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人口と世帯（外国人含む） 2018年4月1日現在人口 ： 428,571人（ 男：210,071人・女：218,500人）（前月より77人増） ／ 世帯 ： 194,583世帯（前月より488世帯増）

　3月30日、各子どもセンターで活動する中学・
高校生が一緒になって企画したライブパフォー
マンスイベントを生涯学習センターで開催！
みんなノリノリ～。
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最初は各子どもセンターで始まった音楽ライブの交流
が、いつしか子どもセンターの枠を超え、中学・高校

生団体「プロジェクトＭ4（エムフォー）」となり合同ライブを行うようにな
りました。先輩の姿を見て憧れる後輩が、代 ラ々イブを受け継いでいます。

ちょっといい話

弱音を吐く
子もいるけれ

ど、励まし合ってゴールを迎えた時は
感動でいっぱい。一回り成長した姿が見ら
れます。毎回全員が完歩し、毎年参加する子
もいます。

お兄さ
ん、お姉さんと

一緒に
成長する機会

がいっぱい まちだを一筆書きで
歩いちゃおう  町田市一周チャレンジハイク

音楽で盛り上がろう

やチャレンジ出会い
子どもセンター

問 児童青少年課 ☎ 724・4097

　市内に5館ある子どもセンターは、子どもや保護者が楽しく集えるところです。０歳から１８歳までの子どもが出
会い、チャレンジや遊びを通して、成長・発達していく場であり、子育て中のお父さん・お母さんが、親子遊びや子育
てに関する情報交換を行う等、子育て支援の場でもあります。子どもたちがイベントを企画したり、世代を超えた
新しいつながりが生まれる場として、毎日たくさんの人でにぎわい、笑顔があふれています。

まちだの
待ってます

子どもセンター合同中高生ライブ
「第３回町田楽祭」

子どもセンターを
飛び出そう

　3月２６日～２8日、毎年の恒例行事チャレンジハイ
クが行われたよ。各子どもセンターから集まった仲間
たちで、3日間かけて町田市の市境74㎞を完歩！ 

ちょっといい話



2 2018．5．1 広報まちだは1日・15日の月2回発行です

　3月25日、人気企画のトレインコネ
クションの4回目が行われました。市
内在住の専門学校生の大場友貴さん

（＝写真右）が発起人となり、全国から
鉄道好きの若者が集まり「まあちの子

どもたちに楽しんでもら
いたい」とイベントを企
画・実施。
　部屋いっぱいに電車の
レールが並べられ、遊び
に来た子どもたちもレー
ルの上を走る電車に釘付
けになっていました。

【利用できる人】
０～１８歳（乳幼児は保護
者同伴）
【開館時間】
午前１０時～午後９時

（小学生のみでの利用は
午後６時まで）
【休館日】
毎週火曜日（祝休日の場合
は翌日）、祝休日の翌日、
１2月2８日～１月4日

５月５日「こどもの日」は子どもセンターへ行ってみよう！

子どもセンターぱお
地域でボランティア
ウルトラティーンズ
　ウルトラティーンズは、地域のイベントや
子ども会活動に出向き、ボランティアをする
子どもたちのグループ。グループリーダーを
育てるため、先輩が後輩に直接指導する合宿
も行います。地域に住む子どもや大人が楽し
く笑顔になるような活動を目指しています。

施設名 イベント名 内　容 開催時間

ばあん
金森4-5-7	 ☎7８８・4１８１ たんじょう祭 子どもセンターばあんの１９歳の誕生日を祝います。工作、

ゲーム、ステージ、模擬店など。
午前１０時～

午後3時

ただＯＮ
忠生１-１１-１	 ☎7９4・６7２２ こどもの日スペシャル 地域の方が教えてくれる工作や、子ども委員との「みん

なで遊ぼうタイム」、大学生と一緒に射的遊びなど。
午前１０時～

午後3時

つるっこ
大蔵町１９１３	 ☎7０８・０２３６

子ども委員会企画　
あ～そぼっ！ ドッジボールであ～そぼっ！ 午後2時～

3時

ぱお
相原町２０２5-２	☎775・5２5８

あそんじゃ王～SP（スペシャル）
「フットサルざんまい」

こどもの日限定！CUB（体育館）にフットサルゴールを
出してあそんじゃ王！友達や家族を誘って参加してね。

午後2時～
4時

まあち
中町１-３１-２２	 ☎7９4・7３６０

おんがくおしばい「おじゃま猫
と小さなともだち」

コントラバス、ギター、バイオリンほか、大小の打楽器で
お届けするおしばいのようなおはなしのある音楽会。

午後2時～
2時5０分

施設名 住所・電話番号 利用対象者 開館時間 休館日

子どもセンターぱお分館　
ＷＡＡＡＯ

小山ヶ丘4－１－１3 ゲートヒルズ
多摩境パークフロント3階
☎77０・5０57

０～１８歳
（乳幼児は保

護者同伴）

午前１０時～
午後６時

日曜・祝休日、
１2月2８日～

１月4日

南大谷子どもクラブ 南大谷2６4　☎73９・６7９１
玉川学園子どもクラブ
ころころ児童館 玉川学園3-35-45　☎7１０・１475

木曽子どもクラブ「きそっち」 木曽東１-６-4０　☎72９・22６０

いろいろなイベント
も

実施しています。こん
なに

にぎやか！

ってこんなところだよ子どもセンター

　連日にぎわう子どもセンター。つるっこは３月に来館者１００万人、ぱおは２月に５０万
人、まあちは４月に２５万人を達成しました。
　連休中は毎日、さまざまなイベントがありますので、ぜひお子さんと一緒に、お父さん、
お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんも遊びに来て下さい。

みんなも おいでよ！
子どもセンターの

利用案内

このほかの子どもの施設 ここにも遊びに来て下さい。

各施設の利用案内やイベントは、
まちだ子育てサイトで
随時発信しています。

子どもセンターまあち
トレインコネクション 　まあちの利用者で、調理の勉強をしている高校生たちが、子

どもたちにお菓子作りの楽しさを体験してもらおうと、3月
2６日に教室を開
催。子どもたち一
人ひとりが小さな
パティシエのよう
に 真 剣 そ の も の
で、本格的なプリ
ン・ア・ラ・モード
づくりに取り組み
ました。

クッキング教室 プリン・ア・ラ・モードをつくろう

子どもセンターばあん
地域のみなさんが企画！　ばあんでファミリー

　元つるっこ利用者のお母さんが、自分の得
意なヨガをママ友に教えたい、と自ら講師と
なってヨガ講座を企画。子どもセンターは、親
の交流の場にもなっているんです。
次回「産後ヨガ」
日時5月3０日（水）午前１０時3０分～１１時3０分
申し込み5月１９日午前１０時3０分から直接または電話でつるっこ（☎7０８・０23６）へ。

子どもセンターつるっこ
お母さんによるお母さんのためのイベント	産後ヨガ

　地域の父親ボランティアの皆さんの「家族
そろって楽しめるイベントを企画したい」と
いう熱い想いから、5年間続いているイベン
トです。地域の仲間同士の交流はもちろん、消
防署見学やおもちつきなど、わくわく＆どきど
きいっぱいのイベントが盛りだくさんです！

　元子ども委員会委員の鈴木さんと
地域の子どもセンター応援サポータ
ーの皆さんが講師になって、小学生を
対象に和太鼓指導がスタート。子ども
センターのお祭りや、忠生市民センターで実施する「忠生子ども芸能祭り」
で演奏をお披露目しました。迫力ある演奏に引き込まれます。

子どもセンターただＯＮ
みんなの憧れ
たいこＷＯたたこＯＮ

次回「ばあんでファミリー」
日時６月１7日㈰午前１０時3０分～正午
※詳細はばあん（☎7８８・4１８１）へ。
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5月1日～31日「町田文化遺産」 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

健康案内健康案内
ぼくとわたしのデンタルケア

歯 の 無 料 相 談
対乳幼児～１８歳ぐらいの方
日６月３日㈰午前１０時３０分～午後５
時
場小田急百貨店町田店
内虫歯・歯並び相談、正しい歯の磨き
方指導
定１２０人（申し込み順）
申５月９日～６月１日に電話で町田市
歯科医師会（☎７２６・０５５５、受付時
間＝月～金曜日、午前１０時～正午、
午後１時～４時）へ（同
会ホームページで申し
込みも可）。
問保健総務課☎７２２・
６７２８

募　集募　集
町田市環境審議会

市 民 委 員
　町田市環境審議会は、市の附属機
関で、市民・事業者・学識経験者で構
成する組織です。環境政策の進捗点
検を行う第９期審議会の、市民委員
を募集します。
対市内在住の１８歳以上で、過去に同
審議会の市民委員を経験していない
方、また任期期間中に他の審議会等
の委員でない方＝５人
任期７月から２年
報酬１回の会議出席につき１万円
申募集要項（環境政策課〔市庁舎７
階〕、各市民センター、町田リサイク
ル文化センターで配布、町田市ホー
ムページでダウンロードも可）を参
照し、書面に住所・氏名（ふりがな）・
電話番号・年齢・性別・作文を書いて、
５月２８日まで（必着）に直接、郵送ま
たはＥメールで環境政策課へ。
問環境政策課☎７２４・４３８６
町田エコフェスタ２０１８

実 行 委 員
　ごみ減量と資源リサイクルを進
め、地域のより良い環境を育てるこ
とを目指して、９月３０日㈰に「町田エ
コフェスタ２０１８」を市庁舎で開催
します。
　今回、その実行委員（市民・学生・団
体）を募集します。事務局・広報・事業
・会場のいずれかの部会に所属し、
開催に向けた準備等を行います。
対年間を通じて活動できる方

【実行委員会を開催します】
日５月１８日㈮午後２時から

場市庁舎
申電話で（一財）まちだエコライフ推
進公社（☎７９７・９６１７）へ。
問環境政策課☎７２４・４３７９
新生児訪問指導事業

訪 問 指 導 員
対助産師または保健師資格を有する
方＝若干名
※採用日は相談のうえ、決定します。
勤務時間原則午前８時３０分～午後５
時の間で、訪問１件につき２時間程度
勤務場所市内全域
内新生児のいる家庭を訪問し、育児
相談・体重測定等を行う
報酬訪問１件につき４５００円（交通費
含む）
申保健予防課へ電話連絡のうえ、助
産師または保健師免許証の写しと履
歴書を持参し、直接保健予防課（健康
福祉会館）へ。
問保健予防課☎７２５・５１２７

お知らせお知らせ
指定管理者を募集します

【①町田市青少年施設ひなた村】
対恵まれた自然環境の中での遊び、
体験、創作活動等を通じて子どもた
ちの心身の健やかな育成に寄与でき
る法人その他の団体、もしくはそれ
らのグループ
対象施設町田市青少年施設ひなた村
（本町田２８６３）
指定期間２０１９年４月１日～２０２４年
３月３１日（５年間）
申６月４日午前９時～８日午後５時に
直接ひなた村へ（郵送不可）。
※募集要項・仕様書・申請書は、５月
１４日午前９時～６月１日午後５時にひ
なた村で配布します（町田市ホーム
ページでダウンロードも可）。
○説明会を開催します
日５月１８日㈮午後２時から
場ひなた村第３レクリエーションル
ーム
申所定の用紙（町田市ホームページ
でダウンロード）に記入し、５月１６日
午後５時までにFAXまたはＥメール
でひなた村（返７２１・９０８６遍ｍｃｉｔｙ
３５６０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。

【②都市公園施設】
　市では、市の都市公園施設を効果
的かつ効率的に管理運営できる指定
管理者を募集します。募集施設は次
のとおりです。
対都市公園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
人またはその他の団体
指定期間２０１９年４月１日～２０２４年
３月３１日（５年間）

募集公園野津田公園、小野路公園グ
ループ（小野路公園、鶴川中央公園、
鶴川１号緑地）、町田中央公園グルー
プ（町田中央公園、木曽山崎公園、日
向山公園、忠生公園）
※日向山公園は区域の一部、忠生公
園は有料運動施設のみ対象です。
申必要資料をお持ちのうえ、５月１６
日～２９日に直接公園緑地課（市庁舎
８階）へ。
※詳細は募集要項（町田市ホームペ
ージでダウンロード）をご覧下さい。

◇
問①ひなた村☎７２２・５７３６②公園
緑地課☎７２４・４３９９

下 水 道 使 用 料 の 
減免措置が継続されます
　原則として、３月末まで減免の適
用を受けていた方はそのまま継続し
て減免されます。なお新たな申請は、
東京都水道局町田サービスステーシ
ョンで受け付けます。
対生活保護・児童扶養手当・特別児童
扶養手当・老齢福祉年金・中国残留邦

人支援給付の受給世帯、公衆浴場、医
療施設、社会福祉施設、デイサービス
（入所施設）、皮革関連企業等の生活
関連２３業種、東日本大震災による避
難者
減免期間２０１９年３月３１日まで
問東京都水道局多摩お客様センター
☎０５７０・０９１・１０１（ナビダイヤ
ル）、または☎０４２・５４８・５１１０、町
田市下水道総務課☎７２４・４２９５

街頭労働相談を行います
　解雇、雇い止め、賃金不払い、労働
条件の変更等の労働問題全般、再就
職やスキルアップのための職業訓練
等について、専門機関の担当者が相
談に応じます。
対労働相談や再就職に関することで
専門機関の担当者に相談したい方
日５月１５日㈫午前１１時～午後２時
３０分（荒天中止）　
場ぽっぽ町田
問東京都労働相談情報センター八王
子事務所☎０４２・６４５・６１１０、町田
市産業政策課☎７２４・２１２９

児童育成手当　該当する方は申請を
問子ども総務課☎７２４・２１４３

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
町田市公共施設再編
計画策定検討委員会

５月８日㈫午後
２時から

市庁舎２階市民協
働おうえんルーム

５人
（申し込み順）

事前に電話で企画政策課
（☎７２４・２１０３）へ

「（仮称）町田市産業
振興計画１９‒２８」策
定検討委員会

５月９日㈬午後
５時～７時

市庁舎１０階会議室
１０‒４

１０人
（先着順）

直接会場へ問産業政策課
☎７２４・２１２９

町田市教育委員会定
例会

５月１１日㈮午前
１０時から

市庁舎１０階会議室
１０‒３～５

会議当日に教育総務課
（市庁舎１０階、☎７２４・
２１７２）へ

町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

５月１４日㈪午前
１０時～正午

市庁舎２階会議室２
－２

３人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報課
（☎７２４・８４０７）へ

町田市都市計画審議会 ５月１４日㈪午後
３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

町田リサイクル文化センター周辺大気中の

ダイオキシン類測定結果をお知らせします
問資源循環課☎７９７・９６１５

　児童育成手当は、新年度の申請
を受け付けています。
　新年度の資格は、２０１８年度
（２０１７年中）の所得で審査します。
前年度は所得超過で支給されなか
った方や、まだ申請していない方
等で支給対象と思われる方は申請
して下さい。
　制度の概要、所得限度額は下表
のとおりです。
※既に受給中の方は、申請の必要

はありません。６月に更新手続き
として現況届をお送りします。
※２０１８年１月２日以降町田市に転
入した方は、２０１８年度の所得に
ついて情報連携制度で確認できな
い場合、２０１８年１月１日に住民登
録していた区市町村から所得証明
書を取り寄せていただきます。
※所得証明書等の添付書類は申請
後に提出することもできます。

手当の種類と対象等
名　称 対　象 支給月額 申請に必要なもの

児童育成手当
（育成手当）

２０００年４月２日以降に生まれた
児童を養育している、ひとり親家
庭または父か母が重度の障がい
を有する家庭

１万３５００円
（請求翌月から）

請求者及び児童の戸
籍謄本、請求者の振込
先が分かるもの

児童育成手当
（障害手当）

身体障害者手帳１・２級、愛の手帳
１～３度、脳性まひ、進行性筋萎縮
症のいずれかに該当する２０歳未
満の児童を養育している方

１万５５００円
（請求翌月から）

障がいの状況が分かる
もの（手帳または所定
の診断書）、請求者の振
込先が分かるもの

２０１8年度（２０１７年中）所得限度額表（前年度と同額）
扶養親族等の数 所得限度額

０人 ３６８万４０００円
１人 ４０６万４０００円
２人 ４４４万４０００円
３人 ４８２万４０００円

１人増えるごとに３８万円加算

※所得（給与所得者は給与所得控除後の
額）から控除可能なものを控除して所得を
審査します。控除可能なものについては、
子ども総務課にお問い合わせ下さい。
※左記の所得限度額は、一律控除額８万円
を加算して表示しています。

　町田リサイクル文化センター周
辺の大気中のダイオキシン類測定
を実施しましたので、その結果を
お知らせします。測定結果は、環境

基準に適合していました。
※詳細は、町田市ホームページを
ご覧下さい。

単位：ｐｇ－ＴＥＱ／㎥
主な測定地点 春　季 夏　季 秋　季 冬　季 年度平均 環境基準
小山田小学校 ０.０１４ ０.００８１ ０.０２７ ０.０１１ ０.０１５

０.６小山田中学校 ０.０１５ ０.０１７ ０.０２８ ０.０１３ ０.０１８
図師小学校 ０.０１６ ０.００７９ ０.０２７ ０.０１２ ０.０１６

測定日：春季＝２０１７年５月８日～１５日／夏季＝２０１７年８月１０日～１７日／秋季＝
２０１７年１１月１７日～２４日／冬季＝２０１８年２月２日～９日
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お知らせお知らせ
中央新幹線（品川・名古屋間）大深度
法に基づく

使用認可申請書の縦覧
　中央新幹線（品川・名古屋間）建設
事業について、大深度地下の公共的
使用に関する特別措置法（大深度法）
に基づく使用認可申請が事業者から
国土交通省に出されたため、同法に
基づき、使用認可申請書を縦覧に供
します。縦覧期間中、利害関係人は東
京都に対し、意見書を提出できます。
対住民及び利害関係人
縦覧期間５月９日㈬～２３日㈬、午前８
時３０分～午後５時（土・日曜日を除
く）
場市政情報課（市庁舎１階）
申意見書（書式自由）に日付・住所・氏
名・「使用認可申請書についての意
見」・宛先（東京都知事宛て）を明記
し、５月２３日まで（必着）に直接また
は郵送で東京都都市整備局都市基盤
部調整課（〒１６３－８００１、新宿区西
新宿２－８－１、☎０３・５３８８・３２７５）
へ。
問企画政策課☎７２４・２１０３

空家に関する相談窓口を設置
　市では、空家対策を推進するため、
各種専門家等の団体と連携し、無料

で相談できる窓口を設置します。
相談日５月１４日～９月２５日の毎月第
２・４月曜日（８月のみ第１・４月曜日、
祝休日の場合は翌火曜日）、午前９時
～正午（相談時間は１人５０分）
※第２月曜日（８月は第１月曜日）は弁
護士、宅地建物取引士、第４月曜日は
弁護士、税理士、宅地建物取引士が相
談に応じます。
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。
大地沢青少年センター～１１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５月５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。
※１１月５日、６日、１３日、２０日、２６
日、２７日は利用できません。

町 田 市 葬 祭 事 業
　市では、ご不幸があった方に対し
て、安価でも厳かなお見送りができ
るよう、祭壇等の貸し出しや葬祭用
品の販売等を行っています。お見送
りの方法に合わせて必要なものを１
つずつ選べます。なお、貸出用具、販
売用品によって費用は異なります。
詳細はお問い合わせ下さい。
※この事業は町田市が（公社）町田市

シルバー人材センターに委託して、
町田市葬祭事業所で行っています。
対申請者または亡くなられた方の住
民登録が町田市で、市内で葬儀を営
まれる方

【事前訪問相談も行っています】
対市内在住の高齢または身体が不自
由などの理由で来所できない方

◇

問同事業所（木曽福祉サービスセン
ター内）☎７９１・３８６１（受付時間＝
午前８時３０分～午後５時〔年始３日間
を除く〕）、町田市福祉総務課☎７２４
・２５３７

自 転 車 安 全 利 用 
ＴＯＫＹＯキャンペーン

　自転車利用者の交通ルール遵
じゅん

守
しゅ

及
びマナー向上のため、５月３１日㈭ま
で「自転車安全利用ＴＯＫＹＯキャン
ペーン」を実施します。
　この機会に交通ルールとマナーを
再確認し、安全運転を心掛けましょう。

【自転車安全利用五則】
①自転車は車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを
徐行
④安全ルールを守る
⑤子どもはヘルメットを着用

【保険等への加入】
　自転車の交通事故によって、高額
な賠償が請求される事例が発生して
います。万が一の交通事故に備え、保
険等への加入を検討しましょう。
問市民生活安全課☎７２４・４００３、町
田警察署☎７２２・０１１０、南大沢警察
署☎０４２・６５３・０１１０ 催し・講座催し・講座

南 地 区 福 祉 フ ェ ア
　南地区協議会が主催の福祉をテー
マにしたイベントです。
日５月１９日㈯午前１０時～午後３時
場南市民センター
内血管年齢・骨密度の計測、乳幼児の
寝相アート、体験コーナー、手作り食
品、野菜の販売コーナー等
問市民協働推進課☎７２４・２７８３

米 作 り 農 業 体 験
　農業委員の指導で、米作りを体験
してみませんか。
対市内在住の全回参加できる小学生
以上の親子（中学生以上の方は１人
での参加も可）
日田植え＝５月２７日㈰、草取り＝６
月３０日㈯、稲刈り＝１０月７日㈰、収
穫祭＝１１月２５日㈰、午前９時から、
全４回（雨天実施）
場忠生公園内田んぼ
定３０人（申し込み順）
費１人１０００円
申５月２日正午～１５日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０５０２Ｈへ。
問農業委員会事務局☎７２４・２１６９
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６月１０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
定４０台（申し込み順）
費２０００円
申５月１９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
（木曽東２－１－１、☎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
ダンボールコンポストによる

生ごみ減量・資源化講習会
　参加者はダンボールコンポスト１
セット（幅３７㎝、奥行３３㎝、高さ３２
㎝、重さ約７㎏）をお持ち帰りいただ
けます。
対市内在住の方
日５月２８日㈪、２９日㈫、午後２時３０
分～４時
場市庁舎
定各１５人（申し込み順）
申５月８日正午～１９日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０５０８Ａへ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
ロコモ予防！

歩 く 力 測 定 会
対市内在住の６５歳以上で、自分で公
共交通機関を利用して来場できる方
日５月２６日㈯午前１０時～正午
場上小山田コミュニティセンター
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・倉地洋輔氏
定２０人（抽選）
申５月１９日午後５時までに電話で堺
第２高齢者支援センター（☎７９７・
０２００）へ。
※当日の詳細は、堺第２高齢者支援
センターへお問い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
歌って　踊って　楽しく　健康長寿
をめざそう

音 楽 体 操 教 室
　懐かしの歌や音楽に合わせて無理
なくできる体操教室です。
対市内在住の、医師から運動制限等
を受けていない満６０歳以上の方
日①６月５日、１２日、１９日、いずれも
火曜日午前１０時１５分～１１時１５分
②６月１４日、２１日、２８日、いずれも
木曜日午後２時３０分～３時３０分、各
全３回
場①ふれあいけやき館②ふれあいも
みじ館
定各２０人（いずれもふれあい館の利
用登録がない方を優先のうえ、抽選）
申５月８日正午～１４日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード①１８０５０８Ｃ②１８０５０８

Ｅへ（両会場への重複申し込みは不
可）。
※参加にはふれあい館の利用券の作
成（無料）が必要です。利用券をお持
ちでない方は、身分証明書（保険証
等）と２つの緊急連絡先を持参して
下さい。
※会場については、①ふれあいけや
き館（☎７７０・６２３４）②ふれあいも
みじ館（☎７９６・１０２０）へお問い合
わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
おいしく！楽しく！健康に！

男 性 料 理 教 室
　栄養バランスが良く、繰り返し作
れるメニューを調理・会食します。
対市内在住の６５歳以上の料理初心
者の男性で、全回参加できる方
日６月７日㈭、１４日㈭、１９日㈫、午前
１０時～午後１時、全３回
場町田市民フォーラム
定２０人（抽選、結果は５月２２日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申５月８日正午～１４日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０５０８Ｄへ。
※当日の詳細は町田市シルバー人材
センター（☎７２３・２１４７、受付時間
＝午前９時～午後４時）へお問い合わ
せ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

脳 い き い き 教 室
　認知症を予防するための生活習慣
等についての講話と脳の健康度テス
トを実施し、旅行編のプログラムを
行います。
対①市内在住でおおむね６５歳以上
の全回参加できる方②本町田（公社
住宅町田木曽を除く）、金井町の一部

（藤の台団地）、南大谷の一部（公社住
宅本町田）にお住まいでおおむね６５
歳以上の全回参加できる方③成瀬、
西成瀬、高ヶ坂、成瀬台にお住まいで
おおむね６５歳以上の全回参加でき
る方
日事前講演会＝①５月２２日㈫午前
１０時～正午②５月２４日㈭午後１時
３０分～３時３０分③６月４日㈪午前１０
時～正午、プログラム（全５回）＝①５
月２９日～６月２６日の火曜日、午前
１０時～正午②５月３１日～６月２８日
の木曜日、午後１時３０分～３時３０分
③６月１１日～７月９日の月曜日、午前
１０時～正午
場①和光大学ポプリホール鶴川②リ
アンレーヴ本町田（本町田）③高瀬住
宅自治会集会所（高ヶ坂）
内旅行の計画（旅程）を考え、実施す
ることを通じて、知的機能を積極的
に使う習慣を身につけ、認知症を予
防する

定①１２人②１５人③２０人／申し込み
順
費各１０００円
申①５月１０日午後５時までに鶴川第
１高齢者支援センター（☎７３６・
６９２７）へ②５月２１日午後５時までに
町田第２高齢者支援センター（☎
７２９・０７４７）へ③５月３１日午後５時
までに南第３高齢者支援センター

（☎７２０・３８０１）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
新卒応援！

合同企業説明会㏌多摩
　新卒者等の採用に意欲的な企業と
新卒未内定者等が直接交流できるプ
レマッチングの場として、合同企業
説明会を開催します。
対２０１９年３月に大学院・大学・短大
・高専・専修学校を卒業予定の学生
及び就職活動を行っている既卒３年
以内（２０１６年３月以降）の方
日５月１１日㈮午後１時～４時３０分
場京王プラザホテル多摩（多摩市）
申直接または電話で東京しごとセン
ター多摩（国分寺市南町３－２２－
１０、☎０４２・３２９・４５１０、受付時間＝
月～金曜日の午前９時～午後８時〔土
曜日は午後５時まで〕）へ（同センタ
ー多摩ホームページで申し込みも
可）。
問産業政策課☎７２４・２１２９

ヘルスアップクッキング
【かしこく　おいしく　減塩クッキ
ング！】
対市内在住の方
日５月２３日㈬午前９時４５分～午後０
時３０分
場健康福祉会館
内栄養士の話、調理実習、会食
定２４人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申５月２日正午～１５日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０５０２Ｆへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

脂質異常症予防講習会
　短時間で脂質異常症と食事につい
て学ぶことができます。
対市内在住の７４歳以下の方
日５月１７日㈭午前９時３０分～１１時
４５分
場健康福祉会館
内コレステロールや中性脂肪が気に
なる方向けのメニューの試食、保健
師・栄養士の講話、グループワーク
定３２人（申し込み順）
申５月２日正午～９日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード１８０５０２Ｄへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

市立図書館５月、６月の催し
絵本・紙芝居・語りなどで、楽しい時間を過ごしましょう！

催　し 日　程 時　間 会　場

①ちいさい子向けおはな
し会
②おおきい子向けおはな
し会
③乳幼児向けおはなし会
④こどもえいが会

①５月９日、１６日、２３日、３０
日、６月１３日、２０日、２７日
②５月９日、２３日、６月１３
日、２７日
③５月１１日、２５日、６月８
日、２２日
④５月２日、６月６日

①午後２時３０分から
②午後３時３０分から
③午前１０時３０分か
ら、１１時から
④午後３時から

中央図書館
☎７２８・８２２０

※その他、各市立図書館でも催しを行っています。詳細は各市立図書館へお問い合わせ下さい。
問さるびあ図書館☎７２２･３７６８、鶴川図書館☎７３５･５６９１、鶴川駅前図書館☎７３７・
０２６３、金森図書館☎７１０･１７１７、木曽山崎図書館☎７９３･６７６７、忠生図書館☎７９２・
３４５０、堺図書館☎７７４･２１３１

お知らせお知らせ

市税の納税通知書の発送と減免等のお知らせ

５月１２日は民生委員・児童委員の日

今年は東京都の民生委員誕生１００周年
問福祉総務課☎７２４・２５３７

市 立 博 物 館 休 館 
の お 知 ら せ

　５月７日㈪～７月１３日㈮は、館内
整理及び展示替えのため、休館し
ます（事務室は開室〔月～金曜日〕）。
ご理解ご協力をお願いします。
問同館☎７２６・１５３１

町田市職員採用試験情報 問職員課
☎７２４・２５18

ツイッターでの情報発信もしています！
Twitterアカウント名「町田市職員採用試験情報（町田市公式）」をフォローして下さい。

　民生委員は、厚生労働大臣から委
嘱され、任期は３年間です。児童委員
を兼ねており、子どもたちの健全育
成を支援しています。また、子どもの
問題を専門に担当する主任児童委員
も活動しています。
○メッセージ～町田市民生委員・児童
委員協議会代表会長　青山豊子さん
　昨年は、民生委
員 制 度 創 設 か ら
１００周年を迎えま
した。また、今年は
東京で「救済委員」
が設置されてから
１００年という節目を迎えました。
　町田市には現在、民生委員・児童委
員が２２７人（うち主任児童委員が１８
人）います。ご高齢の方や障がいのあ
る方の相談、子育ての相談などがあ
りましたら、どうぞお気軽にお声を
かけて下さい。
　町田市と町田市社会福祉協議会に

【納税通知書発送について】
　２０１８年度の課税額やその根拠等
が記載された、納税通知書・税額通知
書を次の日程で発送します。納期限
までに納付をお願いします。
○個人の市・都民税
　６月４日に発送します（第１期納期
限＝７月２日）。
※６５歳以上の公的年金所得のある
方は、６月１５日に発送します。給与差
し引きの方は、勤務先へ税額通知書
を５月１８日に発送します。
○軽自動車税
　５月１１日に発送します（納期限＝
５月３１日）。
〇固定資産税・都市計画税
　５月１日に発送します（第１期納期限
＝５月３１日）。５月１３日までに届かな
い場合は、資産税課へご連絡下さい。

【減免制度について】
　減免は、各税目の納期限までに申

です。
※福祉事業に専用する車両等につい
ても、減免となる場合があります。手
続きに関する詳細は、町田市ホーム
ページをご覧下さい。
○固定資産税・都市計画税
　集会所や福祉施設、また一般に開
放された遊び場や公園等、公益のた
めに専用する固定資産（有料で利用
するものは除く）、災害等により価値
を著しく減じられた固定資産、生活保
護法により生活扶助を受けている方
などの固定資産については、申請によ
り減免が認められる場合があります。

【市税のお支払いに安心・便利な口座
振替をご利用下さい】
　市税の納付を口座振替にしていた
だくと、各納期に金融機関等に出向
く手間が省けるうえ、指定口座から
自動的に引き落とされるので、納め
忘れがありません。
　なお、市・都民税と固定資産税・都
市計画税の納税通知書には、口座振

よる、地域住民相互の支え合いの関
係づくり「地区協議会」にも参画して
います。「誰もが安心して、しあわせ
に暮らせるまちづくり」を目標に、さ
まざまな課題を「我が事・丸ごと」と
捉え、今後も活動を推進してまいり
たいと願うところです。

【民生委員・児童委員ＰＲ活動～市長
が一日民生委員になります】
　市長に「一日民生委員・児童委員」
を委嘱し、ＰＲ活動を行います。
日５月１２日㈯午後３時～４時３０分
場町田ターミナルプラザ市民広場、
町田駅周辺

【民生委員・児童委員ＰＲ展を実施し
ます】
　期間中、民生委員・児童委員が会場
に常駐します。
日５月１４日㈪～１８日㈮、午前８時３０
分～午後５時（最終日は午後４時３０
分まで）
場市庁舎１階イベントスタジオ

請いただくことが必要です。申請を希
望する方は納付前にご相談下さい。
○個人の市・都民税
　生活保護法の規定による保護を受
けている方、災害で住宅や家財に損
害を受けた方などは、申請により減
免が認められる場合があります。
○法人市民税
　収益事業等を行っていない公益社
団法人及び公益財団法人は、申請によ
り減免されます。該当すると思われる
法人には、個別にご案内しています。
○軽自動車税
　身体や精神に障がいのある方が使
用する軽自動車等は、障がいの程度
が一定の要件に該当する場合、申請
により減免が認められる場合があり
ます。
　なお、減免可能な台数は、普通自動
車、軽自動車、二輪車及び原動機付自
転車等を含めて、いずれか１台限り

替の申込書を同封します。現在、
２０１８年度２期からの申し込みを受
け付けています。その他の税目につ
いては、納税課へお問い合わせ下さ
い。

【市税のお支払いが困難な方は納税
相談を】
　災害や病気等やむを得ない理由で
納期限までに市税の支払いが困難な
方には、その事情に応じた納税相談
を実施しています。お早めに納税課
へご相談下さい。

◇
問個人の市・都民税について＝市民
税課☎７２４・２１１４、２１１５、法人市民
税 に つ い て ＝ 市 民 税 課 ☎７２４・
３２７９、軽自動車税について＝市民
税課☎７２４・２１１３、固定資産税・都
市計画税について＝資産税課☎７２４
・２１１６（土地）、２１１８（家屋）、２１１９

（償却資産）、口座振替について＝納
税課☎７２４・２１２０、納税相談につい
て＝納税課☎７２４・２１２２

議 員 選 任 の 監 査 委 員 が 
就 任 し ま し た
　議員から選任する監査委員に、
４月１日付けで山下てつや氏、森本
せいや氏が就任しました。
問監査事務局☎７２４・２５４７

職　　種 募集人員 日程等 採用日（予定）
一般事務（大卒程度） ２０人

○電子申請受付期間
５月７日㈪午前１０時
～１８日㈮午後４時
※申込受付は電子申
請のみです。

○１次試験日
６月２４日㈰

２０１９年４月１日

身体障がい者対象一般事務 若干名
土木技術（大卒程度） ５人
建築技術（大卒程度） 若干名
保育士 若干名
学芸員 １人
保健師 若干名
土木技術（社会人経験者対象） 若干名
保健師（社会人経験者対象） 若干名
※受験資格等試験の詳細は「町田市職員採用試験実施要項」をご確認下さい。
※「町田市職員採用試験実施要項」は町田市ホームページでダウンロードできます。ま
た、市庁舎・各市民センターでも配布しています。 市HP 採用試験 検索

ＦＣ町田ゼルビアホームゲームで

「マイボトルキャンペーン」「携帯電話無料回収」を実施
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

　ＦＣ町田ゼルビアのホームゲーム
（Ｊ２リーグ第１４節ＦＣ町田ゼルビア
対カマタマーレ讃岐戦）で「マイボト
ルキャンペーン」と「携帯電話無料回
収」を同時開催します。
日５月１３日㈰午後１時３０分～４時
場市立陸上競技場イベント広場（ゼ
ルビーランド）

【マイボトルキャンペーン】
　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。

【不要な携帯電話の無料回収】
　東京２０２０オリンピック・パラリン
ピック競技大会のメダルを、小型家電
からリサイクルした金属で作成する

「都市鉱山からつくる！みんなのメダ
ルプロジェクト」（主催：東京２０２０組
織委員会）に協力するため、不要とな
った携帯電話の無料回収を行います。
※携帯電話は、個人情報を消去して
からお持ち下さい。
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催し・講座催し・講座
介護の基本を学びたい方へ
基礎介護技術講習会
対市内在住の①家庭で介護をしてい
る方②介護職に就労したい、または
関心のある方③現在介護の仕事をし
ていて基本を学びたい方
日６月３日㈰午後１時～５時
場（社福）賛育会清風園
内認知症の基礎知識に関する講義、
移動・移乗介助、高齢者の疑似体験等
講（公社）東京都介護福祉士会
定４０人（申し込み順）
費③のみ４０００円（会員事業所職員
は２０００円）
申住所・氏名・電話番号を明示し、５
月２５日午後５時までに、電話または
ＦＡＸで、町田市介護人材開発センタ
ー（☎８５１・９５７８返８５１・９５７９、受
付時間＝祝日を除く月～金曜日の午
前９時～午後５時）へ。車での来場を
希望する方は、併せて申し込みを。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６

市 民 公 開 講 座
【もしかしてリウマチ？】
　医師がリウマチについて分かりや
すく講演を行います。
日６月４日㈪午後２時～３時３０分
場町田市民病院
講町田市民病院リウマチ科部長・緋
田めぐみ医師
定１００人（申し込み順）
申５月９日正午～３１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０５０９Ｃへ。
問町田市民病院医事課☎７２２・
２２３０（内線７１３８）
消費生活センター
くらしに役立つ料理教室

【米粉で作るロールケーキ～ニンジ
ンジャムを作って巻こう】
　日本穀物検定協会認定の米粉食品
指導員が米粉の知識を教えます。
対市内在住、在勤、在学の方
日５月２２日㈫午後１時３０分～３時３０
分
場町田市民フォーラム
講コンシューマー技術教育研究会代
表・福岡ひとみ氏
定２０人（申し込み順）
費２００円（材料費）　
申５月２日正午～１７日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０５０２Ｅ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
生涯学習センター・町田国際交流セ
ンター共催講演会
外国の踊りとお話と

【情熱のフラメンコ】
日５月２７日㈰午後１時３０分～４時３０
分
場生涯学習センター
内第１部＝フラメンコ、フィリピン
の民族舞踊、第２部＝パネルディス
カッション「みんなが住みやすいま
ちへ」
定１５８人（申し込み順）
申５月１日午前９時から電話で生涯学
習センター（☎７２８・００７１）へ。
生涯学習センター～市民大学人間学
公開講座
不寛容な国ニッポン
　非正規雇用など不安定な雇用形態
で働かざるを得ない若者たちの貧困
を長年取材してきた雨宮氏に、格差
社会や貧困問題についてお話しいた
だきます。
日６月６日㈬午後７時～９時
場生涯学習センター
講作家・雨宮処凛氏
定１０８人（申し込み順）
申５月８日正午～３０日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０５０８Ｂへ。
問同センター☎７２８・００７１
生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催～３水スマイルラウンジ
鶴 川 の 歴 史

【野津田村絵図と「びゃく」】
　野津田町には、江戸時代のきれい
な村絵図が残っています。薬師池の
謎などを村絵図から読み解きます。
対市内在住、在勤、在学の方
日５月１６日㈬、午前１０時～１１時、午
後１時～２時
場和光大学ポプリホール鶴川１階交
流スペース
講小島日記研究会会長・重政文三郎
氏
定各１５人（先着順）
問生涯学習センター☎７２８・００７１

利用者交流会参加者募集
【“みんなちがって みんないい”語り
合おう！仕合せ広場】
　「仕合せ」とは「めぐりあわせ」のこ
とです。さまざまな“想い”の人々が
集まっているまちだ。みんなで大い

に語り合い、学び合う仲間を作りま
しょう。
日６月３日㈰午後１時～５時
場生涯学習センター
内オープニングイベント、基調講演
「誰もがしあわせ（仕合せ）と感じら
れる仲間づくり」、分科会＝「楽しい
子どもイベントをつくろう！」「公民
館カフェへ全員集合！」「人生１００年
時代の居場所づくり」、分科会報告
講基調講演＝名古屋大学教授・辻浩
氏
定１００人（申し込み順）
申電話で同センター（☎７２８・
００７１）へ。
忠生公園
５ 月 の 催 し

【定例自然観察会～青葉の頃の谷戸
観察】
　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５月６日㈰午前９時３０分～１１時３０
分（雨天中止）
場同公園
※集合は同公園自然観察センター
（忠生がにやら自然館）です。
【春の「花と緑の交換会」】
　草花や盆栽などの鉢物を持ち寄り
交換し合いませんか。
日５月２４日㈭午前９時３０分～１１時
（受け付けは午前９時～９時３０分、小
雨実施）
場同公園芝生広場
※出品できる植物は、鉢植えに限り
ます（ポット苗での出品は不可）。植
物名を記載したラベルをつけて出品
して下さい（１人１０点まで）。

◇
問同公園☎７９２・１３２６
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５月１７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＝「薮田義
雄」／おはなし＝「犬とねことうろこ
玉」（日本の昔話）、「さんしょっ子」
（安房直子／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、５月１日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。
大地沢青少年センター
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。５月の
特別プログラムは「鍋敷き」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５月１３日㈰午前１０時～午後３時
（雨天実施）
場同センター研修棟
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）
問同センター☎７８２・３８００

暮らしに関する相談
●町田市民文学館☎７３９・３４２０
【ことばであそぼう！３・４歳児あつま
れ！】
日５月１２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
●ひなた村☎７２２・５７３６
【個人向け縄文体験事業～君も縄文
人になろう】
対市内在住、在学の小学３～６年生日
５月１９日㈯午前１０時～午後０時３０
分内縄文時代の火おこし・弓矢・化粧
を体験定３０人（申し込み順）

【子ども事業企画委員（チャレンジ・
カンパニー）参加者募集】
　ひなた村のイベント・事業を企画
してみませんか。ひなた村チャレン
ジ・カンパニーのメンバーを募集し
ます対市内在住、在勤、在学の１５～
１８歳の方（中学生は不可）日キック
オフミーティング＝５月２０日㈰午後
３時～５時／活動期間は２０１９年３月
まで（日程は参加者で決定）定１０人
（申し込み順）

◇
申５月２日午前１０時から電話でひな
た村へ

子どものイベントカレンダー
　詳細は、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。

　予約制の相談は、電話で①～⑤市民相談室（☎7２４・２１０２）⑥八王子少年センター（☎
０４２・６7９・１０８２）へ対①③～⑥市内在住の方⑦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

（１日～４日を除く）
前週の金曜日から電話で予約
※５月7日～１１日分の予約は５月２日から受け付けます。

②交通事故相談 ９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） １１日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時
④不動産相談 ８日㈫ 電話予約制（次回分まで受け付け）／午後１時３０分

～４時⑤行政手続相談 １０日㈭
⑥少年相談 ８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
⑦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

市HP	 暮らしに関する相談 検索

情報コーナー
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【①世帯向（一般募集住宅）②若年夫
婦・子育て世帯向（定期使用住宅）③
病死の発見が遅れた住宅等】
　都内に居住等、いずれも要件有り
／詳細は募集案内を参照配布期間５
月７日～１５日配布場所市庁舎１階総
合案内、各市民センター、町田・南町
田・鶴川の各駅前連絡所、木曽山崎・
玉川学園の各コミュニティセンタ
ー、同公社町田窓口センター、都庁等
（各施設で開所日時が異なる）／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５月１７日
まで（必着）問同公社都営住宅募集セ
ンター☎０５７０・０１０・８１０

●東京都福祉保健局～２０１８年度慰
霊巡拝を実施します
　南方地域の旧主要戦域となった陸
上及び遺骨収集の望めない海上や、
旧ソ連地域における抑留中死亡者の
埋葬地等を中心に戦没者を慰霊しま
す。厚生労働省の主催で実施する巡
拝です対慰霊巡拝を行う戦域の戦没
者の遺族で、原則８０歳以下の健康な
方（初参加者優先）／派遣先によって
は別途条件有り実施地域アルタイ地
方・ケメロボ州・ノボシビルスク州、
ハバロフスク地方、中国東北地方、イ
ルクーツク州、沿海地方、東部ニュー
ギニア、北ボルネオ、ビスマーク諸
島、ミャンマー、パラオ諸島、フィリ
ピン、硫黄島／詳細はお問い合わせ
を問同局生活福祉部計画課援護恩給
係☎０３・５３２０・４０７６



72018．5．1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。

町田産新鮮野菜がいっぱい!日曜朝市 日5月6日㈰午前7時～8時（売り切れ次第終了） 場教育センター駐車場 問農業振興課☎724・2166

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。
※当番医療機関は、変更になる場合があります。最新情報は、東京都医療機関案内サービス「ひまわり」でご確認下さい。
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福祉会館前

至
金
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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

診療日 診療時間 診療科 医療機関名 電　話 住　所
1日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
2日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

3日㈷
午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 岩﨑整形・形成外科クリニック ☎726・1505 玉川学園8-8-1
内科 富医院 ☎735・5655 大蔵町109
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 ふれあい町田ホスピタル ☎798・1121 小山ヶ丘1-3-8
外科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

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 はなみ内科 ☎796・1111 鶴間1-19-35
内科 木下内科胃腸科 ☎728・5884 高ヶ坂3-7-11
内科 多摩境内科クリニック ☎703・1920 小山ヶ丘3-24

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 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

5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 広瀬クリニック ☎799・5161 小川4-17-12
内科 町田東口クリニック ☎721・8855 森野1-35-8
内科 横沢クリニック ☎708・8550 大蔵町5002-2

午前9時～翌朝9時
内科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3
外科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

6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 加藤医院 ☎732・8566 玉川学園5-24-40
内科 川村クリニック ☎724・7727 本町田2943-1

午前9時～翌朝9時
内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
外科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
7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
8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
9日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
10日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
11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
12日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

13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 いのうえ内科クリニック ☎706・2630 鶴間1-18-13
内科 薬師台おはなぽっぽクリニック ☎737・7373 薬師台1-25-12
内科 ちょう内科医院 ☎729・5341 本町田2938-1

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

あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3
14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

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時～
午後5時）、3日＝はぎの耳鼻咽喉科（☎
728・8737、玉川学園7-1-6）、13日＝ほ
づみ耳鼻いんこう科・小児科医院（☎
728・0275、南大谷1426-138）

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【ジュニアＨＩＰＨＯＰダンス
教室】
対市内在住、在学の小学1～3年生日
6月15日～7月20日の金曜日（7月
13日を除く）、午後4時30分～5時
30分、全5回定30人（抽選）費1400
円申往復ハガキ（1人1枚）に必要事
項を明記し、5月8日まで（消印有効）
に同館へ（同館ホームページで申し
込みも可）
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【はじめてのバスケ教室】
対市内在住、在学の小学5・6年生日6
月16日～7月7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、5月20日まで（消印
有効）に同館へ
●市立室内プール☎７９２・
７７６１
【小学生短期水泳教室Ｘ・Ｙ】
対市内在住、在学の小学生日6月8日
～29日の金曜日、Ｘ＝午後4時30分

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。

～5時20分、Ｙ＝午後5時30分～6時
20分、各全4回定各30人（抽選）費
600円
【幼児短期水泳教室】
対市内在住、在園で保護者同伴の4
～6歳の未就学児日6月8日～29日
の金曜日、午後3時30分～4時20分、
全4回定20人（抽選）費600円

◇
申往復ハガキに必要事項を明記し、
5月18日まで（必着）に同プールへ
〈お知らせ〉� �
　5月25日㈮～6月1日㈮は、町田リ
サイクル文化センター焼却炉の法定
点検のため、プール・トレーニング室
の利用はできません。なお、第1月曜
日は通常休館日ですが、6月4日㈪は
臨時開館します
●野津田公園☎７３６・３１３１
【自然観察教室～春の植物観察】
　大人1人での参加も歓迎です対小
学生以上の方（保護者同伴の未就学
児も可）日5月12日㈯午前9時～正
午講（有）植生技術代表・三瀬章裕氏
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3年生以下は1人まで
無料
【バラの魅力に触れよう！栽培講座
と花柄摘み体験】
対バラの知識を深めたい方、バラの
栽培でお悩みの方日5月26日㈯午前
10時～正午内バラ栽培の講義とお
手入れ体験講町田ばら会会長・西尾
譲司氏定30人（申し込み順）費大人
800円（保険料込み）

◇
申5月1日午前9時から電話で同公園
へ（受付時間＝午前9時～午後5時、Ｊ
リーグ等イベントのない土・日曜日、
祝日も可）
●相原中央公園☎７７２・１４４９
【新緑のさとやまフットパス】
　相原中央公園周辺の尾根道や古道
など、さとやまの新緑を楽しみなが
ら散策します日5月13日㈰午前9時
～午後3時、集合はＪＲ横浜線相原駅
西口（雨天中止）講自然緑道の会会員
・石坂隆氏定20人（申し込み順）費
500円申5月10日までに電話で同公
園へ（受付時間＝午前9時～午後8
時）

●町田市自然休暇村☎０２６７・９９・
２９１２
【春の登山ツアー】
　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6月3日㈰午前8
時～5日㈫午後4時ごろ、2泊3日、集
合は町田ターミナルプラザ、解散は
町田駅周辺（予定）場町田市自然休暇
村（長野県南佐久郡川上村）内自然休
暇村周辺林道散策、甲武信ヶ岳（上級
登山、往復約8時間）、横尾山を登山・
トレッキング定40人（抽選）／最少催
行人数は35人です費大人2万4000
円（交通費、宿泊費、1日目昼食～3日
目昼食、保険料、ガイド料含む）旅行
企画・実施ＪＷＴジャパンウインズツ
アー（株）、長野県知事登録第2－399
号、全国旅行協会会員・長野県旅行業
協会会員（長野県佐久市今井533－
1、☎0267・66・1268〔代〕）、利用バ
ス会社＝信濃バス（長野県南佐久郡
川上村樋沢234）申5月1日午前9時
～15日に電話で自然休暇村（錆012
0・55・2838）へ（5月24日以降の取
り消しはキャンセル料が必要）

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
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広　　告

♪♯♫
♫♯ ♭　町田市総合水防訓練は、台風や

集中豪雨が予想される雨期の前
に、大雨による浸水等の被害を想
定し、水防態勢の万全を期するた
め実施するものです。
　都市型水害へ対応するさまざま
な水防工法等、本番さながらの訓
練を実施します。ぜひご覧下さい。

日５月１３日㈰午前９時３０分〜１１
時３０分ごろ
場旧本町田中学校跡地（本町田
２６００番地４）
※町田バスセンターから山崎団地
行きバスで「山崎団地センター」下
車、徒歩４分。

　鶴川地域にある、鶴川図書館（団
地内）と鶴川駅前図書館のこれか
らについて、ワークショップを通
じて考えます。
対市内在住の方
日①５月１３日㈰午後２時〜４時②５
月２５日㈮午後６時３０分〜８時３０
分（各回とも同一内容）

場①鶴川市民センター②和光大学
ポプリホール鶴川
定各２４人（申し込み順）
申５月２日正午から①５月１０日ま
で②５月２２日までにイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード①１８０５０２Ａ②１８０５０２
Ｇへ（２人まで申し込み可）。

　総務省消防庁から発信されるＪ
アラート（全国瞬時警報システム）
を使用した、全国一斉情報伝達訓
練を実施します。
　この訓練は、弾道ミサイル情報
や緊急地震速報等を市庁舎にある
Ｊアラート受信機が受け取り、自動
で町田市防災行政無線屋外スピー
カー及び戸別受信機から市内全域

に放送されることを確認するもの
です。詳細は、町田市ホームページ
をご覧下さい。
※町田市メール配信サービスに登
録している方には、事前にお知ら
せします。
※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。

　２０１９年９月から１１月にかけて全国１２会場で開催されるラグビーワー
ルドカップ２０１９の公認チームキャンプ地に、町田市が選ばれました。
　世界から集う２０チームのうち、町田市では、アフリカ地区代表のキャ
ンプを受け入れる予定です。詳細は、正式に決定され次第改めてお知らせ
します。

　町田市の成人式「二十祭まちだ」の当日の式典や関連イベ
ントを企画・運営する実行委員を募集します。
対新成人または２０歳前後で、イベントの企画・運営等に興
味がある方
※詳細は町田市ホームページをご覧下さい。
【実行委員希望者向けオリエンテーション】
　要予約です。日程が合わない方も
お問い合わせ下さい。
日６月９日㈯午後２時〜３時ごろ
場市庁舎
申氏名・電話番号・メールアドレスを
明示し、電話またはＥメールで文化
振興課〔二十祭まちだ実行委員会事
務局〕（遍ｍｃｉｔｙ１８９０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄ
ａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。

運用を開始しました

バス運行情報案内表示機
問交通事業推進課☎７２４・４２６１

町田市総合水防訓練を実施します
問防災課☎７２４・２１０７

● 参 ● 加 ● し ● ま ● せ ● ん ● か ● ? ●

「鶴川地域図書館のこれから」ワークショップ
問中央図書館☎７２８・８２２０

町田市成人式
「二十祭まちだ」

実 行 委 員 募 集
問文化振興課☎７２４・２１８４

東京２０２０公認文化オリンピアード～地産地ＳＨＯＷコンサート

ピアノデュオＣａｐｒｉｎａ
問文化振興課☎７２４・２１８４

町田市がラグビーワールドカップ2019ＴＭの

公認チームキャンプ地に内定しました！
問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎７２４・４４４２

第１回  全国一斉情報伝達訓練の実施
日５月１６日㈬午前１１時ごろから� 問防災課☎７２４・３２１８

　町田市出身の楠絵里奈さんと室井悠李さんによるピアノデュオＣａｐｒｉｎａ
のコンサートです。直接会場へおいで下さい。
日５月２３日㈬正午〜午後０時５０分（開場は午
前１１時４５分）
場市庁舎３階アトリウム
曲目ドボルザーク「スラブ舞曲第１集　第１番
作品４６」、アンダーソン「タイプライター」、メ
ンデルスゾーン「二重奏アンダンテとアレグ
ロ・アッサイ・ビバーチェ　イ長調　作品９２」　
他（予定）
定１１９席（先着順） Ｃａｐｒｉｎａ

昨年の訓練の様子

町田市では、気象情報などのメール
配信サービスを行っています。大雨、
台風、集中豪雨などの際には、気象
警報や避難に関する情報などを配
信しますので、ご登録下さい。

携帯電話 スマートフォン

昨年の実行委員会の様子

　市役所利用者のバス待ち環境と
バス乗り場・行き先の分かりやす
さの向上のため、バス事業者・広告
代理店と連携して市庁舎１階にバ
ス運行情報案内表示機を設置しま
した。
○バス運行情報案内表示機とは　
　町田市役所市民ホール前バス停
（市役所側）に直近で到着するバス
の行き先や運行ルート等の情報
を、乗り場別に表示します。

○設置位置　
　市庁舎内正面出入り口脇
※詳細は、町田市ホームページを
ご覧下さい。

バス接近情報とバス乗り場案内図を切り替えて表示します
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