
　洪水ハザードマップには、浸
水被害の発生が予測される区域
が示されています。土砂災害ハ
ザードマップでは、土砂災害の
危険がある市内の区域を示して
います。
　お住まいの近くの危険箇所
や、いざというときの避難施設
についてご確認下さい。なお、ハ
ザードマップは防災課（市庁舎
3階）や各市民センターで配布
しているほか、町田市ホームペ
ージでご覧いただけます。

問防災課☎724・3218

詰まりを除いて
大雨対策！

　「道路通報アプリ・みちピカ町田くん」は、
スマートフォンのカメラ機能・ＧＰＳ機能を
活用し、道路の不具合をメールで通報する
ことができる便利なアプリです。雨の季節
を迎える前にアプリをダウンロードしてお
き、雨の降る前から活用・通報して下さい。

問道路管理課☎724・3257

　側溝や雨水ますが塞がれていると、道路冠水や住宅等への浸水の原
因となります。日ごろから、これらの上に植木鉢や段
差解消ブロック等の障害物を置かないようにしまし
ょう。併せて、自宅付近の側溝や雨水ますに落ち葉や
ごみ、土砂がたまらないよう、清掃にご協力下さい。

問道路管理課☎724・4245

道路側溝をきれいにする

雨今
から
できる

知っておきたい大雨対策を、2面で紹介しています

「道路通報アプリ・
みちピカ町田くん」を使う 

　災害時の緊急の呼び掛け
など「防災情報」や「気象・地
震情報」を地域別に配信し
ています。防災無線の内容
も配信します。

携帯電話 スマートフォン

　今年も大雨の季節が近づいてきました。
水害を防ぐためには一人ひとりが普段か
ら対策をしておくことが効果的です。

● 側溝がふさがって水があふれている！
● 路面にごみや障害物が散乱している！
● 防災無線の内容を知りたい！
●  家の裏の崖が崩れないか心配……。 

避難ってどこにすれば良いの？
大雨の前にできる対策をご紹介します。

メール配信サービスに登録するハザードマップを確認する
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大雨が降っているときに気をつけること

土のうの準備をしましょう
　市道から宅地内への雨水の流入防止用とし
て、土のうをお配りしています。ご希望の方は、
道路管理課に連絡後、市庁舎または土木・公園サ
ービスセンターでお受け取り下さい。
　なお、土のうの配送及び回収は行いませんの
で、使用後は各家庭で保管・処分をお願いしま
す。

問道路管理課☎724・4245

　災害の発生が差し迫り、避難が必要になった場合は、市から呼び掛けを行い
ます。避難勧告等や開設している避難施設の情報は、町田市メール配信サービ
ス（１面参照）や防災行政無線放送、町田市ホームページ等でお知らせします。

避難勧告等について知る

　避難に時間のかかる方（お年寄りの方、体の不自由
な方、小さなお子さんがいらっしゃる方など）と、そ
の避難を支援する方は避難を開始して下さい。
　なお、避難施設への避難が困難な場合は、建物の上
の階や近くの安全な場所に避難して下さい。
　それ以外の方については、気象情報に注意し、危険
だと思ったら早めに避難をして下さい。

避難準備・高齢者等
避難開始

　速やかに避難を開始して下さい。外が危険な場合
は、建物の上の階に避難して下さい。避難勧告

　緊急に避難して下さい。外が危険な場合は、建物の
上の階へ緊急に避難して下さい。避難指示（緊急）

○呼び掛けの種類� 問防災課☎724・3218
防災行政無線フリーダイヤル 0800・800・5181

雨水浸透設備の設置（補助金を利用しましょう）
　市では、雨水浸透設備を設置する方に対して補助金を交付する制度があ
ります。雨水浸透設備とは、「雨水浸透ます」と「雨水浸透管（浸透トレンチ）」
のことで、河川に流れ込む雨水の量を抑える役割があります。
　手続き等の詳細については下水道管理課にお問い合わせ下さい。

雨水本管

公共雨水ます

雨水浸透ます

雨水浸透管

補助対象

市が進めている 大 策雨 対

問下水道管理課☎724・4330

よう壁を点検する
　長雨や集中豪雨により、崖やよう壁などが崩れて被害をもたらすことがあります。
　既に関係機関からよう壁の改善等の勧告を受けている方は、必ず補強、改良などの工事を行って下さい。
　なお、よう壁などを築造するときは事前の許可が必要となることがあります。また、住宅金融支援機構では、勧告・改善命令を受けている方
を対象に工事資金の融資を行っています。

総合水防訓練
　市では、毎年５月に町田消防署や町田市消防団などの各機関と協力して
町田市総合水防訓練を実施しています。この訓練は、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
するために実施するものです。 問防災課☎724・3218

　土地の形状等により雨水が宅地内に流れ込
む被害が発生しやすい場所があります。特に
注意が必要なのは、道路より低い位置に駐車
場や玄関等がある家庭で、土のうや止水板を
設置する等の水が流れ込まない工夫が有効で
す。また、自家用車等の移動可能なものは、高
い場所・安全な場所へ移動させましょう。

浸水の予防

　雨が降っているときや降りそうなときは、河川や水
路、公園内等の調整池に近づかないようにしましょう。
その場所で降っていなくても上流の地域で急激に雨が
降り、突然増水することがあります。

河川や池には近づかない

　雨が続くと下水道管に雨水が浸入することがあります。大雨の際は、洗濯
やお風呂をできるだけ控え、排水量を減らすよう、ご協力をお願いします。

大雨のときは排水量を減らして下さい

問下水道管理課☎724・4328

大雨前

大雨後

雨水浸透設備

まだまだあります 大雨が降る前にできること

問建築開発審査課☎724・43９5
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募　集募　集
認 可 保 育 園 等 職 員
　詳細は各保育園・認定こども園へ
お問い合わせ下さい。
対有資格者
○草笛保育園（☎７２５・２６５２）＝保
育士（常勤）
○高ヶ坂保育園（☎７２７・２３７３）＝
保育士（非常勤）・看護師（常勤）
○なごみ保育園、なごみ第二保育園
（☎７２４・０７５３）＝保育士（常勤・非
常勤）

○認定こども園高ヶ坂幼稚園（☎
７２８・０３２１）＝保育士（常勤・非常
勤）、幼稚園教諭（常勤・非常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８
生涯学習センター

障 が い 者 青 年 学 級 
ボランティアスタッフ
　有償ボランティアを募集します。
経験は不問です。なお、募集にあたり
活動内容等を説明しますので、見学
においで下さい。
日毎月２回、土曜日または日曜日の
午前１０時～午後４時
※毎週木曜日の夜間に、スタッフ会

議があります。
場生涯学習センター、ひかり療育園
内知的障がいのある方の音楽・スポ
ーツ・演劇・図画工作などの活動を支
援し共に学ぶ
問同センター☎７２８・００７１
３Ｒ推進課

嘱託員（ごみ収集業務）
対心身ともに健康で、体力に自信が
ある方＝若干名
※歩きながらごみを収集します。
勤務期間７月１日～２０１９年３月３１日
（更新も有り）
勤務時間午前８時１５分～午後５時、

月１６日
勤務場所町田リサイクル文化センタ
ー
※車通勤不可。
内市内のごみ収集業務、収集車の誘
導等
報酬月額１９万２２００円（別途交通費
支給）
※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。
選考書類・面接
※面接の際、履歴書（顔写真貼付）を
お持ち下さい。
申面接日時を明示し、電話で３Ｒ推進
課（☎７９７・７１１１）へ。

お気軽にご相談下さい　６月、７月の母子健康案内

健診・検診名 対象（２０１９年３月３１日時点の年齢） 受診期間／通知 健診・検診内容 自己負担額（注）

成人健康診査

４０～７４歳の町田市国民健康保険加
入者、後期高齢者医療制度加入者、
４０歳以上の生活保護受給者等
※４０歳以上で上記対象以外の方は、
ご自身が加入している医療保険者
にお問い合わせ下さい。

４月～９月生まれの方には５月下旬、１０月～３月生
まれの方には６月下旬に受診券を送付します。受診
券の有効期限内に受診して下さい。
※２０１８年度中（４月１日から翌年３月３１日）に７５
歳になる方は、受診券送付時期が異なる場合があ
ります。
※年度途中で転入・健康保険を変更された対象の
方は担当課へご連絡下さい。受診券を送付します。

問診、身体計測（身長・体重・ＢＭＩ・腹囲）、身体診察
（聴診など）、血圧測定、尿検査（尿糖・尿蛋

たん

白
ぱく

）、血液
検査（ＨＤＬコレステロール・ＬＤＬコレステロール・
中性脂肪・血糖値・ＨｂＡ１ｃ・ＡＳＴ・ＡＬＴ・γ－ＧＴ）
※腎機能検査、貧血検査、心電図検査、眼底検査、胸
部エックス線検査は医師の判断により行います
（６５歳以上の方は、結核健診として、胸部エックス
線検査を原則実施）。
※在宅の寝たきりの方は訪問健診が可能です。

５００円

１８～３９歳で健康診査を受ける機会
のない方 ２０１９年３月３１日まで

受診券はありませ
ん。
実施医療機関にお
申し込み下さい。

肝炎ウイルス検診 同時 ４０歳以上で過去に肝炎ウイルス検
査を受けたことのない方 ２０１９年３月３１日まで 問診、血液検査（Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査） 無料

胃がんリスク検診 同時（ＡＢＣ検診）
３５歳以上で過去に胃がんリスク検
診を受けたことのない方 ５月２５日～２０１９年２月２８日 問診、血液検査（ヘリコバクター・ピロリ抗体、血清

ペプシノゲン） ８００円

大腸がん検診 同時 ４０歳以上の方 ５月２５日～２０１９年２月２８日 問診、免疫便潜血検査２日法 ８００円
乳がん検診 ４０歳以上で偶数年齢の女性 ２０１９年３月３１日まで 問診、マンモグラフィ（乳房エックス線検査） ２０００円
子宮頸

けい

がん検診 ２０歳以上の女性 ２０１９年３月３１日まで 問診、視診、内診、細胞診 １０００円
前立腺がん検診 同時 ５０歳以上７０歳以下の男性 ５月２５日～２０１９年３月３１日 問診、血液検査（ＰＳＡ検査） １０００円
同時印の検診は、多くの医療機関で、成人健康診査や複数の検診と同時に受けられます。
（注）自己負担金が免除となる方
　 下記の項目①～③のうち、いずれかに該当し、かつ受診時に下記証書を提示した方のみ（受診後の申請不可）
　 ①２０１７年度住民税非課税世帯の方＝「町田市成人健康診査受診券」または「自己負担金免除申請審査結果通知書（事前に申請が必要）」
　 ②生活保護受給者＝「町田市成人健康診査受診券」または「保護受給証明書」
　 ③中国残留邦人等支援給付受給者＝「町田市成人健康診査受診券」または「中国残留邦人等支援給付受給証明書」
　 なお、胃がんリスク検診は、②③の方及び年度末（２０１９年３月３１日）時点で４０歳以上で５の倍数年齢（４０歳、４５歳…）の方のみ自己負担金免除となります。詳細は町田市ホームペ
ージや各市民センターに設置している案内チラシをご確認下さい。

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＝１
８０２２８Ａ、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

６月１日、７月６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

６月８日、７月１３日㈮ 分娩経過とリラックス法
等

Ｂコース ６月１６日、７月２１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 ６月１１日、２５日、７月９日、２３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 ６月４日、７月２日㈪

子どもセンターばあん ６月８日、７月１３日㈮
忠生保健センター ６月１８日、７月３０日㈪
小山市民センター ７月４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 ６月７日、１４日、２１日、２８日、７月５
日、１２日、１９日、２６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 ６月２８日、７月２６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／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＝１８０３１４
Ｓ、後期＝１８０３１４Ｋ、幼児食＝１
８０３１４Ｙへ

４～６か月児の保
護者

健康福祉会館
初期

６月１５日㈮、７月１０日㈫、
２４日㈫

午前１０時５分～１１時
４５分 離乳食の話と試食

鶴川保健センター ６月２６日㈫ 午後１時４０分～３時
２０分

８～１０か月児の保
護者

健康福祉会館 後期 ６月２１日㈭、７月１８日㈬ 午前１０時５分～１１時
４０分

離乳食後期の話と試食、
歯の話鶴川保健センター ６月２６日㈫

１歳６か月～２歳０
か月児の親子 健康福祉会館 幼児食 ６月１３日㈬ 午前９時５５分～１１時

４５分
親子遊び、幼児食の話と
試食

２０１８年度　町田市成人健康診査・がん検診等のご案内
問４０～７４歳の町田市国民健康保険加入者の健康診査＝保険年金課保険給付係☎７２４・２１３０／後期高齢者医療制度加入者の健康診査＝保険年金課高齢
者医療係☎７２４・２１４４／生活保護受給者・中国残留邦人等支援給付受給者・１８～３９歳で職場や学校等で受診機会のない方の健康診査、がん検診等＝健康
推進課☎７２５・５１７８

　町田市に住民票があり、ご加入の健康保険や、勤務先・学校・人間ドックなどで受診の機会のない方は、成人健康診査・検診を受診期間内に１回受けられま
す。肝炎ウイルス検診・胃がんリスク検診は、過去に受けたことがない方が対象で、１回のみの検診です。
○申込方法　事前に実施医療機関へお問い合わせ下さい。受診券は必要ありません（４０歳以上の成人健康診査を除く）。
○実施医療機関　市役所代表（☎７２２・３１１１）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。また、成人健康診査の受診券送付時に実施医
療機関の一覧を同封します。

※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。
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募　集募　集
町田市子ども・子育て会議

第 ３ 期 公 募 委 員
　市では、子ども・子育て支援に関す
る取り組みを推進するため、２０１３
年度から「町田市子ども・子育て会
議」にて計画策定や実施状況の評価、
進捗確認などを行っています。会議
には、行政だけでなく、実際に子育て
中の保護者にも参加していただき、さ
まざまな意見をいただいています。
　第２期の委員任期が満了となった
ため、新たに委員として会議に参加
する保護者を公募します。
対申し込み時において次のすべての
条件を満たす方　①市内在住の、
２０１８年４月１日時点で２０歳以上で
ある②２０１８年４月１日時点で１８歳
以下の子どもの保護者である③子育
て支援に理解と関心がある④任期中
の会議に出席できる＝２人以内
任期７月１日～２０２０年３月３１日
報酬１回の会議出席につき１万円
選考書類、面接（書類合格者のみ）
申応募用紙（子ども総務課〔市庁舎２
階〕に有り、町田市ホームページでダ
ウンロードも可）に記入のうえ、作文
（テーマ＝将来を担う人が育つまち
をつくるために市民と行政が協働で
できること、８００字程度）と併せて、
５月３１日まで（必着）に直接または郵
送で子ども総務課へ。

問子ども総務課☎７２４・２８７６

お知らせお知らせ
町田に静かで安全な空を返せ！

着陸訓練の中止を要請
　４月２６日に防衛省から、通常は硫黄
島で実施する着陸訓練を、天候等の事
情でできない場合には、厚木基地で
実施するという通告がありました。
　この訓練期間やその前後には、市
内で激しい騒音が発生する傾向にあ
ります。そのため市では、４月２７日
に、神奈川県及び厚木基地周辺市と
ともに、国に対し、厚木基地における
訓練の中止を要請しました。
　今後も引き続き、厚木基地周辺の
自治体と連携し、国と米軍に対し、騒
音解消に向けて、粘り強く要請して
いきます。
問企画政策課☎７２４・２１０３
市民バス「まちっこ」に

３Ｒ推進川柳を掲示します
　市では、ごみとして燃やす量を
２０２０年までに、２００９年度比で４０
％削減することを目標に取り組んで
います。
　循環型社会の形成を目指して行う
ごみ減量には、市・市民・市内事業者
で取り組む３Ｒ（リデュース・リユー
ス・リサイクル）が不可欠です。
　そこで、「３Ｒ推進」をテーマにした
川柳を市民の皆さんから募集し、そ

のうち１４作品を市民バス「まちっ
こ」の車内に掲示します。
掲示期間６月１日～３０日

【「まちっこ」とは】
　まちっこには、「相原ルート」と「公
共施設巡回ルート」の２ルートがあ
り、月～金曜日（年末年始、祝休日は
除く）に運行しています。
※運行経路や時刻表は、町田市ホー
ムページ、または各公共施設に設置
の運行案内をご覧下さい。
※まちっこについては、交通事業推
進課（☎７２４・４２６１）へお問い合わ
せ下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
製造業の皆さんへ～ご協力をお願い
します

工 業 統 計 調 査
　６月１日現在で、工業統計調査を実
施します。
対製造業を営む全事業所
期間５月中旬～６月下旬
※調査員証を携帯した調査員が伺い
ます。
問市政情報課☎７２４・２１０６

住宅の耐震化を応援します
【木造住宅耐震相談会】
対市内にある昭和５６年５月３１日以
前に着工された戸建ての木造住宅
（賃貸用の住宅は除く）を、自らが所
有している方
日①６月７日②７月１２日、いずれも木
曜日午後２時～４時
場①なるせ駅前市民センター②町田
市民フォーラム
内木造住宅の無料簡易耐震診断と耐

震化助成制度の説明、個別相談、申請
の受け付け
定各５０人（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。

もの忘れ等に関する高齢者相談
　認知症の人とその家族が安心して
暮らせるまちを目指し、認知症につ
いての身近な相談窓口「もの忘れ等
に関する高齢者相談」を月１回、町田
市医師会等の協力のもと、各高齢者
支援センターで開催しています。
　認知症の症状や治療に関すること
は専門医が、認知症に関わるさまざ
まな悩みや不安の軽減については臨
床心理士等が、相談をお受けします。
お気軽にご相談下さい。
※お住まいの地域の各高齢者支援セ
ンター等の詳細は、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３６・３７ページ、
または町田市ホームページをご覧下
さい。
対市内在住の方
申電話で各高齢者支援センターへ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

市役所はクールビズに 
取 り 組 み ま す
　市では地球温暖化防止・省エネル
ギー対策のひとつとして、１０月３１
日㈬までクールビズを実施します。
市職員はノーネクタイ、上着なし等
の軽装で業務を行うことがありま
す。
　ご理解ご協力をお願いします。
問職員課☎７２４・２１９９

　毎朝の犬の散歩の道すがら、目に
する草花も初夏のものになりまし
た。スイカズラの甘い匂いが漂い始
めました。
　以前、この欄でアカバナユウゲシ
ョウやナガミヒナゲシについて触れ
ましたが、今回は、ブタナ、別名タン
ポポモドキです。タンポポに似た黄
色い花をつけますが、長い茎の先に
花があり、葉は茎には無く、地面に放
射状に広がっています。外来種で全
国各地に分布しています。まとまっ
て咲いている所もあり、見慣れると、
ここにも、そこにも、「ひょろ長い」茎
が目につくようになります。
　さて、今月１日、市庁舎１階のカフ
ェがリニューアルオープンしまし
た。新しいカフェは「KEY'S　CAFÉ
（キーズ　カフェ）」という名前で、運
営事業者は、これも４月に新しくな
ったコンビニ「ミニストップ」と同じ
です。カフェとの競合が解消して、コ

ンビニ内で飲食（イートイン）ができ
るようになりました。
　カフェには、イベントスタジオとし
て展示スペースもあり、窓側には、フ
ォルクスワーゲンバスも展示されて
います。キッチンカー風のしつらえで
すが、庁舎管理上の規制の関係でバ
ス車内での調理等はしていません。
　市役所に毎週用事があって来られ
る人はあまりいません。用向きが１
回で済まなかったら、などと思う人
もおそらくいらっしゃると思います。
やはり、何がしか緊張しがちです。町
田市では、新しい庁舎の設計とその
後の運営にあたって、市民の皆さん
が来庁された際は少しでもリラック
スして、窓口に来ていただけるよう
な工夫をしています。
　ソフト面では、窓口の案内につい
て、よくある「部署の案内図」や「ポス
ター」「方向を示す矢印」の貼り出し
などは禁止し、その代わりに案内の
人を配置しています。ハード面では、
まずは、３階部分までの大きな吹き
抜け空間で、開放感を。そして、正面
入り口の左右に、コンビニとカフェ
を配して、日常の暮らしの風景に近
い雰囲気を作っています。
　市役所にお越しの折には、ぜひ、新
しいカフェやコンビニをのぞいてみ
て下さい。

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

ここがポイント！

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１３6

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
ごみの資源化施設
地区連絡会（町田リ
サイクル文化セン
ター周辺エリア）

５月１６日㈬午
後６時３０分か
ら

忠生市民セン
ター１階会議室
１・２

５人程度
（先着順）

直接会場へ問循環型施
設整備課☎７２４・４３８４

町田市建築紛争調
停委員会

５月２１日㈪午
前１０時から

市庁舎８階会議
室８－１

５人程度
（先着順）

直接会場へ問土地利用
調整課☎７２４・４２５６

町田市スポーツ推
進審議会

５月３０日㈬午
後６時３０分か
ら

市庁舎１０階会
議室１０－２

５人
（申し込み順）

５月２９日までに電話で
ス ポ ー ツ 振 興 課（ ☎
７２４・４０３６）へ

町田市公共施設再
編計画策定検討委
員会

５月３１日㈭午
後２時から

市庁舎１０階会
議室１０－４・５

５人
（申し込み順）

事前に電話で企画政策
課（☎７２４・２１０３）へ

町田市教育委員会
定例会

６月１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

施設の複合化とは
　市では、公共施設の老朽化や厳しい財政状況を見通し、必要な公共サ
ービスを将来にわたって維持していくため、公共施設の再編に向けた
取り組みを進めています。
　再編の取り組みの１つとして、施設の複合化があります。複合化と
は、目的や対象者ごとに個別の施設を設置するというこれまでの考え
方を見直し、１つの建物で複数のサービスや活動を行えるようにする
ことです。
　複合化により、拠点施設として多様な人の交流が生まれることや、サ
ービス相互が連携できるなど、利便性の向上や新たなサービスの創出
を図ることができます。

問企画政策課☎７２４・２１０３未来の場
かたち

⑦みんなでつくる

　複合化により空いた建物や空間を整理することで、建物
の総量を減らすことができます。また、そのような場を活用
した民間による新たなサービスの提供も期待されます。

リニューアルした１階の様子
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平成３０年度市民税・都民税納税通知書のお知らせ
問納税通知書について＝市民税課市民税係・特別徴収係☎７２４・２１１４、
２１１５、納付について＝納税課☎７２４・２１２１、証明書について＝市民税課
諸税証明係☎７２４・２８７４

策定しました

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

ハチの巣を見つけたら
問生活衛生課☎７２２・７３５４

南多摩斎場

保守点検に伴う臨時休業日
問南多摩斎場☎７９７・７６４１

ご利用下さい！
移動図書館そよかぜ号
問さるびあ図書館☎７２２・３７６８、堺図書館☎７７４・２１３１

５月３０日はごみゼロデー

　　　　 ２０１８年度 美化キャンペーン
問環境保全課☎７２４・２７１１

　市では、毎年５月３０日のごみゼ
ロデーを中心に美化キャンペーン
を実施しています。
　今年は、５月２５日㈮に鶴川駅周
辺で、地域の方 ・々関係団体・まちだ
サポーターズの皆さんと連携し、
散乱ごみ一斉清掃を実施します。
　皆さんも、この機会に自宅周辺
の散乱ごみ清掃や定期的な清掃活
動など、地域の環境美化にご協力
をお願いします。
【清掃活動にご協力下さる方へ】
　清掃活動で集めるごみは、公共
の場所に散乱したポイ捨てごみに
限ります。拾い集めたごみは、自宅
で「資源とごみの出し方」に従って
分別し、通常の家庭ごみの出し方
でお出し下さい。

　この計画は、障害者総合支援法に
基づき、２０１８年度からの３年間につ
いて、市の障害福祉サービス等の必
要量を見込み、提供体制の確保をは
かるための方策を定めたものです。
　この計画に基づいて、市では、今後
さまざまな取り組みを展開していき
ます。
　計画の冊子は、５月１８日㈮から各市
立図書館で閲覧できるほか、市政情

　暖かくなると、女王バチが越冬か
ら目覚めて、雨や風をしのげる軒下
や樹木等に巣を作り始めます。初期
の段階であれば比較的とりやすいの
で、日ごろから家の周りを点検して
おきましょう。
　なお、市では駆除を行っていませ
ん。スズメバチの巣など自主駆除が
困難な場合は、専門業者の（公社）東
京都ペストコントロール協会（☎０３
・３２５４・００１４）へ駆除を依頼して下
さい。
【ハチの巣を見つけた場合】
○近寄らない
○いたずらしない（石を投げない・棒

　納税通知書を６月４日に発送し
ます。６５歳以上（４月１日時点）で
公的年金に係る雑所得がある方の
納税通知書は、６月１５日に発送し
ます。
　市民税・都民税が給与から差し
引かれる方は、勤務先へ税額通知
書を５月１８日に発送します。
　納付は、コンビニエンスストア
でもできます（納付書の左下にバ
ーコードの印字があるものに限
る）。また、携帯電話・スマートフォ
ンによる納付（モバイルレジ）・Ｐａ
ｙ‒ｅａｓｙ（ペイジー）口座振替受付
サービスもあります。
【平成３０年度市民税・都民税課税
（非課税）証明書は次の日程で発行
します】
①給与から差し引かれる方＝５月
１８日以降
②個人で納付する額がある方＝６
月４日以降
③６５歳以上（４月１日時点）で公的
年金に係る雑所得がある方＝６月
１５日以降

※①と②を併せて納付する方は６
月４日以降、①または②により納
付する方でも③に該当する方は６
月１５日以降の発行になります。コ
ンビニエンスストアでの自動交付
サービスの手続きをすでに済ませ
ている方は６月１５日以降の自動交
付が可能となります。
発行場所市民課（市庁舎１階）、市
民税課（市庁舎２階）、各市民セン
ター、町田・南町田・鶴川の各駅前
連絡所、玉川学園・木曽山崎の各コ
ミュニティセンター
費１通につき３００円（コンビニエ
ンスストアでの自動交付サービス
を利用の場合は１５０円）
○本人確認書類をお持ち下さい
　税務証明や閲覧の申請のために
窓口に来庁する方は、本人確認書
類をお持ち下さい（下表参照）。
　本人に代わって請求する場合は
委任状等の書面が必要です。代理
で窓口に来庁する方も本人確認書
類をお持ち下さい。

　火葬炉の保守点検を行うため、下表のとおり臨時休業します。ご理解ご
協力をお願いします。

　燃やせるごみ・燃やせないごみ
は、有料の指定収集袋のほか、ボラ
ンティア袋もご利用いただけま
す。ボランティア袋を利用する場
合は、袋に「ボランティア袋カー
ド」記載の登録番号を必ず記入し
て下さい。
※ボランティア袋の利用には、３Ｒ推
進課（☎７９７・７１１１）や各市民セン
ター等で事前の登録が必要です。
※資源ごみは、ボランティア袋を
使用せず、資源集積所に直接お出
し下さい。
※市道に放置された自転車は木曽
自 転 車 等 保 管 場 所（ ☎７９１・
４３６６）へ。その他の大きなごみ
は、道路管理課（☎７２４・４２４５）へ
お問い合わせ下さい。

報課（市庁舎１階）で
販売します（１冊２００
円）。なお、町田市ホー
ムページでダウンロ
ードもできます。
※音声読み上げ対応
のテキスト版もあり
ます。点字版・音声版については、障
がい福祉課へお問い合わせ下さい。

でつつかない）
【ハチが近くにいる場合】
○手で払わない（ハチは攻撃された
と思い、刺すことがあります）
○大声を出したり、走り回ってハチ
を刺激しない
○ゆっくりと静かに立ち去る
※アシナガバチの巣の駆除用とし
て、簡易な防護服の貸し出しを町田
市保健所（中町庁舎）で行っていま
す。アシナガバチとスズメバチの巣
の見分け方や駆除方法については、
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。
市HP ハチ対策  検索

　そよかぜ号は、図書館が遠い地
域の方でも本が借りられるよう
に、約３５００冊の本を積み、市内６６
か所を巡回しています。各巡回場
所には２週間に１度、４０分～５０分
間停車します。
　そよかぜ号では、本の予約サー
ビスや、利用券の発行も行ってい
ます。
　巡回日程・場所は、町田市立図書

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

本人確認書類　（①は１点で、②は２点で、または②１点＋③１点で確認）

①
運転免許証等官公署発行の免許証もしくは資格証明書（写真付き）、マイナンバ
ーカード（写真付き）、旅券、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード
（写真付き）、身体障害者手帳、療育手帳など

②
健康保険証、各種年金証書及び年金手帳、住民基本台帳カード（写真無し）、生活
保護受給証明書、地方公共団体交付の敬老手帳、①の書類が更新中に交付される
仮証明書や引換書類、本人宛納税通知書など

③ 学生証、法人が発行した身分証明書、キャッシュカードなど

　本会議･委員会を下表のとおり開催します。開会時間は午前１０時で
す（６月７日は午後１時）。

問議会事務局☎７２４・４０４９
6月定例会・常任委員会を開催します

本会議・常任委員会日程（予定）
月 日 曜日 内　　　　容

６

７ 木 本会議（提案理由説明）
８ 金 議案説明会・全員協議会
１２ 火

本会議（一般質問）
１３ 水
１４ 木
１５ 金
１８ 月
１９ 火 本会議（質疑）
２０ 水 文教社会常任委員会･建設常

任委員会
２１ 木 総務常任委員会・健康福祉常

任委員会
２２ 金 常任委員会予備日
２９ 金 本会議（表決）

議会を傍聴しましょう
※本会議・常任委員会は町田市議会
ホームページでインターネット中継
・録画中継をしています。スマート
フォンやタブレット端末でもご覧い
ただけます。
※会議の日程・時間等は変更になる
ことがあります。

ツイッターで情報発信
Twittｅrアカウント名=町田市議会

（町田市公式）＠mａchidａ_gikａi

保守点検に伴う業務予定� （○＝平常どおり、×＝休業）

火葬業務
式場利用 受　付 霊安室

（※）告別式 通　夜 電話申込
（※） 使用料

５月１７日㈭ ○ ○ × ○ ○ ○
５月１８日㈮
臨時休業日 × × × ○ × ○

５月１９日㈯
友引日 × × ○ ○ × ○

（※）業務時間は午前８時３０分～午後１０時です。
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お知らせお知らせ
受け付けます

就 学 相 談 会
　町田市障がい児就学相談委員会に
よる相談会（９月～１２月に実施予定）
の受け付けを行います。
　ご都合の良い時間帯においで下さ
い。いずれの日程も都合が悪い場合
は、教育センターへご連絡下さい。
※母子健康手帳・愛の手帳・身体障害
者手帳のある方はお持ち下さい。受
け付けの際は保護者と面談を行いま
す。受け付けには３０分～１時間程度
かかります。
※中学校進学の相談は、在学の小学
校を通じて受け付けます。また、私立
小学校等に在学し、都立特別支援学
校または町田市立中学校の特別支援
学級へ進学をお考えの方は、同セン
ター就学相談担当へお問い合わせ下
さい。
対２０１９年４月に小学校に就学する、
特別な支援を必要とするお子さんの
保護者
日７月５日㈭、６日㈮、９日㈪、１１日㈬、
１９日㈭、２０日㈮、２５日㈬、８月１日
㈬、午前９時～１１時３０分、午後１時
３０分～４時
場同センター１号館２階研修室

【事前説明会を開催します】
　参加は任意です。
対特別な支援を必要とする、小学校
に就学する前のお子さんとその保護
者（２０１９年４月に小学校就学予定の
方に限りません）
日６月２０日㈬午前１０時～正午
場同センター１号館４階大会議室
内就学相談会の内容・流れ、就学先の
学級の種類などの説明
定１００人程度（先着順）

◇

問同センター☎７９３・３０５７
町田市民文学館～刊行しました
「 五 十 嵐 祇 室・ 梅 夫・ 
浜 藻　 来 簡 集 」　　　

　町田ゆかりの江戸時代の俳人・
五十嵐家三代（祇

ぎ

室
しつ

・梅
ばい

夫
ふ

・浜
はま

藻
も

）に宛
てられた、当時の著名俳人・夏目成
美、鈴木道彦、井上士朗らの手紙３５
点を、市民研究員の方々の調査・研究
と解読により、翻刻（崩し字を楷書に
直して読めるようにすること）刊行
しました。三代の「全句集」「年譜稿」
も収録しています。
　江戸俳人の交友を垣間見ることの
できる貴重な文献です。
販売場所町田市民文学館、市政情報
課（市庁舎１階）
費４００円
問同館☎７３９・３４２０
赤十字の活動にご協力下さい

５月 は 赤 十 字 運 動 月 間
　日本赤十字社は、国内外における
災害や紛争による被災者への救援活
動や献血の推進など、生命と健康を
守るための活動を行っています。
　この活動資金は、皆さんの善意に
よって支えられています。
　赤十字運動月間にあたり、町内会
・自治会の方が赤十字の協賛委員と
して皆さんのご家庭に活動資金のご
協力のお願いにお伺いします。ご理
解ご協力をお願いします。
問福祉総務課☎７２４・２５３７

催し・講座催し・講座
本気でつくる

町田の縄文土器と野焼き体験
　多摩丘陵地域に位置する町田市
は、都内でも遺跡が多く、優れた縄文
土器が発掘されています。市内で出

土した縄文土器を見ながら、当時の
手法で土器の制作に挑戦します。
※東京都埋蔵文化財センターとの共
催です。
日①６月２０日㈬午後１時３０分～３時
３０分②６月２６日㈫午前９時３０分～
午後４時③６月２７日㈬午前９時３０分
～午後４時④１１月７日㈬午前９時３０
分～午後３時、全４回
場①町田市考古資料室②③町田市陶
芸スタジオ（下小山田）④大地沢青少
年センター
内①町田の縄文のはなし②③縄文土
器の制作（３キログラムの土を使用）
④野焼き
※期間中に、市立博物館と東京都立
埋蔵文化財調査センターの見学会を
予定しています（希望者のみ）。
講②③④東京都埋蔵文化財センター
職員　他
定１６人（申し込み順）
費１０００円（材料費）
申６月１日午前９時から電話で生涯学
習センター（☎７２８・００７１）へ。

か ら だ 測 定 会
【お子さん連れ大歓迎！測って、知っ
て、健康づくり！】
対①市内在住の１８～６４歳の女性②
市内在住の１８歳以上の方
日５月２８日㈪①午前９時２５分～１０
時４５分（保健師・栄養士による結果
説明・講話を希望する方は午前９時
２５分～４５分の間においで下さい）
②午前１０時４５分～１１時３０分（お子
さん連れの方優先）
場健康福祉会館４階講習室
内①血管年齢測定、骨の健康度測定、
口の健康チェック、しこりチェッカ
ー（乳がん自己触診用）②測定（講話
はありません）
問保健予防課☎７２２・７９９６

健 康 づ く り 講 習 会
【ずっと元気なカラダをめざそう！
～骨と筋肉の健康づくり】
対市内在住の１８～６４歳の方

日①６月１２日㈫午前１０時～正午②６
月２０日㈬午前１０時～午後１時、全２回
場健康福祉会館
内①骨の健康度測定（希望者のみ）、
骨と筋肉の健康づくりの講話（保健
師）、体操（スポーツトレーナー）②栄
養士による調理実習と食生活の話
定２４人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申５月１７日正午～６月６日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８０５１７Ａへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

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６月２３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５月１７日正午～６月１３日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８０５１７Ｅへ。
問町田消防署☎７９４・０１１９、保健総
務課☎７２４・４２４１

分譲マンション管理セミナー
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日・内６月２４日㈰、講演会「マンショ
ン管理組合運営の基礎について」「マ
ンション管理士に最近寄せられた相
談から」、テーマ別経験交流会＝午後
１時３０分～４時３０分、個別相談会＝
午後４時３０分～５時
場市庁舎
講（公財）マンション管理センター、

（一社）東京都マンション管理士会、
町田市分譲マンション管理組合ネッ
トワーク
定５０人（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。

リニューアルしました

国指定史跡「高ヶ坂石器時代遺跡（牢場遺跡）」
の現地見学会を開催します

問生涯学習総務課☎7２４・２５５４

2018年1月～3月の航空機騒音測定結果（速報値）
問環境保全課☎7２４・２711市HP 航空機騒音測定結果  検索

2018年1月～3月の航空機騒音苦情受付件数
問企画政策課☎7２４・２103市HP 航空機騒音苦情件数  検索

測定場所 測定月
騒音発生回数（回） 月間最高

音（ｄＢ）７０～７９
ｄＢ

８０～８９
ｄＢ

９０～９９
ｄＢ

１００ｄＢ
以上 合　計

本町田東小学校
１月 １１２ ５２ ２ ０ １６６ ９５.３ 
２月 １３３ ５２ １ ０ １８６ ９１.５ 
３月 １２５ １２ ０ ０ １３７ ８９.４ 

小山小学校
１月 ２４０ ２９ ０ ０ ２６９ ８８.０ 
２月 ２５４ ４７ ０ ０ ３０１ ８９.２ 
３月 ３２８ １５ ０ ０ ３４３ ８４.８ 

町田第五小学校
１月 １９６ ４６ ３ １ ２４６ １０４.２ 
２月 １５０ ３９ ２ ０ １９１ ９５.５ 
３月 １９５ ２４ ０ ０ ２１９ ８７.０ 

忠生第三小学校
１月 １００ ５５ ７ ０ １６２ ９６.８ 
２月 １００ ６０ １１ ０ １７１ ９７.７ 
３月 ７５ ５ １ ０ ８１ ９０.９ 

南中学校
１月 ７３ ８２ ２ ０ １５７ ９３.２ 
２月 ９１ ６１ ３ ０ １５５ ９２.６ 
３月 ６４ ８ １ ０ ７３ ９１.１ 

※ 発生回数は、７０ｄＢ(デシベル)以上の騒音が５秒以上継続した回数です／音の目安は、
７０ｄＢ…新幹線の車内、８０ｄＢ…航空機の機内、９０ｄＢ…騒々しい工場内、大声による独
唱、１００ｄＢ…電車通過時のガード下の最大値

　遺構保護のための覆屋の建て替
え工事の完了に伴い、高ヶ坂石器
時代遺跡（牢場遺跡）の現地見学会
を開催します。
　この遺跡は、牢場遺跡・稲荷山遺
跡・八幡平遺跡の３地点から構成
されます。１９２５（大正１４）年、畑の
ごぼうが曲がって成長しているこ
とをきっかけとして、日本で初め
て縄文時代の敷石住居跡として発
見されました。約４２００年前に造
られた住居跡を間近に見ることが
できます。

牢場遺跡の遺構覆屋

牢場遺跡の敷石住居跡

日５月１９日㈯午後２時～３時
場国指定史跡「高ヶ坂石器時代遺
跡（牢場遺跡）」（高ヶ坂２－１４１８
－３）
交通ＪＲ横浜線町田駅ターミナル
口から徒歩１３分、または町田バス
センター８番乗り場から高ヶ坂団
地行きバスで「熊野神社前」下車、
徒歩５分
※成瀬街道沿いに史跡入り口があ
ります。
※駐車場はありません。公共交通
機関をご利用下さい。

5月は、「固定資産税・都市計画税」と「軽自動車税」の納付月です納付はお済みですか？ 納税課☎724・2121問

　市では、具体的な被害状況を把握
するため、苦情をお受けする際に、お
住まいの町名、騒音の発生時間をお
聞きしています。１月～３月に頂いた
苦情の件数は右表のとおりです。
　市では、騒音解消に向けて国・米軍
に対し要請活動を行っており、今後
も、粘り強く要請を行ってまいりま
す。なお、皆さんから頂いた苦情は、

国や米軍へ伝えるほか、要請の際の
資料として活用しています。苦情は
企画政策課・環境保全課で電話受付
しているほか、Ｅメール（遍ｍｃｉｔｙ
４７０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄ
ａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）でも受
け付けています。

月 件　数
１月 ３７件
２月 ４９件
３月 １９件
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催し・講座催し・講座
町田ではじめる介護の仕事！

町田市介護人材バンク
　登録後は継続した就労支援を受け
ることができます。

【生涯現役、地域で活躍したいアクテ
ィブシニアの方～初級研修・相談登
録会】
　介護の資格がなくてもできる周辺
業務（清掃、ベッドメイキング、配膳、
介護補助等）での就労に向けた研修
・相談登録会です。
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５月２３日㈬午前１０時〜午後０時
３０分
場町田市民フォーラム
定３０人（申し込み順）
申５月２１日までに電話で町田市介護
人材開発センター（☎８６０・６４８０、
受付時間＝月〜金曜日の午前９時〜
午後５時）へ。

【介護施設への就職を希望する方～
就職相談・求職登録会】
　介護の仕事を考えている方を対象
とした就職相談・求職登録会です（資
格や経験は不問）。希望職種や勤務形
態などに応じて多様な働き方を支援
します。
対介護施設に就職を希望する方
日５月２３日㈬午後１時〜３時
場町田市民フォーラム
※事前予約は町田市介護人材開発セ
ンターへ（予約無しでの参加も可）。

◇
問いきいき総務課☎７２４・２９１６
町田ファミリー・サポート・センター

子 育 て の お 手 伝 い を 
し て み ま せ ん か

【保育サポート講習会】
　受講後、同センターの援助会員（有
償ボランティア）として登録し、活動
していただきます。
対市内在住の保育サポートができる
満２０歳以上の方
※妊婦の方は、安全のため受講をご
遠慮下さい。
日・内６月５日㈫、午前１０時〜正午＝
入会説明会、午後１時〜３時＝保育の
心、６日㈬、午前１０時〜正午＝子ども
の食事、午後１時〜３時＝子どもの発
達と遊び、７日㈭、午前１０時〜正午＝
心・体の発達と病気、午後１時〜４時
＝普通救命講習
※初日に会員証に貼付する写真（縦３
㎝×横２．５㎝、裏面にボールペンで記

名、６か月以内撮影）をお持ち下さい。
場町田市民フォーラム
定保育サポート講習会＝３５人、普通
救命講習＝３０人／申し込み順
費１４００円（普通救命講習のみ、教材
費）
申５月３０日までに電話またはＦＡＸ
で同センター（☎返７２４・０９０１）へ。
※保育希望者（３歳以上の未就学児、
各４人〔入会説明会を除く〕、全回受
講者優先）は併せて申し込みを。
問子育て推進課☎７２４・４４６８

就 職 面 接 会 ｉｎ 多 摩 市
対おおむね５５歳以上の求職者
日６月１２日㈫①午前１０時〜正午②
午後１時〜４時（受け付け＝午後０時
３０分〜３時）
場関戸公民館（多摩市）
内①面接対策セミナー②就職面接会
定①のみ３０人（申し込み順）
申①電話で東京しごとセンター多摩
（☎０４２・３２９・４５２４）へ②直接会場
へ。
問産業政策課☎７２４・２１２９
地域介護予防教室

おもてなし英会話教室
　英会話の講師として日下部有美子
氏をお招きし、あいさつ程度の英会
話を習得します。講座終了後も外国
の方へのおもてなしができるよう活
動を継続していきます。また、歯科衛
生士・本田栄子氏による、口

こう

腔
くう

機能向
上講座もあります。
対市内在住の全回出席できる６５歳
以上の方
日６月１５日〜８月３日の金曜日、午後
１時３０分〜３時３０分、全８回
場和光大学ポプリホール鶴川
定２０人（申し込み順）
費１０００円
申５月１５日午前９時〜６月８日午後５
時に鶴川第２高齢者支援センター
（☎７３７・７２９２）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
脳いきいき教室

旅 仲 間 を 作 っ て 
レ ッ ツ プ ラ ン ＆ ゴ ー
　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。
対市内在住のおおむね６５歳以上で
全回参加できる方
日①事前講演会＝６月６日㈬午前９時
３０分〜正午②プログラム（全５回）＝
６月１３日〜７月１１日の水曜日、午前

９時３０分〜１１時３０分
場忠生市民センター
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旅先の情報を調べて旅行の計
画（旅程）を考え、実施することを通
じて、日常生活で知的機能を積極的
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１０００円
申５月１５日午前９時〜３１日午後５時
に電話で忠生第１高齢者支援センタ
ー（☎７９７・８０３２）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

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６月２０日㈬午後２時〜３時３０分
場鶴川市民センター
定１２０人（申し込み順）
申５月１８日正午〜６月１７日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８０５１８Ｂへ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
福祉サポートまちだ

成年後見制度出張講座
【ご存知ですか？成年後見制度】
日５月２２日㈫午後２時〜３時
場堺市民センター
内成年後見制度（法定後見制度）の概
要や手続きの流れ、相談先の紹介等
定２０人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、直接、電
話またはＦＡＸで（社福）町田市社会
福祉協議会福祉サポートまちだ（町
田市民フォーラム４階、☎７２０・
９４６１返７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７
暮らしのセミナー～新しいツールや
ルールを正しく知ろう！

新しい消費のカタチを 
考 え て み よ う

【①財布なしで買い物できる時代～
キャッシュレス時代に潜む危ない話】
日６月７日㈭午前１０時〜正午
講消費者決済研究所・長谷川恭男氏

【②知らなきゃ損する「くらしの中の
法律」～弁護士に聞く最近の消費者
トラブルの対応策】
日６月１４日㈭午前１０時〜正午
講島法律事務所弁護士・島弘毅氏

【③ここが危ないインターネット取
引～詐欺サイトの被害に遭わないよ
う　その手口や特徴を理解しましょ
う】
日６月２１日㈭午前１０時〜正午
講（一社）ＥＣネットワーク理事・原田
由里氏

◇
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５月１６日正午から①６月２日まで
②６月９日まで③６月１６日までに、イ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード①１８０５１６Ｂ②
１８０５１６Ｃ③１８０５１６Ｄ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
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）。

【賢く使うクスリ～病気やけがを防
ぐために自分でできること】
　病気やけがから身を守るために必
要な薬の知識についてお話しします。
日６月２４日㈰午前１０時〜１１時３０分
場なるせ駅前市民センター
講相模女子大学非常勤講師・丸山若
重氏
定４０人（抽選）
費７００円

【月を知ろう～セレーネ計画からウ
ズメ計画へ】
　月探査の歴史、月の科学を知り、今
後の月探査がどのように向かうかに
ついて解説します。
対中学生以上の方
日６月３０日、７月７日、いずれも土曜
日午後１時〜４時１０分、全２回
場相模女子大学（相模原市）
講相模女子大学非常勤講師・春山純
一氏
定３０人（抽選）
費２５００円

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、５月３１日まで（必着）に、郵
送またはＦＡＸでさがまちコンソー
シアム事務局へ（さがまちコンソー
シアムホームページで申し込みも
可）。
※申込締切日までに定員に達しない
場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ

公 開 講 座
【①“こころ”と“からだ”の健康学～
認知症の理解と予防】
　７年後には、６５歳以上の方のうち
５人に１人が認知症になると推計さ
れています。
　多くの臨床に携わってきた精神科
医が、認知症診療の流れや対応、予防
についてお話しします。
日６月１１日㈪午前１０時〜正午
講鶴川サナトリウム病院精神科・奥
村武則医師
定８８人（申し込み順）

【②まちだの福祉～終
つい

の棲
すみ

家
か

の選び
方】
　安心して老後の生活を送るための、
終の棲家の選び方をご紹介します。
日６月１９日㈫午後２時〜４時
内サービス付き高齢者向け住宅、有
料老人ホームの基礎知識、費用やサ
ービス内容等
講（株）介護施設研究所代表取締役・
齋藤弘毅氏
定１２８人（申し込み順）

◇
場同センター
申５月１７日正午から①６月７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①１８０５１７Ｂ②１８０５１７Ｃへ。
問同センター☎７２８・００７１

男女共同参画週間記念講演会

人生が豊かになる！仕事も育児も充実生活
問男女平等推進センター☎７２３・２９０８

　東大の「受けたい授業ランキング
Ｎｏ．１」の講師としてメディアでも活
躍し、２児の父親でもある瀬地山角
氏から、男女の働き方や育児につい
て、自身の体験も交えた講演をして
いただきます。
　ママは子育て、パパはお仕事、そん
な今までの家族のかたちは、近年変
わってきています。分かりやすくて
親しみやすい、抱腹絶倒の講演会で
す。お子さん連れも歓迎です。
日６月１６日㈯午前１０時〜正午

場町田市民フォー
ラム
講東京大学教授・
瀬地山角氏
定１８８人（申し込
み順）
申５月１６日正午〜
６月８日にイベントダイヤル（☎７２４
・５６５６）またはイベシスコード
１８０５１６Ｅへ。保育希望者（６か月以
上の未就学児、定員２０人）は、６月１
日までに併せて申し込みを。
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5月1日～31日「町田文化遺産」５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索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

消費生活センター
くらしに役立つ料理教室

【夏に向けて、しっかり食べて免疫力
アップ！】
　食材の効能を知り、食べる工夫を
学びながら調理・試食をします。
対市内在住、在勤、在学の方
日６月６日㈬午前１０時３０分～午後１
時
場町田市民フォーラム
講町田地域活動栄養士会・村上律子
氏
定２４人（申し込み順）
費５００円（材料費）
申住所（町名のみ）・氏名・電話番号を
明示し、５月１６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１８０５１６Ａ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
和光大学共催講座
エネルギーと私たちのくらし
日６月１５日、２２日、２９日、いずれも
金曜日午後７時～９時、全３回
場生涯学習センター
内「地球温暖化対策の現状から町田
の自然エネルギーを考える」「エネル
ギー問題とシェール革命」、対談「エ
ネルギー問題と私たちの生活」　他
講和光大学教授・岩間剛一氏、同大学
講師・森下直紀氏
定３０人（申し込み順）
申５月１５日午前９時から電話で同セ
ンター（☎７２８・００７１）へ。
犬と楽しく暮らすための
基 礎 講 座
対市内在住の犬を初めて飼育する方
日６月２１日㈭午後２時～４時
場町田市保健所（中町庁舎）
内基本的なしつけやブラッシング等
の手入れ方法を学ぶ
講町田動物愛護の会所属ドッグトレ
ーナー・森本とも子氏、同会所属トリ
マー・小野寺香織氏

定４０人（申し込み順）
申５月１７日正午～６月１４日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８０５１７Ｄへ。
問生活衛生課☎７２２・６７２７

国 際 版 画 美 術 館
【①講座受講生作品展】
　２０１７年度に同館で実施した創作
講座の受講生と講師による展覧会で
す。銅版画及びリトグラフの作品約
４０点を展示します。
日５月２９日㈫～６月３日㈰、午前１０
時～午後５時（５月２９日は午後１時
３０分から、６月３日は午後４時まで）
【②銅版画一日教室（ドライポイン
ト）】
対１５歳以上の初心者（中学生は不
可）
日６月１５日㈮、１６日㈯、午前１０時３０
分～午後４時（各回とも同一内容）
内銅版画のドライポイント技法で単
色刷りの小品（約１５㎝×１２㎝）を制
作（道具、材料は同館で用意）
講版画家・馬場知子氏
定各１４人（抽選、結果は５月３１日ご
ろ郵送）
費３０００円
申５月２７日までにイベントダイヤル

（☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード１８０５１１Ｈへ（同館ホームペー
ジで申し込みも可）。

◇
場同館①市民展示室Ｂ②版画工房
問同館☎７２６・２８８９
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６月１日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内「でんでん虫」（作／新美南吉、構成
・絵／鈴木徹）、「箱根用水」（脚本／
川崎大治、画／久米宏一）　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５月１５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
ピザ窯・薫製箱利用講習会

　石窯とドラム缶窯でピザを焼き、
薫製箱で基本的な薫製をして、その
利用について学びます。講座受講後
は、ピザ窯・薫製箱の個人利用ができ
ます。
対１５歳以上の方（中学生は不可）
日５月２７日㈰午前１０時～午後３時
場同センター
定２０人（申し込み順）
費４００円
申５月１６日午前９時から電話で同セ
ンター（☎７８２・３８００）へ。

まちエコ・フリーマーケット
　いずれも詳細は、（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。
【まちエコ・フリーマーケットを開催
します】
　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６月１０日㈰午前９時～午後２時
※混雑時は、駐車できない場合もあ
ります。
【車ごと出店できる！～まちエコ・フ
リーマーケット出店者募集】
日７月８日㈰午前９時～午後２時
定４０台（申し込み順）
費２０００円

申６月１日～２０日に直接または電話
で（一財）まちだエコライフ推進公社

（木曽東２－１－１）へ。
◇

場町田リサイクル文化センター隣接
地
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

食育月間ミニイベント
　６月は食育月間です。市庁舎食堂
にて食に関するクイズ、パネル展示、
リーフレット配布などのミニイベン
トを行います。また、イベント開催日
に合わせて、主食・主菜・副菜をそろ
えたヘルシーランチを提供します。
※クイズに参加いただいた先着５０
人の方に、野菜料理レシピ集または
クリアファイルをプレゼントしま
す。
対市庁舎食堂をご利用の方
日６月８日㈮、１５日㈮、１９日㈫、２９日
㈮、午後０時３０分～１時１５分
場市庁舎２階食堂
問保健予防課☎７２２・７９９６

町田産新鮮野菜の販売
　市内の認定農業者が作
った町田産新鮮野菜の販
売です。いずれも売り切
れ次第終了です。
【市役所まち☆ベジ市】
日５月２１日㈪午前１１時～午後１時
場市庁舎前
【６月の日曜朝市】
日６月３日㈰午前７時～８時
場教育センター駐車場

◇
問農業振興課☎７２４・２１６６

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）

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１１月１５日号です。次回申込期間＝８月
１５日～１０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 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）
健康促進のための発声体験学習・講習会 ５月１７日㊍午後１時 成瀬コミュニティセンター 無料 茂呂☎０４４・９８９・４８７６ 大きい声が出ない人歓迎
外国料理教室～スペイン料理４品を作ります ５月１７日㊍午後１時～５時 生涯学習センター調理室 ２０００円 大澤☎７９１・４１１４　要電話 オレンジと鶏肉入サラダ等
壊れたおもちゃの修理～ドクターが「診断治療」 ５月１７日㊍午後１時～４時 町田市民フォーラム４階 無料 おもちゃ病院なるせだい☎７２７・０５４３ 部品電池代などは実費
相模川にて室内鑑賞石を探そう会参加者募集気軽に ５月２０日㊐午前８時集合 ＪＲ淵野辺駅南口広場 交通費実費 堀泰洋☎０９０・８６８４・４７１６ 主催　武相愛石会
視覚にハンディのある人とのハイキング ５月２０日、６月１７日午前８時３０分 小田急線町田駅西口集合 １０００円 木目田☎７９６・４８４６　要申込 五日市・鎌倉
ニューファインダンスパーティー ５月２０日㊐午後１時３０分～４時 健康福祉会館 ５００円 黒木☎７２２・５１２８ お一人でもいらして下さい
社交ダンス講習会　ステップ・ジョイ ５月２１日㊊午後１時～２時３０分 つくし野コミュニティセン

ター 無料 髙橋☎７９９・６３２５ 基礎から楽しく学べます
きものパーティ「気軽にお茶会」 ５月２１日㊊午後２時～４時 生涯学習センター和室 １５００円 斎藤☎７９２・２３５１
健康ストレッチピラティスをしませんか？ ５月２３日、３０日㊌午前９時～、１１時～ 鶴川団地五丁目集会所 ５００円 ヤハタ☎０５０・５８８４・３５４８　要電話予約 体無理なく動かしましょう
映画「明日へ―戦争は罪悪である―」 ５月２５日㊎午前１０時、午後２時、６時 町田市民ホール １０００円 土屋☎７９３・５５５０ 反戦僧侶（中原丈雄）の実話
社交ダンス講習会　初心者・中級以上は時間別 ５月２８日㊊午後１時～４時 南市民センター 無料 永山文子☎７９５・５９６６ 初めての方大歓迎お気軽に
ピースフラワーコーラス　第７回コンサート ６月２日㊏午後２時～４時 和光大学ポプリホール鶴川 １０００円 土屋慶子☎７２８・１７７３
町田友の会　生活講座　暮らし上手に！住と家計 ６月８日、１５日㊎午前１０時～１１時４５分 町田市民フォーラム３階 ７００円 木村☎７３４・８６０１ 託児要予約　保険、軽食付
カントリ＆ウェスターン音楽演奏会 ６月１０日㊐午後１時３０分開場～４時頃 鶴川市民センター大ホール 無料 ＨＴＭ成澤☎０９０・９２０８・６３０８ カントリーダンス有り
ほがらかコーラス　４５周年記念演奏会 ６月１０日㊐午後２時から 町田市民ホール 無料 田坂☎７３２・８９８９ お気軽においで下さい
くるみ会ダンスパーティー　ミキシング有 ６月１７日㊐午後１時３０分～４時 木曽森野コミュニティセン

ター ５００円 北村☎０９０・３２３２・７３２７ お待ちしてます
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防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 ! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス  検索町田市メール配信サービス

サークル名・活動内容 活動日時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
里山の保全管理と野菜、果実の栽培 毎週㊍午前９時３０分～午後３時 金井５号緑地 入会無料・月無料 小林☎０９０・３５９３・８８８７ 体を積極的に動かしたい方
まちだ未来の会～みんなのまちづくり 月１回㊏または㊐午後２時～４時３０分 町田市民フォーラム他 入会無料・月３００円 鈴木☎７３４・３９６４ 次回は５月２７日㊐
町田話し方勉強会　人前で話せる様に 毎月第２㊎午後１時３０分～３時３０分 町田市民文学館第６会議室 入会２０００円・月５００円 加賀谷幸子☎７２３・３５２９ コミュニケーションの勉強
町田地図を楽しむ会　今尾先生の講話 毎月第１・３㊌午前１０時～正午 生涯学習センター他 入会無料・月２５００円 すぎやま☎７９６・０６３６ 地図好き大歓迎！　見学可
ドイツを知る会～文化遺産を訪ねて～ 毎月第１・３㊍午後２時３０分から 生涯学習センター他 入会１０００円・月１２００円 吉岡☎７９７・６４８８ ドイツ語もあります
世界遺産を楽しむ会 毎月第４㊎午前１０時～正午 生涯学習センター他 入会１０００円・月２００円 山下節子☎０８０・５８７５・６１０１ 準備不要、お気軽に
日本史愛好会 毎月第４㊎午後２時～４時 生涯学習センター他 入会無料・月３００円 佐薙佳則☎０８０・６３８９・２１７４ 主に江戸時代を中心に
シヨンの会・西洋史について学ぶ 毎月第４㊋午後１時３０分～４時 町田市民フォーラム他 入会無料・月１１５０円 小菅☎７２５・５２７８ 今年は米国史の学習
健康麻雀　お気軽においで下さい 毎週㊋午前９時３０分～午後３時３０分 町田市民ホール 入会無料・月３０００円 健康麻雀☎０９０・５４９０・２４２４ 初心者から経験者迄
町田地域活動栄養士会 毎月第４㊏午前９時～正午 町田市民フォーラム 入会無料・月４２０円 村上☎７３５・３８５１ 子育て中の方も大歓迎です
男性料理教室クック・マスターズ 毎月第２㊌午前９時～午後３時 町田市民フォーラム３階 入会１０００円・月１０００円 橋本☎返７２５・９５０７ 会社リタイア組男性の会
キッチン２１　男性料理教室 毎月第２㊊午前１１時～午後２時 町田市民フォーラム調理室 入会無料・月１５００円 徳弘☎０９０・４４１７・９１６２
サークルｃｈａｔ（英会話） 月４回㊋午前１０時３０分～正午 南市民センター 入会無料・月３５００円 北村貴子☎０８０・６６０６・１０７９ 体験無料
英会話ガーベラ～６０歳からの英会話 毎月第１・３㊍午後１時３０分～３時３０分 生涯学習センター 入会無料・月２０００円 秋本☎８１２・０１９３ 問い合わせ午後７時以降
アリス英会話・米国教師初～中級会話 月４回㊎午後７時～８時３０分 わくわくプラザ町田 入会２０００円・月３０００円 新井☎７２６・５３２６
かりんの会　英字新聞を読みましょう 毎月第１・２・３㊎午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会１０００円・月３０００円 かりんの会☎０８０・８７４７・４２１１ ６月１日無料見学会要予約
会話リスニングと英字新聞を楽しむ会 月３回㊌午前１０時～正午 なるせ駅前市民センター 入会無料・月２７００円 進藤　諭☎０８０・６７０４・８５４５ やさしい記事もやります
中国語会話「春成会」中級 月４回㊌午前１０時～正午 生涯学習センター 入会無料・月３５００円 中尾☎７２５・３７１３ ＮＨＫテキスト他を使用
中国語入門サークル 毎月第１・２・４㊏午前１０時～正午 生涯学習センター 入会１０００円・月３５００円 森川☎７２５・３９６３ 楽しく中国語始めませんか
韓国語サークル～ハナ 月３回㊋午後２時～３時３０分 生涯学習センター 入会無料・月３０００円 竹内☎０８０・５４４７・８０９１ 楽しく韓国語を学べます
実務書道クラブ　書道一般・ペン字 月２回㊍午後１時～３時、午後３時～５時 生涯学習センター 入会無料・月３５００円 中村☎０９０・２７６６・１５０６ 初めての方も！無料体験有
書道創習会初めての方もＯＫ漢字仮名 毎月第１・３㊍午後１時３０分～３時３０分 生涯学習センター学習室 入会無料・月２０００円 創習会・岩田経子☎７２６・７３２３
書道、書きたい字から～役立つ書迄 月２回㊍午後１時３０分～４時 わくわくプラザ町田他 入会無料・月３５００円 千習会☎７２６・１６９１ 体験あり、お電話下さい
秋津書道会 毎月第２㊋午前９時３０分～１１時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月２０００円 松井絢子☎７９６・６１７６ 初心の方も楽しく書けます
よそおい　着物着つけ基礎から手結び 月２回㊋午前９時４５分～１１時４５分 生涯学習センター他 入会無料・月１０００円 中林かず江☎７２９・７５９９ いつでも見学大歓迎
おしゃべり生け花サロン 月１回㊏午後１時～５時 忠生市民センター 入会無料・月１０００円 小寺☎７９３・４０５８ ５月１９日㊏開催
楽楽フラワーアレンジ・一日体験も可 毎月第２㊍午後２時または㊎午前１０時 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会１０００円・月無料 八木沢☎０９０・８０４６・５９３５　要電話 会費無料、材料費のみ
フラワーアレンジメント 毎月第１または第３㊍午前１０時～正午 生涯学習センター 入会２０００円・月２０００円 フォーシーズン飯田☎０８０・３３６５・２９５１ 花代実費別、無料体験有り
歩み句会～初心者俳句講座生募集 毎月第１㊋午前１０時～正午 生涯学習センター他 入会無料・月１０００円 金子☎７９１・１９４７ 俳句を基礎から学びます
俳句の森　日常のできごとを５７５に 毎月第２㊊午後１時～４時 生涯学習センター 入会１０００円・月１０００円 河野奉令☎７２６・５２６３ 丁寧な指導が好評です
俳句初学教室 毎月第１㊊午後１時～５時 生涯学習センター他 入会無料・月１２００円 大嶋治子☎７９２・５２３３ 見学ＯＫ　無料
銀漢早蕨俳句会 毎月第４㊌午後１時～５時 和光大学ポプリホール鶴川 入会無料・月１０００円 久重☎７３４・８８４５ 初心者の方大歓迎！見学可
桐の実句会　俳句サークル勉強会 毎月第２㊋午前９時～正午 わくわくプラザ町田 入会無料・月１０００円 宮本克義☎０９０・１７６２・２００８
たかんな句会　俳句初めての方大歓迎 毎月第２㊋午後１時３０分～５時 わくわくプラザ町田 入会無料・月１０００円 白方☎７９２・２７１２ 会費１０００円は句誌の代金
俳画つゆ草の会 毎月第２㊍午後２時～４時 なるせ駅前市民センター 入会１０００円・月２０００円 外川詔子☎７２０・５７０２
短歌会たまがわ 第３（１・１２月は第２）㊐午後３時～５時 玉川学園コミュニティセン

ター 入会無料・月５００円 杉本信道☎７２０・６８２０ 初心者歓迎の楽しい短歌会
声の衰え、健康に良い発声の詩吟教室 月３回㊏午後１時３０分～４時 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 詩吟愛好会・白木☎７２３・７０８４ 初心者随時見学大歓迎
吟詠吟成会～声の衰えを防ぐ詩吟教室 毎週㊋午後１時～３時 鶴川市民センター 入会無料・月３０００円 宮内☎７３５・６９１９ 一度体験してみませんか
岳精流日本吟院　詩吟教室 月３回㊋午後１時３０分～４時 生涯学習センター 入会１０００円・月３０００円 小磯☎０８０・１０４６・３９６６ 金曜日も行っています
詩吟春風会声の衰えと誤嚥防止の詩吟 月４回㊌午前９時３０分～正午 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 松沢☎７２２・１０８８ 初心者歓迎です
吟詠洋風会腹式呼吸と大声で健康増進 毎月第１～４㊎午前９時３０分～正午 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 鈴木☎７２６・５５７５ 毎回無料講習会参加大歓迎
近代文学を読む会 毎月第３㊌午前１０時～正午 生涯学習センター８階 入会無料・月１００円 戸田☎７９６・９４５７ 楽しく本を読みましょう
ちはや百人一首かるた会 毎月第２㊏午後１時３０分～４時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月２００円 𠮷川☎返７２２・６３７０ 小学生～大人、初心者歓迎
秀扇会・歌謡曲で楽しく踊れる新舞踊 月１回㊌午後１時～５時 小山市民センター和室 入会無料・月２０００円 袴塚☎７７２・８６２６ 経験者、初心者も歓迎です
日本舞踊サークル　ひろきの会 月２回㊏午後１時～３時 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会２０００円・月３０００円 正木☎０７０・６５５６・１１６５ 無料体験５月１９日、６月５日
江戸芸かっぽれ 毎週㊋午前１０時～正午 忠生市民センター他 入会無料・月３０００円 青栁☎７９３・２４５９ 粋なおどりを一緒に！
ポニアロハ　ご一緒にフラダンスを 毎月第１・３㊋午前１０時～午後０時３０分 和光大学ポプリホール鶴川 入会１０００円・月３５００円 大野久子☎０９０・７１７７・２８３６ 松本和代☎０９０・２５２１・３１９５
ご一緒にフラをフラサークルレイモミ 毎月第１・３㊋午前１０時～１１時３０分 町田市民フォーラム４階 入会無料・月２５００円 門脇☎０８０・３５８２・２９１３ 体験無料
フラサークル　レフアフラクラブ 月３回㊍午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 小林良子☎０９０・７２１９・４２７０ ベーシックからしっかり
フラサークル　ピカケ 月３回㊏午前１０時～正午 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会無料・月２０００円 タケバ☎０８０・６５０３・２３２１ 見学・無料体験歓迎です！
ノヘア　フラダンス 月３回㊍午後６時～８時 わくわくプラザ町田他 入会無料・月３０００円 ノヘア☎０９０・８７５３・０４１９ 体験無料会場費５００円程度
レイアロハ（フラダンス） 月４回㊊または㊎午後１時～２時３０分 町田市民フォーラム４階 入会無料・月３０００円 泉☎０８０・４３５６・１１７１ 無料体験６月１日午後１時
フラダンス　アロハ　プアメリア 月３回㊍午後１時～２時１５分 小山田桜台集会所他 入会無料・月３０００円 樋口☎０９０・８８７５・３２４６ 気軽においで下さい
ニューリーフ～社交ダンス 毎週㊌午後６時４５分～９時 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会２０００円・月３５００円 柴田☎７９２・６５５５ 多少経験のある男性歓迎
スクエアダンス初心者講習会（成瀬） 月３回㊍午後１時～３時 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月２０００円 三橋☎７２２・２３４３ ６月７日、１４日、２１日体験有
スクエアダンスで頭と体のストレッチ 毎週㊏午後６時～８時３０分 南市民センター 入会無料・月１５００円 林☎０９０・２７５０・６４１９ 初心者老若男女大歓迎です
やえの会楊名時健康太極拳と詩吟の会 毎週㊊午後１時～４時 南大谷さくら会館 入会１０００円・月２５００円 篠田八重子☎７２５・８２７９ 体を動かし発声し健康体に
健康太極拳・町田太極拳愛好会 毎週㊍午前１０時～１１時４５分 市立総合体育館第一武道場 入会無料・月１５００円 小泉☎７２７・０９８４ 初心者歓迎・見学ＯＫ
日本健康太極拳　町五小教室 毎週㊋午後５時～６時 町田第五小学校体育館 入会１０００円・月２０００円 古市☎７２８・９２７５ 丹田呼吸法
平成太極拳　２４式簡化　３２式剣他 毎週㊋午前１０時～正午または午後１時～３時 わくわくプラザ町田他 入会２０００円・月２５００円 高野☎７２６・４１０４ 無料体験５月２２日午後１時～
桜台太極拳クラブ　初心者の方どうぞ 毎週㊌午後１時３０分～３時３０分 忠生市民センター 入会無料・月１５００円 高橋☎７９７・８４８８ 足裏使って練習してます
すばる日曜会～太極拳　初心者歓迎 毎週㊐午前９時～１０時３０分 小山市民センター 入会１０００円・月５００円 すばる日曜会☎０９０・５８１９・３８０５
鶴川桜会　２４式・孫式太極拳、３２剣 毎週㊍午後６時３０分～８時３０分 鶴川第四小学校体育館 入会２０００円・月２０００円 斎藤☎０７０・６４５１・７４４４ 初心者の方歓迎
ウェルネスヨガベーシック相原 毎月第１・３㊌午前９時４５分～正午 堺市民センター和室他 入会３０００円・月３０００円 川上☎０９０・９２９９・３０４１ 基本のハタヨーガと体調整
ヨーガシンプル　やさしいヨガ 月３回㊋午前１０時～１１時３０分 小山市民センター 入会２０００円・月３０００円 久島☎０８０・４６１９・５２３１ 初心者・中高齢者歓迎
ヨーガグループ・ルーナ 毎月第２・４㊎午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会２０００円・月２０００円 加藤☎０８０・３６９０・３７４７
朝の吹き矢～本町田モーニング吹矢会 毎週㊋午前９時３０分～正午 本町田集会所他 入会２５００円・月３０００円 奈良☎０９０・７４２４・０２７０
おじさん健康草野球 毎月第１㊐午前９時３０分から 町田第四小学校校庭 入会無料・月無料 橋本☎０９０・６１９６・８９７１ ３０代～８０代まで活動中
春風会少年剣道教室 毎週㊌㊎午後６時３０分～８時３０分 小川小学校体育館他 入会２５００円・月１５００円 宮島☎７９５・４５３２ 心と体をたくましく！
たちばな剣友会　剣道：初心者歓迎 毎週㊏午後６時から、㊌午後７時から 堺中学校武道館 入会３０００円・月２０００円 實方（ジツカタ）☎７７１・７００８ 年長～大人まで・ＨＰ有！
空手教室（公式ルール派） 毎週㊌午後５時３０分～７時 三輪コミュニティセンター 入会１０００円・月２０００円 武田☎０９０・３２２３・９４６７ ２歳～高齢者の初心者対象
町田市ターゲットバードゴルフ協会 毎週㊊㊌㊎午前８時３０分～正午 山崎第二スポーツ広場 入会１０００円・月５０円 村上三雄☎０９０・４１３４・９３５４ 初心者歓迎、見学可
山登りとハイキングを楽しむ会 毎月第１㊋定例会、月３～４回山行 町田市民フォーラム 入会１０００円・月５００円 町田山百合の会・大野☎７９１・５０３１ 初心者もお気軽に
ハイキングクラブ山ぼうし 毎週㊏・㊐　平日もあり 丹沢、奥多摩他 入会１０００円・月１０００円 萩生田☎０９０・８６４５・７１６４ 近郊の山登りを楽しむ方
カスタネット～軽体操、骨盤体操も 毎週㊌午前１０時～１１時３０分 わくわくプラザ町田他 入会１０００円・月２０００円 木村☎７２６・０３４５　要電話受付 中高年向き　見学者歓迎
健康体操サンライズ　リズム体操です 月４回㊌午前１０時～正午 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会１０００円・月３０００円 春本☎７３６・０３１６ 見学者の方も歓迎です
さくら健康体操の会（リズム運動） 月３回㊎午後１時３０分～３時 鶴川市民センター 入会１０００円・月２０００円 後藤☎７３５・１８６５ 指導　町田リズム運動の会
桃の会～中高年のための健康体操 毎週㊎午前１０時～正午 忠生市民センター 入会５００円・月２６００円 羽石由美子☎０８０・１１７０・８２８４ 自彊術体操
ロコモ体操～股関節柔軟化体操＋貯筋 毎週㊍午前１０時～正午 町田市民フォーラム３階 入会２０００円・月２０００円 佐々木☎０８０・５０１０・４３２０ ６月７日㊍真向法体操体験会
混声合唱　真光寺うた倶楽部＆男前 月４回㊏午前１０時～正午 真光寺市営住宅集会所 入会無料・月３０００円 渕田☎７３６・２１５１ 見学歓迎・お気軽に！
混声合唱やまびこ 月３回㊏午後１時４５分～４時 鶴川市民センター他 入会無料・月３５００円 佐藤☎０８０・３４２７・２０６３ 作曲者の指導で歌ってます
鶴川歌のアルバム　みんなで歌う会 月１回㊎午前１０時～正午 和光大学ポプリホール鶴川 入会無料・１回１０００円 村上正彦☎７３５・５０３２ ６月１日、７月６日に開催
なでしこハーモニー町田 月３回㊌午前９時 なるせ駅前市民センター他 入会無料・月３０００円 松澤昌子☎７９６・７９２４
たまがわコーラス・中高年混声合唱団 毎週㊏午後６時～、第２㊏は休み 玉川学園コミュニティセン

ター 入会１０００円・月３０００円 小野真理子☎７９４・１６９０ 発声が上達したい方は是非
コーラスはづきⅡ 毎月第２・４㊋午前１０時～正午 木曽森野コミュニティセン

ター他 入会無料・月３０００円 伊藤☎７２７・９９７６ 見学はいつでもどうぞ
アルモニー～６０歳からの混声合唱 月２回㊎午後２時～４時 生涯学習センター他 入会無料・月１５００円 原☎７９９・３４９２ 初心者歓迎　楽しく歌を！
プロ指導のジャズコーラス・ボーカル 毎月第２㊍午後１時３０分から 生涯学習センター 入会無料・月１０００円 横瀬☎０９０・８５０１・０１６８ イベント出演有ります
民謡芳寿会　心打つ日本民謡を一緒に 毎月第２・４㊎午後１時３０分から なるせ駅前市民センター他 入会１０００円・月２０００円 石川信子☎７９２・０８５３ 見学無料　初心者お気軽に
モロカイウクレレクラブ 毎週㊏午前９時３０分～正午 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 生田☎０９０・４９２４・６４３８ 見学随時　要事前連絡
ギター・ウクレレソロ弾き愛好会 月１回㊋午後１時～３時３０分 鶴川市民センター音楽室 入会１０００円・月３３４円 スターダスト・カラサキ☎７３４・４７２７ ソロ弾き入門指導致します
ギターで合奏を楽しむ集いです 月２回㊋午後１時～５時 和光大学ポプリホール鶴川 入会無料・会場費 泉☎０９０・７４０２・３６３２ 初級者ＯＫ　会場費均等割
フォルテの会（ピアノ同好会） 月１回㊌午後１時～５時 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会無料・月２００円 佐藤安子☎７９４・３７０３ 好きな曲を楽しんでます
フルートアンサンブル・クレール 毎月第２・４㊍午後　３時間程度 生涯学習センター 入会無料・月３０００円 中林由行☎７１９・５４９４ 中級以上希望少数グループ
トライアド・洋楽アンサンブル 月２回㊏午前または午後 つくし野コミュニティセン

ター 入会３００円・月３００円 柴田☎０９０・４４１６・５７６６
アンサンブル・ジョイ　楽器演奏 毎月第２・４㊊午後１時～５時 成瀬コミュニティセンター 入会１０００円・月５００円 鈴木☎７９６・５２２６ 楽器多少経験者ベース他
リベラトゥール弦楽合奏団 毎月第２・４㊐午後１時～、６時～ 和光大学ポプリホール鶴川 入会無料・月３０００円 川原☎７９５・０４８９ 各回の練習は約３時間程度
萌美会デッサン会（人物、モデル有） 月２回㊏午前または午後 国際版画美術館 入会無料・月１２００円 蛭子屋☎７３５・１４７０ ｈｔｔｐ：//ｈｏｂｉｋａｉ．ｎｅｔ/
水彩画教室　こだまの会　お気軽に！ 毎月第１・３㊌午前９時３０分～正午 生涯学習センター 入会無料・月１０００円 坂見博俊☎７２８・６３３３ 初心者歓迎・見学ＯＫです
ハガキ絵かがやき 毎月第２・４㊋午後１時～４時 わくわくプラザ町田 入会無料・月１０００円 髙橋☎７２０・７８２０
絵手紙・すみれ 毎月第３㊏午前１０時～正午 生涯学習センター 入会無料・月１３５０円 山本☎０９０・３２１６・８５３８ ５月１９日学習室７お気軽に
彩輝会・デッサンと水彩・随時体験可 毎月第２・４㊋午前１０時～正午 生涯学習センター８階学習室 入会無料・月３５００円 彩輝会☎返７９５・７３５８ 体験大歓迎・体験費１０００円
絵心０初心者ＯＫなトールペイント 毎月第３㊊午前１０時～正午 生涯学習センター 入会無料・月２０００円 大西☎０８０・４００１・３０９７ お花の絵・女性中心見学可
囲碁サークル・町田石心会 毎月第１～４㊍午後１時～５時 生涯学習センター他 入会無料・月４００円 竹腰時男☎７２７・２８５４ 中・上級者歓迎
棋友会～和気藹藹で楽しめる囲碁会 毎週㊐午後１時～５時 本町田都営アパート集会所 入会無料・月３００円 金丸務☎７２６・１４３５ 初級者・女性の方も歓迎
囲碁同人会 毎週㊌午前９時～正午 生涯学習センター 入会無料・月５００円 中西☎０９０・７８３１・５０５１ 初級・女性・見学・大歓迎
フォトまちだ～気軽な写真撮影と講評 月１回㊌午前９時３０分～正午 生涯学習センター 入会無料・月２０００円 瀬戸洋二郎☎７２３・０８８５ 初心者・女性の方も歓迎
写真同好会　フォト・キャッツアイ 毎月第２㊏午後１時～５時 なるせ駅前市民センター 入会無料・月７００円 近藤輝機☎０８０・５６７５・３５５２ 会員募集中　年２回展示会
町田写真研究会 奇数月第４㊍午後６時から 生涯学習センター 入会無料・月１５００円 孫田☎７９３・９１１５ 講師は熊切圭介・大輔先生
キルトサークル『ヒマワリ』 毎月第２・４㊋午前９時３０分～正午 生涯学習センター学習室 入会無料・月２０００円 ヒマワリ☎７９５・２３２６　要申込み 手作りを楽しみましょう！
町田やきものの会 毎月第４㊎午後１時～５時 生涯学習センター 入会無料・月１１００円 大川原☎７３５・４１９８ 材料費は実費
相原マジッククラブ（楽しい手品） 毎月第２・４㊋午後１時３０分～３時３０分 堺市民センター会議室 入会無料・月１０００円 キワダ☎０９０・６１９７・０９２０ 初心者歓迎（かくし芸に）
町田奇術協会 毎月第２㊐午後６時３０分から 町田市民フォーラム４階他 入会２０００円・月２０００円 中里☎０９０・３２４７・５２９２ 初回見学無料・初心者歓迎

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集
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●町田市民文学館☎７３９・３４２０
【２歳児あつまれ！「春」をあそぼ！】
対２歳児とその保護者日５月２４日㈭
午前１０時３０分～１１時３０分場同館２
階大会議室内絵本、紙芝居、わらべう
た遊び等
●ひなた村☎７２２・５７３６
【①つくったりあそんだり】
日５月１６日㈬から原則毎週水曜日午
後３時３０分～４時３０分（雨天中止）場
ひなた村てっぺん広場内小学生向け
の簡単な工作、遊び
【②糸のこ教室】
対市内在住、在学の小学２年生～１８
歳（小学２年生は保護者同伴）日５月
２６日㈯午後２時～４時内電動糸のこ
盤を使ってパズル等組み木のおもち
ゃ作り講町田糸鋸

のこ

の会定１０人（申し
込み順）費３００円（糸のこ１台につき）
【③ピザ窯講習会】
対市内在住、在勤、在学の１５歳以上
の方（中学生は不可）日６月２日㈯午
前１０時～午後３時内ピザ作りをしな
がらドラム缶ピザ窯の使い方を学ぶ

（受講者には、今後ピザ窯の利用がで
きる修了証を交付）定２０人（申し込
み順）費４００円
【④ひなた村科学クラブ～葉脈標本
を作ろう】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生日６月１０日㈰午前１０時～正午
内葉脈標本作りを通して、水や栄養
分の通り道である葉脈を観察する講
（公財）神奈川科学技術アカデミー・
有賀文章氏定２０人費３００円
【⑤キャンプスキルワークショップ】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日６月２４日㈰午前１０時～午後３
時内テント張りやテント周りで役立
つロープ結びを体験定１５人（申し込
み順）費３００円

◇
申①直接会場へ②～⑤５月１６日午前
１０時から電話でひなた村へ／②は５
月１９日以降定員に空きがあれば１９
歳以上の方も電話で受け付けます
●大地沢青少年センター☎７８２・
３８００

【①親子陶芸教室 Ｉ】
　マグカップやお皿を作りませんか
／ＪＲ横浜線相原駅西口～同センタ
ー間の無料送迎バスを運行します対
市内在住、在学の両日参加できる小
学生で、陶芸初心者の親子日６月３
日、７月１日、いずれも日曜日午前１０
時～午後３時内１日目＝粘土成型、２
日目＝絵付け定３０人（申し込み順）
費大人８００円、小学生４００円
【②川上村子ども自然体験塾（農業編）】
対市内在住、在学の小学４～６年生日
６月１６日㈯午前７時４０分～１７日㈰
午後４時３０分、１泊２日場町田市自然
休暇村（長野県南佐久郡川上村）／集
合・解散は同センター第１駐車場で
す内レタスの作付けから収穫、配送
までの流れを体験・見学し、山村での
生活を学ぶ定３０人（抽選）費５０００円
（宿泊費、３食分の食事代、体験料等
含む）

◇
申①５月１６日午前９時から電話で同
センターへ②ハガキに参加者全員の

住所・氏名（ふりがな）・電話番号・性
別・学年を明記し、５月２５日まで（必
着）に大地沢青少年センター（〒１９４
－０２１１、相原町５３０７－２）へ（ハガ
キごとに抽選、グループ単位で申し
込みも可）
●市立博物館☎７２６・１５３１
【玉川大学芸術学部連携イベント～
小学生参加！大学生と一緒に工作し
よう！】
　市立博物館で開催する「まちだ今
昔―時空を超えた対話：縄文ムラと
商都」展の関連イベントです対小学
生日６月９日㈯、１０日㈰、午後１時１５
分～３時４５分（保護者の見学可、両日
とも同一内容）場玉川大学内大学生
とお店（商店街）を工作／作品は７月
１４日～１６日に市立博物館で展示し
ます講玉川大学准教授・赤山仁氏、同
大学助教・丸山松彦氏、同大学芸術学
部生　他定各１０人（申し込み順）申５
月１６日正午～２２日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード１８０５１６Ｆへ

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【わんぱく①キッズ②ジュ
ニアレクリエーション】
対①４～６歳児（２０１２年４月２日～
２０１５年４月１日生まれ）②小学生日
７月３日㈫①午後３時１５分～４時１５
分②午後４時３０分～６時定各５０人
（抽選）申往復ハガキ（１人１枚）に必
要事項を明記し、５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）
【親子で鉄棒教室】
対市内在住、在園の５・６歳児（２０１２
年４月２日～２０１４年４月１日生まれ）
とその保護者日①６月２３日㈯、２４日
㈰、午前９時１５分～１０時１５分②６月
２３日㈯、２４日㈰、午前１０時３０分～
１１時３０分、各全２回定各２０組（抽
選）費１０００円申往復ハガキ（１組１
枚）に必要事項を明記し、５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）
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【町田ゼルビアバトントワ
ーリング教室】
対①５・６歳児（２０１２年４月２日～
２０１４年４月１日生まれ）②小学生日
６月１４日～７月１９日の木曜日（７月５
日を除く）①午後３時１５分～４時②
午後４時１５分～５時３５分、各全５回
定各２０人（抽選）費①４０００円②
５０００円（体験参加も可、１人１回ま
で、５００円）申往復ハガキに必要事項
を明記し、５月３０日まで（消印有効）
に同館へ／体験参加希望者は当日直
接会場へ
●市立室内プール☎７９２・
７７６１
【小学生スクール２期Ａ～Ｃ
（火・木コース）Ａ・Ｂ（水コース）】
対小学生日①火コース＝６月５日～７
月１０日②水コース＝６月６日～７月
１８日③木コース＝６月７日～７月１９
日、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

で無料申５月１５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リーグ等のイベントのな
い土・日曜日、祝日も可）
【里山自然・クラフトサークル入会募
集】
対小学生以上の方（小・中学生は保護
者と一緒に登録が必要）日５月～
２０１９年３月内野津田パーククラブ
の農作業体験、自然観察教室、山仕事
体験、炭焼き、紙工作教室等講野鳥の
会会員、植物調査の専門家等定１００
人（申し込み順）費年間参加費＝大人
２０００円、小・中学生５００円（保険料、
材料費等込み）／未就学児無料申５
月１５日午前９時から電話で同公園へ
／詳細は申し込み時にお伝えします
（受付時間＝午前９時～午後５時、Ｊリ
ーグ等のイベントのない土・日曜日、
祝日も可）
●小野路宿里山交流館☎８６０・
４８３５
【①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６月６日㈬午前

５時４０分～７時４５分、Ａ・Ｂ各１時間
（要問い合わせ）、①全６回②③各全７
回定各６０人（抽選）費①４８００円②③
５６００円申往復ハガキに必要事項を
明記し、５月２４日まで（必着）に同プ
ールへ
〈お知らせ〉� �
　第８３回関東支部マスターズスイ
ミングフェスティバルのため、６月
１０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）と
なり、水温が１～２度ほど低くなりま
すのでご注意下さい
【スタート専用コースとして開放】
　高水位時に、５０ｍプールの採暖室
側の１コースをスタート専用の練習
コースとして開放します対２０歳以
上の方日６月９日㈯午後６時１０分～８
時４５分費施設利用料申直接スター
ト専用コース前で受け付け／プール
の満水状況により、開放時間が変更
となる場合があります。なお、飛び込
みには危険が伴いますので、誓約書
に署名をお願いします
●かしの木山自然公園☎７２４・１６６０
【自然観察会～青葉の頃の自然観察】
日５月２０日㈰午前９時３０分～１１時
（雨天中止）／駐車場はありません
●野津田公園☎７３６・３１３１
【ばらまつり】
　約８４０株のばらが見ごろです日５
月２５日㈮、２６日㈯、午前１０時～午後
３時場同公園ばら広場内①ボトルフ
ラワー作り②ミニアレンジメント③
広場ガイド定①②各２０人（先着順）
費①３００円②２００円（保険料含む）
【自然観察教室　野鳥編～春の野鳥
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５月１９日㈯午前９時～正
午講（公財）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３年生以下は１人ま

１０時３０分～正午定８人（申し込み
順）費１０００円（材料代）
【②小野路宿寄席】
日６月１４日㈭午後１時３０分開演（受
け付けは午後１時から）場同館和室
内真打柳家一九氏の落語、江戸芸か
っぽれ師範櫻川櫻お伴氏と社中の踊
り等（予定）定４０人（先着順）

◇
申①５月２３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１８０５２３Ｂへ②直接会場へ
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
【野津田公園ばら撮影会】
日５月１９日㈯午前１０時～正午（小雨
実施）場同公園ばら広場

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。

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 前週の金曜日から電話で予約

②交通事故相談 １６日、２３日、
３０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）１８日、２５日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 １５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 ２２日㈫
⑥登記相談 １７日㈭
⑦行政手続相談 ２４日㈭

⑧少年相談 ２２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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情報コーナー
●企業年金連合会～年金制度のお知
らせ
　「厚生年金基金（企業年金）」とは、
企業が実施している年金制度の１つ
です。この制度のある会社を勤務１０
年未満で退職したことがある方は、
制度への加入期間が１か月でも、同
連合会から年金を受け取れる可能性
があります問同連合会☎０５７０・０２
・２６６６、ＩＰ電話・ＰＨＳ＝☎０３・５７７７
・２６６６（受付時間＝月～金曜日の午
前９時～午後５時）
●日本年金機構～年金の住所変更は
お済みですか
　住民票の住所と違う場所にお住ま
いの場合、または成年後見を受けて
いる方等は、届け出が必要です。届け
出がお済みでないと「ねんきん定期
便」等、日本年金機構からのお知らせ
が届かないことがあります。詳細は
お問い合わせ下さい／共済年金を受
け取っている方は各共済組合へお問
い合わせを問ねんきんダイヤル☎
０５７０・０５・１１６５、ＩＰ電話・ＰＨＳ＝☎
０３・６７００・１１６５
●ハローワーク町田～新規学校卒業
者の求人説明会（事業主向け）
対２０１９年３月新規学校卒業予定者
を採用する事業所日５月２５日午後２
時～４時場町田市民ホール第４会議
室問ハローワーク町田☎７３２・
７３９７

●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６月５日～７日、午前９時～正午、６
月１２日～１４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、町田市シル
バー人材センター（〒１９４－００２２、
森野１－１－１５、☎７２３・２１４７）へ
●都立小川高校からのお知らせ
【①公開講座～松代・沖縄・東京の戦
争遺跡を探る】
日６月２３日、７月７日、２１日、８月４日、
午後１時３０分～４時、全４回費１０００
円（受講料）
【②公開講座～伝えるための英会話】
日６月３０日午前９時～午後３時費
５００円（受講料）

◇
場同校申往復ハガキに講座名・住所
・氏名・電話番号・年齢・性別を明記
し、①６月６日まで②６月１３日まで
（いずれも消印有効）に都立小川高校
経営企画室公開講座担当（〒１９４－
０００３、小川２－１００２－１）へ問同校
☎７９６・９３０１
●町田市観光コンベンション協会～
１０周年記念　町田見どころバスツ
アー
　２０１９年４月で設立１０周年を迎え
るにあたり、バスツアーを開催日６
月１０日午前９時～午後４時３０分ご
ろ、集合は原町田大通りレミィ町田
（旧１０９ＭＡＣＨＩＤＡ）前コース原町
田大通り～高蔵寺・三輪の里山・妙福

寺～武相荘～小野路宿里山交流館
（昼食）・小島資料館（特別公開）・小野
神社・一里塚～町田薬師池公園四季
彩の杜 薬師池・薬師堂（天井絵特別
公開）～町田駅周辺／全コース大型
バスで移動します費３０００円（昼食
代・バス代・入場料・ガイド費・保険料
・資料代等）申参加者住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号・生年月日・性別を
明記し、５月２５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）
●環境省～熱中症対策シンポジウム
　医学やスポーツ、暮らしに関する
専門家が、熱中症の基礎的な知識、夏
の快適な暮らし方等の役立つ情報を
提供／インターネット配信で同時中
継します日①６月３日②６月４日、午
前１０時～午後３時３０分（途中入退場
可）場ＴＨＥ会議室町田（森野１－３０－
８、ノアビル７階）内①スポーツ現場
・職場における熱中症対策、熱中症
を予防する食事のとり方等②高齢者
の熱中症対策、学校での熱中症対策
等／他会場・プログラム等の詳細は
環境省ホームページを参照申氏名
（ふりがな）・電話番号・ＦＡＸ番号ま
たはＥメールアドレス・所属先・参加
希望日を明記し、５月３１日午後５時
までにＦＡＸで「平成３０年度熱中症対
策シンポジウム事務局」（返０３・

５９６６・５７７３）へ（環境省ホームペー
ジで申し込みも可）問同事務局☎０３
・３５５４・５１７０（受付時間＝午前１０
時～午後６時、土・日曜日を除く）
●町田市老人クラブ連合会～健康講
座　転ばない身体作り「自分ででき
る介護予防」
対市内在住の６０歳以上の方日５月
３０日午後１時３０分～３時場堺市民セ
ンター申往復ハガキに講座名・住所
・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢を
明記し、５月２１日まで（必着）に、町田
市老人クラブ連合会（〒１９４－
００２２、森野１－１－１５、わくわくプ
ラザ町田３階）へ問同連合会☎７２５・
４６１３
●（社福）ボワ・すみれ福祉会　ボワ
・アルモニー～アルモニー祭り
日５月１９日午前１１時～午後２時（小
雨実施）場ボワ・アルモニー分場（木
曽西２－６－１２）／駐車場は木曽中
学校に有り内こなや保存会による伝
統芸能、スライム作り、プラパン作
り、お菓子釣り、抽選会、模擬店等／
詳細はお問い合わせを問ボワ・アル
モニー☎７９１・０１４４（当日の連絡先
＝☎７９４・９３７０）
●（社福）七五三会いづみの里～七五
三会まつり
　「笑顔の架け橋」をテーマに開催日
５月２０日午後１時～３時場いづみの
里（原町田５－１－１２）内家族会バザ
ー、ステージイベント、屋台等問いづ
みの里☎７２６・０７５３

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前９時～
午後５時）、27日＝耳鼻咽喉科・アレルギ
ー科のぶクリニック（☎７３７・１１８７、能
ヶ谷１-５-８）
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福祉会館前

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

20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 さぬき診療所 ☎706・8766 小川2-25-14
内科 玉川クリニック ☎725・8207 玉川学園7-5-6
内科 鶴川胃腸科 ☎734・1958 鶴川2-17-1

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
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

21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
22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
23日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
24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
25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
26日㈯ 午後1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 成瀬小林医院 ☎725・2233 成瀬8-4-33
内科 おおくら医院 ☎737・8020 大蔵町3165
内科、
小児科 泰生医院 ☎797・7423 小山町2470-5

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

28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
29日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
30日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
31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

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

本紙に掲載している、夜間・休日診療
情報等を配信しています。

登録はこちらから▶ スマホ版QRコード 携帯電話版QRコード

町田市メール配信サービス
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　市では、東京２０２０オリンピック・パラ
リンピック等の国際大会に向けた気運醸
成のため、オリンピックカラーを基調と
した色で、市庁舎をライトアップします。
　このライトアップは職員の働き方改革
を目的とする定時退庁日（毎週水・金曜
日）に行い、点灯時間は、午後６時３０分か
ら９時までです。１回目は５月２５日㈮に実
施します。

　また今後は、オリンピックカラーのほ
か、ピンクリボン運動などさまざまな啓
発活動と連携し、活動にあったカラーで
ライトを点灯します。
　なお、投光器は７台（フルカラーＬＥＤ）
で、ライトアップの電力使用量は年間で
約２８４．４ｋＷｈとなり、電気料金に換算す
ると年間約４８００円です。
場市庁舎西側アトリウムガラス面

　障がい者支援センターでは、障がいに関する相談全般や各種申請を行うこと
ができます。
　このたび、町田地域及び南地域の障がい者支援センターが下記のとおり移転
します。なお、電話番号、ＦＡＸ番号に変更はありません。
○町田地域障がい者支援センター　
　５月１日に移転しました。
移転先：原町田５－４－３ 第２大塚ビル
１階１０１（建物裏に駐車場有り）

○南地域障がい者支援センター　
　６月４日に移転します。
移転先：金森東３－１８－１６ 合掌苑桂
寮１階（敷地内に駐車場有り）

　５月から市庁舎１階正面入り口エリアがリニューアルしました。新
しいエリアには、カフェ「ＫＥＹʼＳ ＣＡＦÉ（キーズ カフェ）」や展示スペ
ースと、市の魅力を発信する「イベントスタジオ」を併設しています。
カフェと展示スペースは市の実施するイベントなどと連携して、市
の魅力を発信する予定です。
　市庁舎においでの際は、ぜひお立ち寄り下さい。

【カフェ】
営業日時開庁日（月～金曜日と第２
・４日曜日、ただし祝休日・年末年始
を除く）午前８時２０分～午後６時

【イベントスタジオ】
開催日時開庁日（月～金曜日、ただ
し祝休日・年末年始を除く）午前８
時３０分～午後５時

　全国のエイサー団体が演舞を披露する「フェスタまちだ」。今
年も町田駅前の原町田大通りをメイン会場として９月８日㈯、９
日㈰に開催します。
　開催にあたり告知用ポスターのデザインコンペを実施しま

す。採用された作品は、今年度のポスターとして市内公共施設や
商業施設などへ掲出し、パンフレット等にも使用する予定です。
　祭りの躍動感溢れる、迫力あるデザインをお待ちしています。

コンペの実施要領  
対象１８歳以上の個人またはグループ（プロ・ア
マ不問）で、日本語で連絡が取れる方
作品自作で未発表のもの（複数応募可）
賞金３万円（採用作品のみ）
申し込み氏名・電話番号を明記し、Ｅメールでフ
ェスタまちだ２０１８実行委員会（遍ｆｅｓｔａ．ｍａｃｈｉ
ｄａ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ）へ。事前に素材などを送りま
す。エントリーの際は、氏名（グループの場合は
代表者名）・電話番号・Ｅメールアドレス・作品の

解説を明記し（Ａ４サイズ）、作品はＢ４サイズ縦
長でプリントできるように、ＰＤＦファイルに変
換したものを添付し、６月１２日までにＥメール
で同実行委員会へ。
※実際のポスターはＢ２サイズです。
※必ず募集要項で、記載する文言、写真を使用す
る場合の注意事項などをご確認下さい（町田市
ホームページでダウンロードも可）。
結果発表採用者へ、直接連絡します（応募状況に

より該当者無しの場合も有り）。
※応募作品は返却しません。
※採用決定後、デザインの修正や情報の追加を
お願いする場合があります。
※採用作品の著作権・使用権など一切の権利は、
同実行委員会に帰属します。
市HP フェスタまちだ 検索

「フェスタまちだ２０１８」ポスターデザインコンペ開催中！
あなたのデザインをお待ちしています 問産業政策課☎７２４・３２９６

市庁舎ライトアップ!東京２０２０オリンピック・
パラリンピックの気運醸成

問市有財産活用課☎７２４・２１６５

町田地域障がい者支援センター
南地域障がい者支援センター

問障がい福祉課☎７２４・３０８９返０５０・３１０１・１６５３

市庁舎１階
リニューアルしました

問市有財産活用課☎７２４・２１６５、広報課☎
７２４・２１０１（＝イベントスタジオについて）

■イベントスタジオの今後の予定
催し名 期　間 内　容

国際版画美術館　
〜３０年の歩み ５月21日〜2５日 展覧会ポスター掲示等

環境月間イベント
〜エコについて考えよう！ ５月2８日〜６月８日 パネル掲示等

ことばらんど　
〜2０1８年度の展覧会の紹介 ６月11日〜22日 展覧会ポスター掲示等

移転のお知らせ

昨年のポスター

ピンクリボンカラーオリンピックカラー

Facebook「フェスタまちだ・町田エイサー祭り」でも
情報を配信しています。


	18-0515-01面
	18-0515-02面
	18-0515-03面
	18-0515-04面
	18-0515-05面
	18-0515-06面
	18-0515-07面
	18-0515-08面
	18-0515-09面
	18-0515-10面
	18-0515-11面
	18-0515-12面

