
問 公園緑地課 ☎ 724・4399

　彩り豊かに花が咲く街の風景は、季節の訪れを感じさせ、私たちの心を和ま
せてくれます。市内には公園や道路、学校などに、地域の皆さんが日々手入れ
をしている花壇があることを知っていますか。
　市では、花のまちづくり事業として花壇コンクールを実施し、１９７３年から
４５年続いています。花壇の手入れを通して生まれた人々の交流が、風景だけ
でなく地域社会を豊かにしています。

２０１８年度
春の花壇
コンクール
最優秀賞

今年で８５回目の参加 忠生中学校花壇コンクールに参加しませんか

　園芸委員会の生徒・先生と、ボランティア「花+花サークル」
が花壇づくりを行っています。１975年の第６回から花壇コンク
ールに参加し、今回で5１回目の入賞となりました。花壇が広く、

色合いやデザインに毎回
苦心しますが、中学生か
ら7０歳代までの方が花
壇づくりを通して、一致
団結しています。学校と
地域の方との親睦が深ま
り、受賞結果以上に得る
ものが多いと感じていま
す。

　春と秋の年２回、花壇の美しさを競いま
す。参加希望団体には、下小山田苗

びょう

圃
ほ

で
栽培したサルビアやビオラなどの草花苗
とたい肥、化成肥料を配布します。配布期
間は約1週間です。参加希望団体には日程
が決まり次第、代表者の方宛てに案内を
送ります。皆さんも草花苗を育て、季節感
溢れる花壇づくりに参加してみませんか。

対 市内の公共的な場所に、多くの人が楽しめる10平方メートル以上（約3坪程
度）の花壇づくりと、管理が行える10人以上の団体
申 申込書（公園緑地課〔市庁舎８階〕に有り、町田市ホームページでダウンロード
も可）に必要事項を記入し、９月30日まで（必着）に直接または郵送で公園緑地課

（〒1９４−８５２0、森野２−２−２２）へ。

参加方法（2０１9年春のコンクール）

花と人が出会うまち

ききょう保育園

このデザイン画
から…

下小山田苗圃で種から育てた苗を配ります

参加者の皆さんに花壇づくりの魅力を伺いました

花壇で生まれる地域の輪

入賞花壇や花のイベントを２面で紹介しています
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人口と世帯（外国人含む） 2018年5月1日現在人口 ： 428,735人（ 男：210,119人・女：218,616人）（前月より164人増） ／ 世帯 ： 194,970世帯（前月より387世帯増）
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市HP ２０１８年度春の花壇　　 検索

　１７品種約5000株のあじさいが咲きそろうえびね苑
を、部分開園します。
※えびねの植栽地には入れません。
○開園時間　午前９時３０分～午後４時（入園は３時３０分まで）

えびね苑会場 6月9日～22日

花しょうぶ公開 場花菖蒲田
　約2000株の花しょうぶが、清

せい

楚
そ

な花を
咲かせます。
○開園時間　午前６時～午後７時

その1豆 知 識
見せる管理作業？！「花摘み娘」

その2豆 知 識
いろいろ教えて
「花しょうぶガイド」

ほおずき・あさがお市 場 芝生広場
　夏の風物詩、ほおずき・あさがお市を開催します。
○日時　７月７日㈯、8日㈰、午前8時～午後４時３０分

あじさい公開 場 花菖蒲田周辺とあじさい園

問 同サロン☎７３6・８2８１

薬師池会場 6月9日～７月８日

町田市フォトサロン
　薬師池公園のしょうぶやあじさいを撮
影して、写真展に出展してみませんか？
先着順で受け付けます。
○出展料　5００円（1人2点まで）
○出展条件　写真サイズはA４または六つ切り
○申し込み　作品の裏面に応募票（同サロン
ホームページでダウンロード可）を貼り、 ７月1６日午前1０時から直接
同サロンへ。

【薬師池会場】 小田急線町田駅北口POPビル先２１番乗
り場から本町田経由「野津田車庫」行き、または「鶴川駅」
行きバスで「薬師池」か「薬師ヶ丘」下車。

交 通

町田薬師池公園 四季彩の杜 
しょうぶ・あじさいまつり

南町田病院を花でいっぱいにする会
（同病院公道沿い）
57

NPO法人レスポアール相原
（相原中央公園管理棟前）
62

忠生自然第３クラブ
（かしのみ公園内）
33 2018年度

優秀賞

旭町二丁目町内会・市民病院
（市民病院内ふれあい花壇）
44

日の出が丘町会環境部
（金井入谷戸児童公園近く）
26

2018年度
優秀賞

　今回の花壇コンクールは、３１６団体のエントリーがあり、50団体
が入賞しました。入賞団体のうち、散歩の途中で花が楽しめる花壇７
か所を紹介します。また、市役所にもボランティアの皆さんによって
きれいな花を咲かせている花壇があります。皆さんのお住まいの地
域の花壇を探してみませんか。

花のまちだ♪お散歩ぶらり

※1面参照

1

ききょう保育園

2018年度
最優秀賞

※花壇の詳しい場所は公園緑地課へお問い合わせ下さい。
※�見学の際は、近隣住民の方の迷惑にならないようにお願いします。
※�入賞団体全50団体は町田市ホームページで紹介しています。

〇駐車場は混雑が予想されます。公共交通機関をご利用下さい（駐
車場は、土・日曜日は有料）。

写真＝4月下旬撮影

【えびね苑会場】 小田急線町田駅北口POP
ビル先２１番乗り場から本町田経由「野津田車
庫」行き、または「鶴川駅」行きバスで「薬
師池」下車、または町田バスセンター１１番乗
り場から「藤の台団地」行きバス終点。

交 通

　ガクアジサイ、西洋アジサイなど４2品種約１000株をお楽しみ
下さい。見ごろは６月中旬～７月上旬です。

しょうぶ・あじさい写真展の出展作品募集

　しょうぶの開花中、景観になじむように早
乙女姿で花殻を摘み取り、お世話をしてい
ます。水車小屋を背景にしょうぶが咲いて
いる景色は一見の価値がありおすすめです！

　まちだ観光案内人が、来園者と対話しな
がら、花しょうぶに関する知識などを楽し
く解説します。
○日時　６月９日㈯～2４日㈰、午前1０時～
正午、午後1時～2時

クイズや
俳句の看板を
見つけたよ！

４階屋上花畑

開花情報は
コチラ！！
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健康案内健康案内
Ｈ Ｉ Ｖ 即 日 検 査
対感染の機会がある方
日６月３日㈰午後１時３０分～３時３０
分
場町田市文化交流センター５階
内血液検査
定７０人（先着順）
※感染の機会から９０日以上経過し
てからおいで下さい。
※採血から約１時間後に結果説明を
します。陰性の場合は即日、判定保留
の場合は６月１０日に行います。
※希望者は同時に梅毒検査も受ける
ことができます。
問保健予防課☎７２２・７６３６、東新宿
こころのクリニック（町田市より委
託）☎０７０・１３２１・７７５７（受付期間

＝６月１５日までの月～金曜日の午前
１０時～午後５時）

募　集募　集
生涯学習センターまつり
企 画・ 運 営 委 員
　１０月１９日㈮～２１日㈰に実施する
「生涯学習センターまつり」の企画検
討、準備、当日運営等にかかわる企画
・運営委員を募集します。
対水曜日夜間に開催する企画・運営
委員会に参加できる方
日初回打ち合わせ＝６月２０日㈬午後
６時から（１１月まで月３～４回程度開
催）
場生涯学習センター
申住所・氏名・電話番号・年齢を明示
し、電話またはＦＡＸで同センター
（☎７２８・００７１返７２８・００７３）へ。

お知らせお知らせ
町田市認定幼児教育施設在籍幼児保
護者補助金
対象施設を募集します
　市内在住の４・５歳児が在籍する認

可外の幼児教育施設のうち、町田市
で定めた基準に適合し町田市による
認定を受けている場合、児童の保護
者に対し補助金を交付します。
　補助対象となる施設（認定幼児教
育施設）を募集します。申請方法、認定
基準についてはお問い合わせ下さい。
問子ども総務課☎７２４・２５５１

高齢者の方へ

ごみ袋の配付と入浴券交付のお知らせ
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

町田市表彰式　自治功労者などを表彰しました
問秘書課☎７２４・２１００

認定商品を募集！　第18回町田市名産品
問町田市名産品等推奨委員会事務局（町田商工会議所）☎７２４・６６１４、
　町田市産業政策課☎７２４・３２９６

ご活用下さい
ものづくり企業地域共生推進事業補助金

問産業政策課☎７２４・３２９６

町田市民病院職員募集

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

薬剤師

若干名

１９８３（昭和５８）年４月２日以降に生
まれた、薬剤師の資格を有する方

○郵送受付＝７月１０日
㈫まで（必着）
○持込受付＝７月９日
㈪、１０日㈫、いずれも
午後５時まで
○試験日＝７月２１日㈯

１０月１日

看護師
１９８８（昭和６３）年４月２日以降に生
まれた、看護師の資格を有する、ま
たは２０１９年春までに取得見込みの
方

○郵送受付＝７月１７日
㈫まで（必着）
○持込受付＝７月１３日
㈮、１７日（火）、いずれ
も午後５時まで
○試験日＝７月２８日㈯

１０月１日、
２０１９年
１月１日、
４月１日助産師

１９８３（昭和５８）年４月２日以降に生
まれた、助産師の資格を有する、ま
たは２０１９年春までに取得見込みの
方

※試験実施要項と受験申込書は町田市民病院ホームページでダウンロードできます（町田
市民病院・各市民センターでも配布）／郵送・持ち込みは町田市民病院総務課へ／採用条件
等は募集要項を十分に確認して下さい。

町田市民病院　採用 検索

問町田市民病院総務課☎７２２・２２３０（内線７４１５）

【ごみの指定収集袋を配付します】
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。
内燃やせるごみ専用袋（小袋２０枚
＋中袋４０枚）、燃やせないごみ専
用袋（中袋１０枚）、１世帯あたり年
間７０枚を配付
※７月末までに町田市シルバー人
材センター会員が順次ご自宅にお
届けします。受け取り時に受領印
またはサインが必要です（不在の
場合は２０１９年３月まで再配付も
可）。
※受け取りを辞退する方は、配付
時にお申し出下さい。
○南地区（容器包装プラスチック
の指定収集袋による収集の対象地
域）は次のとおり配付します
内燃やせるごみ専用袋（小袋２０枚
＋中袋２０枚）、燃やせないごみ専
用袋（中袋１０枚）、容器プラスチッ
ク専用袋（中袋２０枚）、１世帯あた
り年間７０枚を配付

◇
※再配付の依頼・お問い合わせは、

ごみ袋配付事務局（町田市シルバ
ー人材センター内、☎７１０・７１０１、
受付期間＝８月３１日まで）へ。配付
期間中は電話でのお問い合わせが
大変混み合います。つながらない
場合は、時間をおいておかけ直し
下さい。
※９月以降は高齢者福祉課へお問
い合わせ下さい。
【自宅にお風呂のない高齢者に入
浴券を交付します】
対７０歳以上の一人暮らし、または
高齢者世帯（世帯員が６５歳以上）
であり、自宅にお風呂がない方
※経過措置として、２０１５年６月～
２０１６年５月に入浴券の交付対象
であった方は、引き続き対象とな
ります。
※利用できる市内公衆浴場は大蔵
湯（木曽町）、金森湯（金森）です。
※対象期間は２０１９年５月３１日ま
でです（申請した月から２０１９年５
月分までをまとめて交付します）。
申本人確認書類（健康保険証等）と
印鑑をお持ちのうえ、直接高齢者
福祉課（市庁舎１階）へ（申し込み
は入浴券使用者本人に限る）。
※認定要件に変更があった方と、
初めて申請する方の自宅に、お風
呂がないことを確認するため、調
査員が訪問します。

　市では今年度から新たに、工場に
防音壁を導入したり、工場敷地内に近
隣住民が集えるような緑地を整備す
るなど、ものづくり企業が市内で行う
地域との共生を目的とした事業に係
る経費の一部を補助します。
対東京都内で１年以上工場等を操業
するものづくり企業
補助対象事業地域との共生を目的と
する工場の改修・移転事業、設備更新
・導入事業、住民受け入れ整備事業
※２０１９年３月１５日までに完了する

　５月１２日に町田市表彰式を開催
し、長年にわたって地方自治の発展
に貢献され、市民の福祉の向上にご
尽力いただいた個人９０人と８団体の
方々を表彰しました。
　表彰を受けた方と団体は、次のと
おりです（敬称略、順不同）。
【自治功労】
坂倉久美子／渡邉厳太郎／井口昌彦
／村田啓二／岡部良行／宮本良太郎
／榎本義浩／矢口実／結城義孝／花
木孝之
【一般表彰】
川西京也／田所健一／守屋礼子／永
井進／小川冬樹／川村益彦／青木正
／石川義洋／小阪博文／三沢仁司／
矢守利次／大久保満紀子／小宮茂治
／佐藤とも子／杉井ゆかり／陶山慎
治／萩原行夫／町野眞里子／山岸愛
／小野寺明／足立正文／葊田一郎／
狩野雅和／新井克尚／笠原薫／小森
満／坂井雅史／小島邦彦／葊瀬康久
／井上巌／井田竜介／榎本博文／大

　「町田市名産品」は、町田市にふさ
わしい要素を有する食品や工芸品
で、２年に１度、学識経験者などで構
成される町田市名産品等推奨委員会
により認定されています。
　この度、９月１日からの２年間を新
たな認定期間とする名産品の募集を
行います。
　認定された名産品は、「ミニストッ
プ町田市役所店（市庁舎１階）」「町田
ツーリストギャラリー（ぽっぽ町田
１階）」「町田名産品の店『心和』（小田
急町田駅西口タクシー乗り場前）」で
販売します。また、認定事業者で構成
される「まちだ名産品のれん会」等に
よるＰＲ活動を通じ、市内外に広く周
知・販売促進を図ります。
対次のすべての要件を満たす商品　
①町田市内で企画・生産・製造（加工）

事業が対象です。
補助額補助対象経費の４分の３以内
（上限３７５万円）
※予算に達し次第、受け付けを終了
します（先着順、審査有り）。
申申請書類（町田市ホームページで
ダウンロード）を直接産業政策課（市
庁舎９階）へ。
※申請の際は、事前に産業政策課へ
ご連絡下さい。
※補助対象経費等の詳細は町田市ホ
ームページをご覧下さい。

塚和一郎／鈴木成彦／大山積／吉沢
雄宇／平瀨勲／若林章喜／尾作剛／
長瀬学輝／加藤正人／小池寛明／大
倉康／レーベンスガルテン鶴川自主
防災隊／玉川学園西美台自治会自主
防災隊／上山崎町内会自主防災隊／
下山崎町内会自主防災隊／加藤重雄
／髙橋清人／平山富士雄／早坂悦子
／井上光晴／岡田迪彦／河合重／小
林美晴／柴田規夫／田村勝司／塚本
誠子／中野進／長谷川博文／深見幹
朗／町田市アーチェリー協会／町田
市ダンススポーツ連盟／町田市トラ
ンポリン協会／池澤かおり／濱口昭
男／葊瀨隆夫／山下美枝子／市川健
一／池上裕子／村野幸司／梅木信一
／鈴木定彦／橋田惠子／𠮷川和男／
石上貴美子／髙橋廣子／平緒基／廣
田昭五／三澤惠美子／宮本輝子／渡
邉裕子／町田市立鶴川第二中学校合
唱部／飛鳥井雅崇／河合正人／中城
正堯／松山眞喜子／熊田賢治・郡裕
子・池田忠子

され、継続的に店舗等で販売できる
②名称・意匠・材料が町田市にふさわ
しい要素を有する
※申請数は原則として１事業所３品
目までです。
※認定に際して１商品あたり１万円
の認定料が発生します。
申申請書（町田商工会議所で配布、同
会議所ホームページでダウンロード
も可）に記入し、６月２２日午後５時ま
でに直接または郵送で町田市名産品
等推奨委員会事務局（町田商工会議
所内）へ。
【申請事業者向け説明会を開催しま
す】
日６月２５日㈪午後７時から
場市庁舎
※詳細は、申請者に別途お知らせし
ます。
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エフエムさがみ 83.9MHz　「東京町田インフォメーション」で町田の情報を放送中

お知らせお知らせ
認証保育所に通う園児の保護者に
補助金を交付します
　認証保育所に在籍している児童の
保護者に対して、児童１人につき月
額２万円の補助金を交付します。
※申請書は保育所を通じて配布しま
す。
対市内在住で、認証保育所（都内であ
れば市外の施設でも可）に月１６０時
間以上の契約で子どもを預けている
保護者
問子ども総務課☎７２４・２５５１
申請を受け付けます～２０１８年度
私立幼稚園等補助金

【就園奨励費・保護者補助金】
対町田市に住民登録のある満３～５
歳児及び就学猶予された園児を私立
認可幼稚園に通園させている保護者
※満３歳児の特別クラス（隔日・半日
のクラス）等の場合、補助金の対象外
です。
※子ども・子育て支援新制度に移行
した幼稚園に通う場合は、この手続
きは不要です。
※申請書は幼稚園を通じて配布しま
す
　詳細は各幼稚園で配布のパンフレ
ットまたはまちだ子育てサイトをご
覧下さい。
申幼稚園で申請書の取りまとめをし
ている場合＝各幼稚園が定める期限
までに提出／幼稚園で申請書の取り
まとめをしていない場合＝幼稚園の
在園証明を受けて７月６日までに子
ども総務課へ（郵送可）。
※各市民センターでは受け付けでき
ません。
※期限後も受け付けますが、補助金
の支給が遅れることがあります。
※申請書を配布していない市外の幼
稚園等の場合は、子ども総務課へご
連絡下さい。
問子ども総務課☎７２４・２５５１
提出して下さい
児童手当・特例給付現況届
　児童手当・特例給付を受けている
方に、６月上旬以降順次現況届（更新
手続き）を送付しますので、提出して
下さい（児童手当の所得限度額を超
えている方も提出が必要）。
　現況届の提出がない場合、６月分
（１０月振り込み予定）からの手当が
受けられなくなります。

提出方法現況届に必要事項を記入
し、必要書類を同封のうえ、６月２９日
まで（消印有効）に郵送で子ども総務
課（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２）
へ。
※子ども総務課窓口でも６月２９日ま
で受け付けますが、大変混雑します。
郵送での提出にご協力下さい。なお、
各市民センター等での受け付けは行
いません。
※郵送の場合は封筒に切手を貼付し
て下さい。
※必要書類は現況届の右上の記載事
項をご確認下さい。
問子ども総務課☎７２４・２１３９
児童育成手当
現 況 届 の 提 出 を
　ひとり親家庭等を対象とした児童
育成手当を現在受給している方に、
現況届を送付しましたので提出して
下さい（現況届が届いていない方は、
子ども総務課へご連絡下さい）。
　現況届の提出がない場合は、６月
分（１０月振り込み予定）からの手当
が受けられなくなります。
※各市民センター等での受け付けは
行いません。
提出方法現況届に必要事項を記入
し、６月２９日まで（消印有効）に直接
または郵送で子ども総務課（市庁舎
２階、〒１９４－８５２０、森野２－２－
２２）へ。
※添付書類の提出が必要な場合は、
現況届の右上の記載事項をご確認下
さい。
問子ども総務課☎７２４・２１４３

２０１８年度の包括外部監
査テーマが決まりました
　市では、市政の透明性の確保や業
務の適正化を図り、市民の皆さんか
らの信頼を高めるため、公認会計士
等の有識者による包括外部監査を毎
年実施しています。
　２０１８年度の包括外部監査テーマ
は「物品等の管理に関する財務事務
の執行について」です。監査の結果
は、２０１９年２月ごろにまとまりま
す。
　なお、これまでの包括外部監査の
結果や進捗状況は、町田市ホームペ
ージでご覧いただけます。
問経営改革室☎７２４・２５０３
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
１２月分の
利 用 受 付 開 始
　１２月２１日～２８日の利用分につい
て受け付けします（１２月２０日まで
は改修工事のため休館）。
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申６月１日午前８時３０分から電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ
（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）。
※１２月２９日～２０１９年１月３日の年

末年始期間は抽選です。詳細は今後
の本紙等でお知らせします。
大地沢青少年センター～１２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６月２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。
※１２月４日、１１日、１８日、２５日、２６
日、２８日～２０１９年１月４日は利用で
きません。
開催します
教 科 用 図 書 展 示 会
　町田市教育委員会では、２０１９年
度に市立中学校で使用する「特別の
教科　道徳」の採択候補となる教科
用図書の展示会を開催します。
　教科用図書へのご意見等がありま
したら、各会場の用紙にご記入下さ
い。採択の参考にします。
日７月４日㈬までの午前９時～午後５
時（土・日曜日を除く〔②のみ第２・４
日曜日は開場〕）
※会場により日程が異なりますので
ご注意下さい。
場①教育センター２号館２階資料室
・展示室②多目的スペース（市庁舎１
階）
※②のみ、第２・４日曜日は１階ワンス
トップロビーエスカレーター下で展
示します。
問①教育センター☎７９３・２４８１②
指導課☎７２４・２１５４
自宅にすみ着いた
アライグマ・ハクビシン
で お 困 り の 方 へ
　自宅にすみ着いた、アライグマ・ハ
クビシンの駆除業者を派遣します。
　捕獲用のわなは、屋根裏など屋内
に設置します。設置期間中は、毎日の
見回り、置き餌、捕獲時の業者への連
絡をお願いします。
　捕獲の有無に関わらず、わなは２
週間で撤去します。
※原則、費用はかかりません。
※庭などの屋外に出没する場合や他
の生きものは対象となりません。
対市内に建っている居住用家屋の所
有者で、家屋にすみ着いたアライグ
マ・ハクビシンの駆除を希望する方
申申込書（環境・自然共生課〔市庁舎
７階〕または各市民センターで配布、
町田市ホームページでダウンロード
も可）に記入し、直接環境・自然共生
課へ。
※郵送での申し込みを希望する方
は、申込書を送付する前に、対象とな
るかお問い合わせ下さい。
※各市民センターでは受け付けでき
ません。
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１
調査協力者を募集します
セ ミ の 鳴 き 声 調 査
　お住まいの周辺地域などで、セミ
の鳴き声を聞いて種類ごとに記録し
ていただける方を募集します。
対市内在住、在勤、在学の小学生以上
の方
調査期間７月１日㈰～１０月１５日㈪

定３００人（申し込み順）
申「セミの鳴き声調査」と書き、住所
・氏名・電話番号を明記し、６月１５日
まで（必着）にハガキ、ＦＡＸまたはＥ
メールで（一財）まちだエコライフ推
進公社（〒１９４－００３６、木曽東２－１
－１、返７９７・９８８１遍ｓｅｍｉ＠ｍ‒ｅｃｏ
ｋｏｓｈａ．ｏｒ．ｊｐ）へ。
【セミ・セミナー～なきごえ・ぬけが
らがわかる！】
日６月２９日㈮午後１時３０分～４時３０
分（出入り自由）
場市民協働おうえんルーム（市庁舎
２階）
内セミの鳴き声の聞き分け、ぬけが
らの見分け方等

◇
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１
６月は
蚊の発生防止強化月間
　デング熱やジカウイルス感染症
等、蚊が媒介する感染症の発生を防
止するためには、水中に生息する幼
虫（ボウフラ）を退治して蚊の発生を
抑制することが重要です。また、蚊に
刺されないために、家に侵入させな
い対策と外出時の対策をとりましょ
う。
※町田市保健所中町庁舎で、市民向
けリーフレット「夏場の蚊対策」を配
布していますので、ご活用下さい（町
田市ホームページでダウンロードも
可）。
問生活衛生課☎７２２・７３５４
出展しませんか～東京都主催
産 業 交 流 展 ２ ０ １ ８
　１１月に開催される展示会「産業交
流展２０１８」に出展する事業者を募
集します。町田市のブースに、無料で
出展できます。
※備品・機材費や搬入費等、出展料以
外の費用は出展者の負担です。
対次のすべてを満たす中小企業者　
①市内に住民登録を有する個人また
は市内を納税地とする法人で、１年
以上事業を営んでいる②市税を完納
している
出展期間１１月１４日㈬～１６日㈮
場東京ビッグサイト
募集数４コマ
※応募者多数の場合は抽選を実施し
ます。
申申請書（産業政策課〔市庁舎９階〕
で配布、町田市ホームページでダウ
ンロードも可）に記入し、必要書類を
添えて６月２２日まで（必着）に直接ま
たは郵送で産業政策課へ。
※詳細は、町田市ホームページをご
覧下さい。
問産業政策課☎７２４・３２９６

測量実施のお知らせ
　市では、国土調査法に基づく都市
再生地籍調査事業実施に伴い、測量
を行います。
　測量の際、やむを得ず私有地に立
ち入る場合があります。測量者は、町
田市発行の土地立入証を携帯してい
ますので、不審な時は証票の提示を
お求め下さい。
実施期間６月上旬～２０１９年３月下旬
測量場所大蔵町、鶴川４丁目及び小
野路町の各一部
問道路管理課☎７２４・１１５５

コンビニ証明書自動交付
サ ー ビ ス を 一 時 休 止
　システムメンテナンスのため、
６月１４日㈭は終日コンビニエンス
ストアでの証明書自動交付サービ
スを休止します。
※コンビニ交付の再開は、６月１５
日㈮午前６時３０分からです。
問市民税課☎７２４・２８７４

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 
町田市情報公開・個
人情報保護運営審
議会

６月１１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
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催し・講座催し・講座
家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日①６月１２日㈫午前１０時～正午②７
月５日㈭午後２時～４時
場①藤の台団地北集会所②特別養護
老人ホームコモンズ
内①日頃の介護疲れをリフレッシュ
できる運動と講話②講話「在宅介護
の幅を広げる『訪問看護』という選択
肢」
定各２０人（申し込み順）
申電話で①町田第２高齢者支援セン
ター（☎７２９・０７４７）へ②町田第１高
齢者支援センター（☎７２８・９２１５）
へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
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７月３日㈫、１２日㈭、１７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６月２０日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申６月５日正午～１１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０６０５Ｆ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
町田市で働こう！！
保育のお仕事ひろば

　市内の保育園等で働きたい方向け
に、町田市主催で就職相談会を開催
します。市内３４法人の保育園等採用

担当者に、就職に関する相談ができ
ます。来場者には、オリジナルノベル
ティをプレゼントします（休憩スペ
ースではドリンク・お菓子のサービ
スも有り）。
※事前申込、履歴書は不要です（服装
自由）。
対市内の保育園・幼稚園・認定こども
園等で働きたい方
日６月１０日㈰午後１時～４時
場ベストウェスタンレンブラントホ
テル東京町田・珊瑚の間
市HP 保育のお仕事  検索
問子育て推進課☎７２４・４４６８
福祉講座
高次脳機能障がいとは？

　高次脳機能障がいとは、どんな障
がいか、また、どのような支援が必要
かについて、専門医が分かりやすく
お話しします。
日６月１７日㈰午後２時～４時
場市庁舎
講東京慈恵会医科大学附属第三病院
リハビリテーション科・渡邉修医師
定６０人（申し込み順）
申氏名（ふりがな）・電話番号・車イス
等配慮の必要な方はその旨を明記
し、６月１４日までに電話またはＦＡＸ
でひかり療育園（☎７９４・０７３３返
７９４・０７７２）へ。
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ
公 開 講 座

【町田の歴史～小島為政と石阪昌孝
の明治維新　地域の危機に向かい合
って】
　文明開化期の変化や地域社会と向
き合った小島為政・石阪昌孝という
２つの個性を手掛かりに、明治維新
とは何か、近代とは何かを、自由民権
資料館の学芸員がお話しします。
日７月１０日㈫午後６時３０分～８時３０
分
場生涯学習センター
定１０８人（申し込み順）

申１次受付＝６月１日正午～５日午後
７時にイベシスコード１８０６０６Ｄへ
／２次受付＝６月６日正午～７月１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

健 康 気 象 セ ミ ナ ー
【気象予報士・依田さんに聞く「知っ
て対策！熱中症」】

　テレビ朝日「グッ
ド！モーニング」気
象キャスターとして
おなじみの依田氏
が、近年の気象情報

から見る気候の変化、今夏の傾向､そ
れにより起こりやすい熱中症への対
策を分かりやすく解説します。
※大塚製薬（株）との協定事業による
セミナーです。
日７月９日㈪午後２時～３時３０分
場町田市民フォーラム
講気象予報士・依田司氏
定１７０人（申し込み順）
申６月６日正午～７月４日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１８０６０６Ｃへ。
問健康推進課☎７２４・４２３６
中央図書館
一 日 図 書 館 員

　夏休み期間中に、図書館の仕事を

体験してみませんか。
対市内在住、在学の中学生～大学生
日７月２６日、８月２日、１６日、２３日、
３０日、いずれも木曜日午前８時３０分
～午後４時ごろ（各日とも同一内容）
場中央図書館
内カウンター業務、予約が入った本
を探す、本の装備等
定各３人（初めての方を優先のうえ、
抽選）
申申込書（各市立図書館・町田市民文
学館に有り、町田市立図書館ホーム
ページでダウンロードも可）に記入
し、６月３０日までに直接中央図書館
５階視聴覚資料カウンター、各市立
図書館または町田市民文学館へ。
問中央図書館☎７２８・８２２０

地 域 就 職 面 接 会
対求職者
日・内６月２７日㈬、面接対策セミナー
＝午前１０時～正午、就職面接会＝午
後１時～４時（受付時間＝午後０時３０
分～３時）
※面接会は直接会場へおいで下さ
い。
場町田市文化交流センター
定セミナー＝３０人（申し込み順）
申電話で東京しごとセンター多摩

（☎０４２・３２９・４５２４）へ。
問産業政策課☎７２４・２１２９

日６月８日㈮までの午前８時３０分～
午後５時（土・日曜日を除く、最終日
は午後３時まで）
※６月１日㈮はプレイベントとして
展示のみ行います。
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
【町田市エコキャラクター「ハスの
ん」登場】
日期間中毎日、午前・午後各１回程度
【クイズに挑戦】
　全問正解した方には、ハスのんオ
リジナルグッズを差し上げます（各
日先着１００人）。
【「もったいないことしま川柳」作品
紹介】
　市民の皆さんから寄せられた川柳
の中から、厳選した１００作品を紹介
します。
【剪

せん

定
てい

枝
し

たい肥の販売】
　市内で回収した剪定枝から作った
たい肥を販売します（５ℓ＝５０円、
１０ℓ＝１００円、売り切れ次第終了）。
※手さげ袋等をお持ち下さい。
日期間中毎日、午後１時～４時（最終

日は午後３時まで）
【地球温暖化対策の紹介】
　地球温暖化対策に関する展示と家
庭でできる取り組みを紹介します。
【まちの美化の取り組みの紹介】
　駅周辺での清掃活動をはじめとし
た美化活動の様子を展示します。
【熱回収施設等の整備運営事業の紹介】
　老朽化したごみ処理施設に代わ
る、新たな施設の整備状況について、
ドローンを使った映像紹介や完成模
型の展示をします。
【同時開催～出張リサイクル広場】
日６月４日㈪、５日㈫、午前１０時～午
後３時
場市庁舎正面玄関横
対象品目陶磁器・ガラス食器、フライ
パンなどの家庭金物、ビデオテープ、
廃食用油、ヨーグルトなどの紙容器、
洗剤の計量スプーン、ペットボトル
のふた、パン袋の留め具、インクカー
トリッジ、小型家電
※他にもさまざまなイベントを企画
しています。

　町田市は、南アフリカ共和国のホ
ストタウンです。南アフリカ初の黒
人大統領であり、ノーベル平和賞を
受賞したネルソン・マンデラの生誕
１００周年を記念し、講演会を行いま
す。「神々の花園」に魅せられた写真
家として知られる澤野氏が撮影した
映像とともに、虹の国・南アフリカ共
和国の知られざる魅力をお伝えします。
日６月２４日㈰午後２時～４時
場生涯学習センター
講写真家・澤野新一朗氏

定１５０人（申し込み順）
申１次受付＝６月１日正午～４日午後
７時にイベシスコード１８０６０５Ｃへ
／２次受付＝６月５日正午～２０日に
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
またはイベシスへ。

【出張認知症カフェ（Ｄカフェ）】
 　認知症の方や家族、支援者などが
気軽に集まり、情報交換や交流を行
う場「出張認知症カフェ（Ｄカフェ）」
を開催します（下表参照）。
対認知症の方や家族、支援者等
※飲食代は自己負担です。
※定員を超えた場合、参加できない
場合もあります。
【認知症サポーターステップアップ講座】
対認知症サポーター養成講座を受講

した方
日７月２日㈪午後１時３０分～４時３０分
場健康福祉会館
内認知症の基礎知識、認知症の方と
のコミュニケーションの取り方につ
いて学ぶ
定４５人（申し込み順）
申６月５日正午～２６日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０６０５Ｅへ。

支え合い、安心して暮らせる地域づくり
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

ネルソン・マンデラ生誕１００周年記念講演会

虹の国・南アフリカ共和国
神々の花園～地球上最大の野生の花畑に暮らして

問文化振興課☎７２４・２１８４

６月は環境月間です！エコについて考えよう
環境月間イベントを開催します

問環境政策課☎７２４・４３８６

出張認知症カフェ　市内スターバックスコーヒー各店の開催日（6月）
日　時 会　場 定　員 

（先着順）
6月4日㈪

午前10時～正午

町田金森店（金森3-1-10） 10人
6月7日㈭ ルミネ町田店（原町田6-1-11） 6人
6月11日㈪ 町田東急ツインズ店（原町田6-4-1） 10人
6月15日㈮ 鶴川店（能ヶ谷1-5-1） 10人
6月20日㈬ 町田パリオ店（森野1-15-13） 8人
6月22日㈮ ぽっぽ町田店（原町田4-10-20） 8人
6月27日㈬ 午前9時～11時 多摩境店（小山ヶ丘3-2-8） 15人
6月29日㈮ 午前10時～正午 小田急町田駅店（原町田6-12-20） 8人

ハスのん
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催し・講座催し・講座
生涯学習センターコンサート事業

外道　ロックコンサート
　町田市が急成長を遂げた45年前、
市民をあげてのまつり「２３万人の個
展」に出演した伝説のロックバンド
「外道」のコンサートです。
日７月６日㈮午後６時３０分開演
場生涯学習センター
出演加納秀人（ボーカル・ギター）、そ
うる透（ドラムス）、満園庄太郎（ベー
ス）
定１5８人（申し込み順）
申１次受付＝６月１日正午～６日午後
７時にイベシスコード１８０６０７Ａへ
／２次受付＝６月７日正午～７月１日
にイベントダイヤル（☎７２4・
5６5６）またはイベシスへ。
※附室からの親子鑑賞希望者（８人
まで）は電話でお申し込み下さい。
問同センター☎７２８・００７１
働く人のための

労 働 法 セ ミ ナ ー
【「知っておきたいポイント」と「最新
の労働法制」】
対労働者等
日①７月２4日②７月３１日、いずれも
火曜日午後６時３０分～８時３０分
場八王子労政会館（八王子市）
内①労働法の基本的な枠組み、労働
契約②退職・解雇・雇い止め、最新の
労働法制とその動向
講成蹊大学法学部教授・原昌登氏
定１００人（申し込み順）
申電話またはＦＡＸで東京都労働相
談情報センター八王子事務所（☎
０4２・６4３・０２７８返０4２・６45・
７１８5）へ（ＴＯＫＹＯはたらくネット
ホームページで申し込みも可）。

問産業政策課☎７２4・２１２９
　町田市農業研修事業

夏 野 菜 収 穫 体 験
　市では、農業研修（２年間）の修了
生を対象に、農業経営のノウハウの
習得などを目標にしたフォロー研修
を行っています。
　この研修で育てた夏野菜を収穫し
ませんか。
※新鮮野菜の販売もします。
対市内在住、在勤の方（小学生以下は
保護者同伴）
日７月８日、２２日、いずれも日曜日午
前９時～１１時ごろ（雨天中止）
※重複の申し込みはできません。
場町田市農業研修農場第２圃

ほ

場（小
野路町）
※後日、詳細地図を送付します。
内１口＝トマト３個、ナス5個、ピーマ
ン5個、インゲン２０本（栽培状況によ
り変更になる場合も有り）
定各２０人（申し込み順）
費１口5００円（１人２口まで）
申６月６日正午～２０日にイベントダ
イヤル（☎７２4・5６5６）またはイベ
シスコード１８０６０６Ｂへ。
※希望日・収穫口数・現地への交通手
段（駐車台数に限りあり）を明示して
下さい。
問農業振興課☎７２4・２１６６
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㎝、奥行き３３㎝、高さ
３２㎝、重さ約７㎏）をお持ち帰りいた
だけます。
※過去に同講座を受講した方はご遠
慮下さい。
対市内在住の方
日６月１８日㈪、１９日㈫、午後２時３０
分～4時

場市庁舎
定各１5人（申し込み順）
申６月5日正午～１０日にイベントダ
イヤル（☎７２4・5６5６）またはイベ
シスコード１８０６０5Ｂへ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０5３０
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６月２１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＝「辻由美」
／おはなし＝「青い花」（安房直子
作）、「ものいうなべ」（デンマークの
昔話）、「清兵衛と瓢

ひょう

箪
たん

」（志賀直哉作）
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、６月１日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３4２０）へ。
ＡＳＶペスカドーラ町田～Ｆリーグ 
２０１８－２０１９シーズン

開 幕 し ま す
　６月１７日㈰にＦリーグが開幕しま
す。市のホームタウンチームである
ＡＳＶペスカドーラ町田は、過去２年
間でリーグ準優勝を２回、昨シーズ
ンはホームゲーム１１試合で無敗を
記録し、２年連続でプレーオフファ
イナルに進出しています。今年こそ
初優勝を叶えるべく、市民の皆さん
の熱い応援をお願いします。

【ホームゲーム日程】
日・内プレシーズンマッチ＝６月１０
日㈰午後２時キックオフ（対バルドラ
ール浦安）、Ｆリーグ２０１８−２０１９ホ
ームゲーム＝７月１日㈰午後７時キッ
クオフ（対湘南ベルマーレ）、１３日㈮
午後７時キックオフ（対Ｆリーグ選抜）
場市立総合体育館

※観戦チケットの詳細はＡＳＶペス
カドーラ町田公式ホームページをご
確認下さい。

【ＡＳＶペスカドーラ町田応援ウィー
ク】
　ホーム開幕戦に合わせて実施しま
す。市庁舎１階の職員約4００人が応
援Ｔシャツを着用して勤務し、ＰＲし
ます。
期間６月２5日㈪～２９日㈮

◇
問スポーツ振興課☎７２4・4０３６
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。６月の
特別プログラムは「ビー玉めいろ」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６月１０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
忠生公園

定 例 自 然 観 察 会
【初夏のいきもの】
　谷戸に生息する野草や昆虫を観察
します。ルーペをお持ちの方は持参
して下さい（同公園で貸し出しも
可）。
日６月３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。
問同公園☎７９２・１３２６

●東京都住宅供給公社のお知らせ
　詳細は各募集案内を参照

【①公営住宅入居者募集】
　市営住宅（一般世帯家族向〔２人以
上向＝３戸、３人以上向＝６戸〕、２人
世帯向シルバーピア＝１戸）、都営住
宅地元割当分（一般世帯家族向＝７
戸）申郵送で６月１３日まで（必着）

【②東京都施行型～都民住宅入居者

（配布期間中に限り同公社ホームペ
ージでダウンロードも可）／各施設
で開所日時が異なります問同公社都
営住宅募集センター①☎７１３・
5０９4②☎０３・３4９８・８８９4
●町田消防署のお知らせ

【原町田分駐所が整備されました】
　町田駅周辺の救急要請に対応する
ため、救急隊の待機場所を整備しま
した。名称は「町田消防署原町田分駐
所」です運用時間午前８時３０分～午
後８時３０分（原町田4−２4−６、せり

がや会館内）
【危険物安全週間】
　６月３日～９日は、危険物安全週間
です。ガソリン・消毒用アルコール
等、身の回りには危険物があります。
取り扱いには注意しましょう。また、
セルフ式ガソリンスタンドで給油す
る際は、正しい操作で給油して下さ
い。なお、車両以外への給油は禁止さ
れています

◇
問同消防署☎７９4・０１１９

募集】
　都内に居住等、要件有り。同時期に
募集する市営住宅・都営住宅とは住
宅の種類が異なります申郵送で６月
１4日まで（必着）

◇
募集案内は①６月１１日まで②６月１２
日まで、市庁舎１階総合案内、各市民
センター、町田・南町田・鶴川の各駅
前連絡所、木曽山崎・玉川学園の各コ
ミュニティセンター、同公社町田窓
口センター、都庁等（②のみ）で配布

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

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【栄養講座～暑さに負けな
い身体をつくる！】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日７月９日㈪午前１０時３０分～
１１時３０分定１５人（抽選）申往復ハガ
キ（１人１枚）に、必要事項を明記し、６
月１５日まで（消印有効）に同館へ（同
館ホームページで申し込みも可）
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【脳トレ・軽体操いきいき講
習会】
対市内在住、在勤、在学の４０歳以上
の方日７月１８日～９月１９日の水曜
日、午前１０時３０分～１１時３０分、全

１０回定２０人（抽選）費３４００円申往
復ハガキに必要事項を明記し、６月
３０日まで（消印有効）に同館へ
●市立室内プール☎７９２・
７７６１
【①水中運動教室②はじめ
ての水中エアロ教室】
　当日、直接同プール２階受付へ対
１６歳以上の方日６月７日、１４日、２１
日、２８日、いずれも木曜日①午前１０
時１０分～１１時②午前１１時１０分～
正午定各３０人（先着順）費各５００円
〈お知らせ〉�  
　平成３０年度関東信越地区高等専
門学校体育大会のため、７月１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
【スタート専用コースとして開放】
　高水位時に、５０ｍプールの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
３０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
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
【初心者デジタルカメラ講座】

　デジタルカメラの基本的な使い方
を知って、徒歩で移動しながら撮影す
る講座です対小学生以上のデジタル
カメラをお持ちの方日６月１６日㈯午
前１０時～午後０時３０分、集合は同サ
ロン定１５人（抽選）費１０００円申往復
ハガキに住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・お持ちのカメラの機種名（不明
な場合は未記入でも可）を明記し、６
月１０日まで（必着）に町田市フォトサ
ロンデジタル講座係（〒１９５－００６３、
野津田町３２７２、薬師池公園内）へ
【ボタン・シャクヤク写真展開催】
　公募した町田ぼたん園のボタン・
シャクヤクの写真作品展です日６月
２７日㈬～７月８日㈰場同サロン

情報コーナー
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●ひなた村☎７２２・５７３６
【①ひなた村シアター】
日６月１７日㈰午前１０時３０分～１１時
３０分場ひなた村第１レクルーム内

「ドナルドダックの朝ごはん」「モチ
モチの木」「ムーミン－落ちてきた星
の子－」
【②糸のこ教室】
　初心者の方も歓迎です対市内在
住、在学の小学２年生～１８歳の方（小
学２年生は保護者同伴）日６月２３日
㈯午後２時～４時内電動糸のこ盤を
使って木のおもちゃ作り講町田糸鋸
の会定１０人（申し込み順）費３００円

（糸のこ１台につき）
【③科学クラブ～炎を科学する！ロ
ウソク・花火の色】
対市内在住、在学の小・中学生日７月
１日㈰午前１０時～正午内炎の構造の
説明、炎の色の観察実験等講町田わ
くわく！サイエンス・池田勇五氏定
２０人（申し込み順）費３００円
【④創作童話コンクール作品募集】
対市内在住、在学の小学生～高校生
部門小学校低学年の部、小学校高学
年の部、中学・高校の部作品４００字詰
め原稿用紙（Ｂ４縦書き）８枚以内（表
紙別）、オリジナル作品に限る／作品
は返却しません。なお、作品の著作権
は町田市に帰属します審査員映画作
家・大林宣彦氏、映像作家・小林はく
どう氏表彰部門ごとに町田市長賞１

●生涯学習センター☎７２８・００７１
【音であそぼう～くるくるロケット】
　わらべ歌や手遊び、リズムや楽器
を使った遊びを先輩ママ達が紹介し
ます。おうち遊びのヒントがもらえ
ます対市内在住の０～１歳児（２歳に
なった月の月末まで）とその保護者
日６月２８日㈭午前１０時３０分～１１時
２０分場同センター定１０組（申し込
み順）申６月１日午前９時から電話で
同センターへ

編、教育長賞１編、審査員特別賞１編、
ひなた村賞５編／表彰式・発表会は
２０１９年２月３日に行う予定です

◇
申①直接会場へ②③６月１日午前１０
時から電話でひなた村へ④規定の応
募用紙（ひなた村、各学校、町田市民
文学館、各市立図書館、市庁舎２階キ
ッズコーナーに有り）に必要事項を
記入し、作品に題名・ページ・氏名を
明記し、作品２部（コピー可）を９月８
日まで（必着）に郵送でひなた村（〒
１９４－００３２、本町田２８６３）へ／②
のみ６月１６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
●農業振興課☎７２４・２１６４、（特）ま
ちだ結の里事務局☎０９０・２２２５・
５４４４
【親子で田植え体験】
　緑豊かな小野路町の奈良ばい谷戸
で、田植えを体験してみませんか／
着替えをお持ちのうえ、汚れてもよ
い服装でおいで下さい対小学３年生
以上の子どもとその保護者日６月１６
日㈯午前１０時～午後３時、集合は里
山保全活動事務所（下小山田町）定
１０家族（申し込み順）費１家族１０００
円（体験費用、保険等）申６月５日正午
～７日にイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
１８０６０５Ａへ

●スポーツ振興課☎７２４・４０３６
【スポーツにチャレンジ！】
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（小学１～３年生は保護者同伴）
日７月７日㈯午後０時３０分～２時３０
分場サン町田旭体育館内トランポリ
ンを中心に複合種目を実施講町田市
スポーツ推進委員定６０人（申し込み
順）費１人２００円（保護者も参加費が
必要）申６月６日正午～１５日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）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。
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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

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

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 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１
２日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

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 園田クリニック ☎７３９・７３２２ 南成瀬１-８-２１
内科 しあわせ野医院 ☎７３９・０４７７ 成瀬台２-４０-１
内科 河辺内科医院 ☎０４４・３２８・５１４３ 三輪町１６８-１

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

４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
５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
６日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 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 ふれあい町田ホスピタル ☎７９８・１１２１ 小山ヶ丘１-３-８
８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
９日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

１０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 なるせクリニック ☎７２１・６６８６ 西成瀬１-５７-１７
内科 伊藤診療所 ☎７３５・０１６６ 鶴川４-３５-２
内科 ただお整形外科・内科 ☎７９３・０２０１ 忠生２-２８-５

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

１１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
１２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
１３日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
１４日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

暮らしに関する相談
　予約制の相談は、電話で①～⑧市民相談室（☎７２４・２１０２）⑨八王子少年センター（☎
０４２・６７９・１０８２）へ対①③～⑪市内在住の方⑫市内在住、在勤、在学の女性

名　称 日　程 予約方法／相談時間
①法律相談 月～金曜日 前週の金曜日から電話で予約
②交通事故相談 １３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）１日、８日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 ５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 １２日㈫
⑥登記相談 ７日㈭
⑦行政手続相談 １４日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 ６日㈬
⑨少年相談 １２日㈫ 事前に電話で八王子少年センターへ／午前９時～午後４時
⑩国の行政相談 ５日㈫ 直接市民相談室（市庁舎１階）へ/午後１時３０分～４時⑪建築・耐震相談 ６日㈬
⑫電話による女性悩
みごと相談（家庭、人間
関係、女性への暴力等）

月～土曜日
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎７２１・
４８４２）へ/午前９時３０分～午後４時（水曜日のみ午後１
時～８時〔第３水曜日は除く〕）※法律相談有り＝要予約

各種相談別冊タウンページ　町田市わたしの便利帳７～１１ページを参照

市HP 暮らしに関する相談 検索

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時～
午後5時）、10日＝稲垣耳鼻咽喉科医院
（☎722・3115、原町田6-22-15）
●休日眼科急患診療（午前10時30分～
午後5時）、3日、10日＝氏川眼科医院（☎
720・0530、原町田6-1-11）
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広　　告

　関根さんは、中学校から陸上を始め、
高校３年生の時に高校駅伝で優勝。そ
の後も全国都道府県対抗女子駅伝大会
に出場し、区間賞を受賞。２０１５年には
１００００ｍのアンダー２０で世界ランキ
ング１位になり、２０１６リオデジャネイ
ロオリンピックに１００００ｍ日本代表
として出場しました。
　今回は、初のマラソン挑戦ながら、日
本人最高位の第３位となりました。

　その報告のため市役所を訪れた関根
さんは、「順位よりもタイムを意識して
走りました。最後まで自分のペースを
守ることができたと思います」と大会
を振り返りました。
　また、「今大会で外国人選手との力の
差を感じました。ＭＧＣまで十分に時
間があるので、スピードに磨きをかけ、
レースでの経験を積んでいきたいで
す」と力強く話されました。

　市は、５月１５日にインドネシア共和国スラカルタ市で、インド
ネシアパラリンピック委員会とパラバドミントン代表チーム事
前キャンプの開催について覚書を締結しました。
　インドネシア共和国は、東京２０２０パラリンピック競技大会
でのメダル獲得が期待される、世界有数のパラバドミントン強
豪国です。また、パラバドミントン代表チームは、２０１７年と
２０１８年に、市立総合体育館で日本代表との合同合宿を開催し
ており、町田市とつながりが深いチームです。
　今後、市では、さまざまな機会を通じて同国との交流を深め、
選手団の応援や大会の盛り上げに取り組みます。

　市では、多摩都市モノレールの多摩センター
駅から町田方面への延伸の早期実現に向けて、
各種の取り組みを行っています。
　２０１３年２月には、市内関係団体とともに「多
摩都市モノレール町田方面延伸促進協議会」を
設立し、これまで関係機関への要望活動やギネ
ス世界記録挑戦イベントなど気運醸成活動を行
ってきました。
　活動にあたっては市民の皆さんに多大なご協
力をいただき、おかげさまで本延伸線は、２０１６
年４月に国土交通省の交通政策審議会がまとめ
た答申において、『「東京圏の都市鉄道が目指す
べき姿」を実現する上で意義のあるプロジェク

ト』とされ、事業化に向けて大きく前進しました。
　このたび、協議会では今後の活動やまちづく
りに必要な取り組みについて、皆さんとともに
考えるシンポジウムを開催します。
日６月２５日㈪午後３時～５時
場町田市民フォーラム
内基調講演、パネルディスカッション
講明星大学理工学部環境科学系教授・西浦定継氏
定１００人（申し込み順）
申６月５日正午～１８日にイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード１８０６０５Ｄ
へ。

　２０１７年度施工町田市優秀工事賞の表彰式を、５月
２２日に行いました。
　この賞は、市の発注工事の中で、工事成績が特に優秀
で他の模範となる工事を「公共工事の品質向上に貢献し
た工事」と位置付け、その施工者を表彰するものです。
　表彰式では、表彰の
基準を満たした成瀬台
中学校建築工事（トイ
レ改修）の施工者であ
る（株）イワヲ建設に、
市長から賞状が授与さ
れました。

　金森あんしん相談室は、６月から成瀬駅前に移転し、
「成瀬が丘あんしん相談室」に名称が変わります。電話
番号は今までと変わりません。
※成瀬が丘あんしん相談室は、金森・金森東・南成瀬・成
瀬が丘・原町田の一部にお住まいの高齢者の相談窓口
です。
移転日６月１日
移転先成瀬が丘２－２３－４　ベルハイツ成瀬１階

町田市表彰式

町田市名誉市民に荒谷俊治さん
問秘書課☎７２４・２１００

　５月１２日に開催した町田市表彰式
にて、指揮者の荒

あら

谷
たに

俊
しゅん

治
じ

さんに町田市
名誉市民の称号を贈りました。
　名誉市民とは、町田市民または市
に縁故が深く、その功績が顕著で市
民の尊敬に値する方に贈られる称号
です。
　荒谷さんは、１９３０年広島県東広島
市に生まれ、１９７２年から町田市に
住み、日本を代表する指揮者として、
活躍されています。日本指揮者協会
会員の中でも最長老指揮者で、２００３
年２月から２０１２年５月まで、同協会
の第４代会長を務められました。
　国内はもとより、海外でもオーケ
ストラ、合唱、バレエなど大規模音楽
舞台芸術の分野で活躍を続けるとと

もに、町田フィルハーモニー交響楽
団・合唱団の音楽監督・指揮者を務
め、市内外の音楽家の指導・育成、地
域音楽文化の発展に多大な貢献をさ
れました。また、鶴間小学校など町田
市立小学校の校歌を数多く作曲され
ています。
　荒谷さんは、挨拶で「素晴らしい表
彰をいただき、自分自身が驚いてい
ます。この表彰を傷つけることがな
いよう心に銘じて、いい人間、音楽家
でありたいと思います」と喜びを述
べられました。
　荒谷さんの名誉市民の顕彰は、版
画家の畦地梅太郎さん、文筆家の白
洲正子さん、造形美術家の三橋國民
さんに次いで、４人目となります。

町田市出身の関根花観選手
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

　３月１１日に開催された名古屋ウィメンズマ
ラソン２０１８で、町田市出身の関

せき

根
ね

花
はな

観
み

選手
が日本選手トップの３位、初マラソン日本歴

代４位となる好
記録を収めら
れ、２０２０年東
京オリンピック
代表選考に向け
たマラソングラ
ンドチャンピオ
ンシップ（ＭＧ
Ｃ）の出場権を
獲得しました。

東京２０２０パラリンピック競技大会
町田市がインドネシアパラバドミントン代表チームの
キャンプ地に！ 問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎７２４・４４４２

町田市優秀工事賞の表彰を
行いました 問工事品質課☎７２４・２８８４

参加者募集  
多摩都市モノレール町田方面延伸促進協議会シンポジウム

問多摩都市モノレール推進室☎７２４・４０７７

● ● ● 　高齢者の相談窓口　 ● ● ●

金森あんしん相談室が　　
　　成瀬が丘に移転します

問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

名古屋ウィメンズマラソン２０１８で３位

会長（左）と山田副市長
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