降水帯にそな
えて】
　地球温暖化の影響で、近年ゲリラ
豪雨や台風の直撃等による土砂災害
が増えています。防災について一緒
に考えてみませんか。
日５月１６日㈬午後２時～４時
講慶應義塾大学名誉教授・岸由二氏

【③町田の歴史～新選組が市域の人
びとにもたらしたもの　新選組と多
摩のつながり】
　幕末に白刃を振るって京都で活躍
した近藤勇と土方歳三。その２人と
懇意な間柄だった小野路村の小島鹿
之助は、２人に思想的な影響を与え
ました。小島家に残された資料から、
多摩地区に伝わった新選組の情報と
その影響について考えます。
日５月２９日㈫午後６時３０分～８時３０
分
講小島資料館館長・小島政孝氏

◇
場同センター
定①４０人②③１０８人／申し込み順
申①４月１５日午前９時から電話で同
センターへ（受付時間＝４月２３日を
除く午前９時～午後５時）②４月１９日
正午～５月１０日にイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード１８０４１９Ｃへ③１次受付＝４月
１５日正午～１８日午後７時にイベシ
スコード１８０４１９Ｂへ／２次受付＝４
月１９日正午～５月２０日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスへ。
問同センター☎７２８・００７１
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）。

【多色使いのオリジナルストールを
つくりましょう】
　織物に透かし模様をつけるオパー
ル加工を用いて、夏でも使えるスト
ールを染め上げます。
対中学生以上の方
日６月２日㈯午前１０時～午後３時
場町田市生涯学習センター

講女子美術大学芸術学部非常勤講師
・眞田玲子氏
定１５人（抽選）
費５０００円（材料費含む）
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、５月８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
開催します

まちエコ・フリーマーケット
　家庭で不用になった物をリユース
（繰り返し使う）するフリーマーケッ
トを開催します。包丁研ぎもありま
す（正午まで）。
日５月１３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
※混雑時は、駐車できない場合もあ
ります。
※詳細は、（一財）まちだエコライフ
推進公社（☎７９７・９６１７）へお問い
合わせいただくか、同公社ホームペ
ージをご覧下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
暮らしのセミナー～はじめよう！あ
なたから地球にやさしい暮らしを！！

新しい消費のカタチを 
考 え て み よ う

【①はじめてみませんか？エシカル
消費～環境・食べもの・エネルギーの
今とこれからを考える】
日５月１０日㈭午前１０時～正午
講（公社）日本消費生活アドバイザー
・コンサルタント・相談員協会　　
河嶋信子氏、安部泉氏

【②食料をムダにしない暮らし、そして
持続可能な社会へ～一人ひとりが「も
ったいない」を意識して行動しよう】
日５月１７日㈭午前１０時～正午
講（特）持続可能な社会をつくる元気
ネット事務局長・鬼沢良子氏

【③あなたは資源やエネルギーをム
ダにしていませんか？～町田市のゴ
ミの実状とプラスチックの５Ｒの必
要性を学ぶ】
日５月２４日㈭午前１０時～正午
講（特）持続可能な社会をつくる元気
ネット事務局長・鬼沢良子氏、消費生
活センター運営協議会

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
定各４０人（申し込み順）
申４月１７日正午から①５月５日まで
②５月１２日まで③５月１９日までに、
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード①１８０４１７Ａ
②１８０４１７Ｂ③１８０４１７Ｃへ。保育希
望者（１歳以上の未就学児、申し込み
順に各６人）は併せて申し込みを。
問消費生活センター☎７２５・８８０５
町田茶道会・町田市観光おもてなし
協働事業

新緑の薬師池を楽しむ茶会
　東京都指定有形文化財の旧荻野家
住宅前でお茶会を行います。
日４月２８日㈯午前１０時～午後３時
３０分
場町田薬師池公園　四季彩の杜・薬師
池　旧荻野家住宅前

費大人３００円、４～１２歳１００円（３歳
以下無料）
問町田茶道会☎７７９・０２５３、町田市
観光まちづくり課☎７２４・２１２８
国際版画美術館

リ ト グ ラ フ 一 日 教 室
対１５歳以上の初心者（中学生は不可）
日５月２５日㈮、２６日㈯、午前１１時～
午後４時（各日とも同一内容）
場同館
内単色刷りの小品（約１５㎝×２０㎝）
を制作しながら、リトグラフの技法
を学ぶ（道具、材料は美術館で用意）
講版画家・小森琢己氏
定各８人（抽選、結果は５月１０日ごろ
郵送）
費３０００円
申４月１９日正午～５月６日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８０４１９Ｈへ（同館
ホームページで申し込みも可）。
問同館☎７２６・２８８９

認知症サポーター養成講座
　認知症の基礎知識や対応方法を学
びます。講座終了後に、認知症サポー
ターの証しとなるオレンジリングを
お渡しします。
対市内在住、在勤、在学の方
日５月２３日㈬午前１０時～１１時３０分
場堺市民センター
定１２０人（申し込み順）
申４月１９日正午～５月２１日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８０４１９Ａへ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
身近な地域で介護の仕事をはじめて
みませんか

町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク 
出張相談・求職登録会 in 成瀬
　町田市介護人材バンクでは、市内
の介護保険施設への就職をお考えの
方への相談会・求職登録会を行って
います。就職の相談・仕事の悩み等、
ご相談下さい。
※履歴書等は不要です。
日４月２５日㈬午後１時３０分～４時
場成瀬コミュニティセンター第２会
議室
問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）、町田市い
きいき総務課☎７２４・２９１６
ハローワーク町田・八王子・相模原
合同

介護・福祉ミニ面接会
　介護や福祉の仕事に就きたい方に
対して、ハローワークと共催で、ミニ
合同面接会を開催します。求人内容
について、採用担当者と話すことが
できます。
※事前予約、紹介状は不要です。
対１８歳以上の方（高校生は不可）
日①４月１８日②５月１６日③６月２０日
④７月１８日⑤９月１９日、いずれも水
曜日午前９時３０分～正午
場ハローワーク町田２階会議室
問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）、町田市い
きいき総務課☎７２４・２９１６

催し・講座催し・講座
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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。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
フラメンコを踊りませんか？　未経験者大歓迎！ ４月１7日㊋午後7時３０分から なるせ駅前市民センター ５００円 山崎☎０９０・９１０7・３77０　要電話予約 簡単なルンバを踊ります
話し方勉強会　大勢の前で話せる為の勉強会です ４月２１日㊏午後１時１５分～３時１５分 原町田三丁目会館 無料 加賀谷☎7２３・３５２９ シニアの方歓迎
春のたのしい英会話①幼児とママ②成人 ４月２１日㊏①午前９時１５分②午前１０時 玉川学園コミュニティセン

ター １０００円 オダムラ☎7２９・３６６６ 要電話予約
フラダンスと生演奏でハワイの風を楽しんで下さい ４月２２日㊐午後０時３０分開演 町田市民フォーラムホール 無料 石川るり子☎０９０・５５４５・９３１５ フラ３０曲と生演奏２４曲
バイオリンとわらべうたの公開レッスン　参加型 ４月２２日㊐午前９時～午後０時３０分 生涯学習センターホール 無料 羽矢☎０９０・６６５８・４８４7 わらべうた参加できます
年金まちだ歌声　元ともしびバクさん出演 ４月２３日㊊午後１時３０分～４時３０分 町田市民フォーラムホール １０００円 年金歌声の会・酒井☎7３５・３６９４ ５月３０日㊌、7月１２日㊍開催
吹き矢お試し会　朝の吹き矢呼吸法で爽やか人生 ４月２４日㊋午前９時３０分～１１時３０分 サン町田旭体育館多目的室 ５００円 奈良☎０９０・7４２４・０２7０
話し方勉強会～５月開講説明会～ ４月２６日㊍午後１時３０分～３時３０分 町田市民フォーラム４階 無料 水口宏道☎7９６・１９８４ 話のしかたを習います
趣味のピアノの会弾きたい曲を一緒に弾きましょう ５月３日㊗午後１時１５分から 生涯学習センター7階 ５００円 須佐玲子☎7２２・３４９９ 経験は問いません　要予約
町田野鳥の会　城山探鳥会　夏鳥を探しに！ ５月7日午前7時５０分集合～午後２時 ＪＲ相原駅改札出口集合 無料 相本☎7９7・7５８２ 雨天中止　弁当　現地解散
ピアノや指などを使って認知症予防実践講座 ５月7日㊊午前１０時から 木曽森野コミュニティセン

ター １０００円 高野☎０８０・４８０４・４８7２　要予約 お気軽においで下さい
盆踊り講習会～新曲など　うちわ持参 ５月９日、６月６日㊌午後１時 市立総合体育館 ５００円 野口敏子☎7２２・５２５３
高尾山、だれにも会わない森の山歩き教室 ５月１２日㊏、１５日㊋、２５日㊎ ＪＲ高尾駅北口集合 １５００円 森の遊歩隊・益田☎０９０・３０９０・９８２５ 要申込み、午前１０時集合
町田グラウス山の会公開講座やさしい山登り学習会 ５月１９日㊏午前１０時～午後５時　机上 町田市民フォーラム活動室 １０００円 渋谷☎7２３・１１０３返7２１・１１０３ ５月２０日㊐実践山行
新緑の成瀬尾根と恩田川周辺の歴史ガイドツアー ５月２５日㊎午前９時３０分～午後３時 ＪＲ成瀬駅改札口集合 ５００円 ガイドボランティアの会☎7２7・４２４９ 約６㎞の散策です・要申込

●市立総合体育館
【障がい者卓球教室】
対市内在住、在勤、在学の
１８歳以上で体育館まで通うことの
できる障がいのある方日５月１９日～
６月１６日の土曜日、午前１０時～１１
時３０分、全５回定２０人（抽選）費７００
円申往復ハガキ（１人１枚）に必要事
項を明記し、４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）
【初心者和弓教室】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日５月１９日～７月７日の土曜日、
午前９時３０分～１１時３０分、全８回定
２５人（抽選）費５０００円申往復ハガキ
（１人１枚）に必要事項を明記し、４月
２９日まで（消印有効）に同館へ
【まちだ★こどもフェスタ】
　イベントによって入場制限・整理
券配布・先着順等があります対市内
在住、在勤、在学、在園の方日５月５日
㈷午前９時～午後５時（各ゾーンによ
り開始時間が異なる）内巨大エア遊
具、工作体験、健康測定会、飲食コー
ナー（有料）等

◇
問同館☎７２４・３４４０
●サン町田旭体育館～リラ
ックス＆リフレッシュ体操
教室
対市内在住、在勤、在学の４０歳以上
の方日５月１１日～７月２０日の金曜日
（７月６日を除く）、午後１時１５分～２
時３０分、全１０回定５０人（抽選）費
３４００円申往復ハガキに必要事項を
明記し、４月２２日まで（消印有効）に
同館へ問同館☎７２０・０６１１
●市立室内プール
【フラダンススクール１期】
対１６歳以上の方日５月９日
～７月１８日の水曜日（５月３０日を除
く）、午前１０時～１１時、全１０回定２０
人（抽選）費８０００円申往復ハガキに

必要事項を明記し、４月２６日まで（必
着）に同プールへ
〈お知らせ〉� �
　第２８回関東学生春季公認記録会
のため、５月１２日㈯、１３日㈰はプー
ルの一般利用はできません（トレー
ニング室は通常どおり利用可）。な
お、大会前日は、５０ｍプールが高水
位（１．４ｍ～１．７ｍ）になり、水温が１
～２度ほど低くなりますのでご注意
下さい

◇
問同プール☎７９２・７７６１
●町田市フォトサロン～春の薬師池
公園作品展
　３月に開催した撮影会の作品をは
じめ、薬師池公園の春をとらえた作
品を展示します日５月９日㈬～２０日
㈰場・問同サロン☎７３６・８２８１
●小野路宿里山交流館
【①お茶摘み体験と新茶づくり】
　摘んだ茶葉で作った新茶は後日お
渡しします日５月３日㈷午前９時３０
分～午後２時（小雨実施、荒天時は翌
日に順延）／作業時間は３時間程度
です定５０人（申し込み順）費１０００円
（茶摘み料、昼食代、参加記念品）申４
月２０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１８０４２０Ａへ
【②ハンマーダルシマー演奏会】
　民族楽器「ハンマーダルシマー」の
演奏会です／直接会場へおいで下さ
い日５月１３日㈰午後１時～２時３０分
【③新緑の小野路をめぐるツアー】
　「まちだ観光案内人」のガイドのも
と、小野路の自然・歴史を学びます日
５月１５日㈫午前９時３０分～午後３時
（小雨実施、荒天中止）定２０人（申し
込み順）費１５００円（ガイド料、昼食
代、保険料）申５月２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１８０５０２Ｂへ
【④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５月１６日㈬午
前１０時３０分～正午定８人（申し込み
順）費１０００円（材料代）申５月２日正
午からイベントダイヤル（☎７２４・５
６５６）またはイベシスコード１８０５０
２Ｃへ
【⑤小野路の戦争の記憶をめぐるツ
アー】
　小野路空襲体験者の案内のもと、
地域に残る戦争の跡をたどります日
５月２３日㈬午前１０時３０分～午後３
時（小雨実施、荒天中止）定２０人（申
し込み順）費１５００円（保険料、昼食
代、資料代）申５月９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１８０５０９Ｂへ

◇
場①③⑤同館周辺②④同館問同館☎
８６０・４８３５
●町田市自然休暇村～川上ゴルフツ
アー

　個人・グループでの申し込みも歓
迎です／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９月３日
㈪午前８時現地集合～４日㈫午後３時
ごろ解散、１泊２日、宿泊は自然休暇
村（長野県南佐久郡川上村）場丘の公
園清里ゴルフコース（３コース）／賞
品等多数有り定４０人（申し込み順）
費２万５８００円（宿泊費、食事代、プレ
ー費、保険料含む）旅行企画・実施Ｊ
ＷＴジャパンウインズツアー（株）、
長野県知事登録第２－３９９号、全国
旅行協会会員・長野県旅行業協会会
員（長野県佐久市今井５３３－１、☎
０２６７・６６・１２６８〔代〕）、利用バス会
社＝信濃バス（長野県南佐久郡川上
村樋沢２３４）申４月１５日午前９時か
ら電話で自然休暇村（錆０１２０・５５・
２８３８）へ（８月２４日以降の取り消し
はキャンセル料が必要）

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。

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
（２３日～３０日
を除く）

前週の金曜日から電話で予約
※４月２０日、２７日は予約受付を行いません。次回
分は５月２日に受け付けます。

②交通事故相談 １８日、２５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）２０日、２７日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 １７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 ２４日㈫
⑥登記相談 １９日㈭
⑦行政手続相談 ２６日㈭

⑧少年相談 ２４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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●子どもセンターまあち～開館２周
年イベント　まあち２

ツー

バースデー
日４月３０日（振休）午前１０時～午後３
時（当日はイベント時間のみ開館）内
ゲーム・工作コーナー、ステージ発表
等、模擬店（有料）問まあち☎７９４・
７３６０
●ひなた村
【①げんきっず】
対乳幼児とその保護者日５月１０日か
ら原則木曜日午前１０時３０分～１１時
１５分場ひなた村カリヨンホール内
親子体操、手遊び、体遊び、お話等
【②ひなた村シアター】
日５月１３日㈰午前１０時３０分～１１時
３０分場ひなた村第１レクルーム内
「ミッキーマウスのバンドコンサー
ト」「ウサギとカメ」「クマのプーさん
－プーさんと虎－」
【③キンボールスポーツ教室】　
　直径約１２０ｃｍの大きなボール（キ

　林業体験を通して、人間と自然と
のつながりを知り、山のお宝を探し
ます。夜には満天の星を見ます対市
内在住、在学の小学４～６年生日５月
１９日㈯午前８時２０分～２０日㈰午後
４時３０分、１泊２日、集合・解散は同セ
ンター場町田市自然休暇村（長野県
南佐久郡川上村）定３５人（抽選）費

●総務省関東総合通信局～電波利用
環境保護周知啓発強化期間
　６月１日～１０日は、電波利用環境
保護周知啓発強化期間です。暮らし
に欠かせない大切な電波のルール
は、みんなで守りましょう問同局（不
法無線局による混信・妨害＝☎０３・
６２３8・１９３９、テレビ・ラジオの受信
障害＝☎０３・６２３8・１９４５、地上デ

ンボール）を使ったスポーツでゲー
ムを楽しみませんか対市内在住、在
勤、在学の小学４年生以上の方日５月
２３日～７月１１日の水曜日、午後３時
３０分～５時、全８回定１５人（申し込み
順）
【④親子陶芸教室】
対市内在住、在学の全回参加できる
小・中学生とその保護者日・内５月２７
日㈰午前１０時～午後３時＝形作り、
６月１０日㈰午前１０時～正午＝釉

ゆう

薬
やく

がけ、６月１７日㈰午前１０時～１１時
＝講評、受け取り講陶芸教室「徳」主
宰・小口徳子氏定２０人（申し込み順）
費大人７００円、子ども３００円

◇
申①②直接会場へ③④４月１５日午前
１０時から電話でひなた村（☎７２２・
５７３６）へ
●大地沢青少年センター～川上村子
ども自然体験塾（林業編）

５０００円（宿泊費、３食分の食事代、体
験料等）申ハガキに全員分の住所・氏
名（ふりがな）・電話番号・性別・学年
を明記し、４月２４日まで（必着）に大
地沢青少年センター（〒１９４－
０２１１、相原町５３０７－２、☎７８２・
３８００）へ（ハガキごとに抽選、グル
ープ単位で申し込みも可）

ジタルテレビ放送の受信相談＝☎
０３・６２３8・１９４４）
●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５月8日～１０日、午前９時～正午、５
月１５日～１７日、午後１時～４時場わ
くわくプラザ町田費１コース５０００
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

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。

情報コーナー

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）、22日＝あいの耳鼻咽喉科医
院（☎７２５・１１０8、木曽町４９９-１５）、30日
＝川野医院（☎７２６・７６７３、森野１-１１-９）

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 成田クリニック ☎７９５・１２８１ 成瀬が丘２-２３-１６
内科 もとはしクリニック ☎７２７・９９３０ 中町２-１４-１０
内科、
小児科 鈴木内科医院 ☎０４４・９８８・７０５７ 三輪緑山３-２２-１１

午前９時～翌朝９時
内科系 町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７

外科系
あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３
南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

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

２２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 大村内科医院 ☎７２１・２００１ 成瀬台３-８-４
内科 たまがわ医院 ☎７２０・３８８８ 玉川学園４-１６-４０
内科 金子内科クリニック ☎７９２・３０１０ 根岸２-１-１４

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
町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

２３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
２４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
２５日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
２６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
２７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
２８日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

２９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 なかまち内科・外科医院 ☎７２５・００２８ 中町３-１５-１７
内科 メディカルクリニック悠々 ☎８６０・２０６１ 能ヶ谷３-２-１
内科 こじま内科 ☎７７０・２５１３ 小山町３２４５-１

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

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

３０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、
小児科 虫明クリニック ☎７８８・５０７８ 金森３-１９-１１

内科 玉川学園土屋クリニック ☎７２９・５２２８ 南大谷２１９-２３
内科 ふくいんクリニック ☎７９１・１３０７ 山崎町２２００

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
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広　　告

三輪緑地の休憩施設
三輪の森ビジターセンターがオープンします

　市では、新たなにぎわいと交流を創出する拠点形成
を目指して、南町田拠点創出まちづくりプロジェクト
を進めています。南町田駅前エリア全体が、自然とにぎ
わいが融合した「パーク（公園）」のようなまちとなるこ
とを目指して、新しくなるまちを「南町田グランベリー
パーク」と名付けました。
※詳細は、南町田拠点創出まちづくりプ
ロジェクトホームページ（＝QRコード）
をご覧下さい。

道路の愛称を募集します
　同プロジェクト周辺の２路線（地図参照）の道路愛称を募集します。
※応募は１路線につき１案までです。応募作品は返却しません。
【対象】市内在住、在勤、在学の方
【申込方法】路線番号（①または
②）及び愛称とその理由・住所・
氏名・電話番号を明記し、郵送、
ＦＡＸまたはＥメールで５月７日ま
で（消印有効）に道路政策課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２、
返０５０・３１６０・５５９７遍ｍｃｉｔｙ
３４９０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊ
ｐ）へ。
※作品の著作権は町田市に帰属
します。
　詳細は町田市ホームページを
ご覧下さい。
市HP 道路の愛称  検索

問公園緑地課☎７２４・４３９７

　市では、地域一体での連続的・面的なバ
リアフリー化を推進するため、バリアフ
リー法に基づき、２０１３年度までに市内
１０地区のバリアフリー基本構想を策定
し、バリアフリー整備を進めてきました。
　各基本構想を策定してから５年程度経
過し、社会情勢や地区の状況が変化した
ことから、現在、基本構想の評価・まちの
状況の変化に応じた改定を順次実施して
います。

　２０１７年度には、南町田駅周辺におい
て、「南町田駅周辺地区拠点整備基本方
針」に基づく駅周辺地区の整備等が開始
されたことから、それらを踏まえ、「南町
田駅周辺地区バリアフリー基本構想」を
改定しました。
　今後、残り９地区の基本構想の改定を
順次進めていきます。
　なお、基本構想（改定版）の詳細は、町田
市ホームページをご覧下さい。

小学校入学のお祝いに利用券用カードケースをプレゼント
【対象】市内在住の小学１年生
【会場】各市立図書館
【申込方法】「としょかん１ねんせい・ひきかえけん」（市内公立小
学校で全員配布）に必要事項を記入し、お子さんと一緒に図書館
へお持ち下さい。
※引換券がない方は図書館カウンターで配布します。
※図書館利用券をお持ちでない方は、登録が必要です。

本のおたのしみぶくろ
　小学校新１年生におすすめの本をラッピングし、「おたのしみ
ぶくろ」としてご用意します。どんな本が入っているかは、借り
てからのお楽しみ。１袋に３冊入っています（１日１５袋限定）。
【日程】４月２８日㈯～３０日（振休）
【会場】中央図書館４階児童コーナー

配布します～中垣ゆたかさんイラスト入り子ども向け読書手帳
　読書手帳とは、自分が読んだ本を記録するための手帳です。
　各市立図書館・町田市
民文学館では、４月２４日
㈫から市内在住の絵本作
家・中垣ゆたかさんのイ
ラスト入り子ども向け読
書手帳を配布します。
　読んだ本１冊につき、
図書館または文学館でス
タンプを１個押すことができ、１５個集めるとオリジナルシール
がもらえます。
【対象】５歳～小学２年生

南町田拠点創出まちづくりプロジェクト

新しいまちの名称が決まりました「南町田グランベリーパーク」

４月２３日～５月１２日は

こどもの読書週間です
問中央図書館☎７２８・８２２０

　４月２０日㈮、三輪緑地に休憩施設「三輪
の森ビジターセンター」がオープンしま
す。
　同センターには、トイレ・休憩所・展示
室（郷土資料）がありますので、三輪緑地
を散策する際には、ぜひお立ち寄り下さ
い。また、４月２０日午前９時から落成式を
行います。落成式の様子はどなたでもご
覧いただけます。

「南町田駅周辺地区バリアフリー基本構想」
を改定しました 問交通事業推進課☎７２４・４２６０

【開館時間】午前９時～午後４時
【休館日】月曜日（祝日の場合は火曜日）、１２月２９
日～１月３日
【所在地】三輪町７４０－１
【交通】小田急線鶴川駅から鶴川女子短期大学行き
バスで「妙福寺前」下車、徒歩約１０分
※駐車場はありません。
※途中、道幅が狭いところがありますのでご注意
下さい。
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問南町田拠点創出まちづくりプロジェクトについて＝都市政策課
☎７２４・４２４８、道路の愛称について＝道路政策課☎７２４・１１２４

新しいまちのイメージ図
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