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●将来を担う人が育つまちをつくる
●安心して生活できるまちをつくる
●賑わいのあるまちをつくる
●暮らしやすいまちをつくる
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「まちなかシネマ」
午後７時から

夏祭り× ８月３１日㈮　町田ターミナルプラザ市民広場

《屋外大型スクリーンで
「パディントン」を上映！》
　真っ赤な帽子をかぶった
小さな熊・パディントンの
初めての都会暮らしを描い
たファミリー向け映画「パディントン（２０１６年公開）」を上映します。
　また、市民広場に隣接のターミナルエイトの各店で、会場の休憩スペースで
も飲食できるテイクアウトメニューを用意しています。おいしく食べて、飲ん
で、夏祭りや映画をお楽しみ下さい。
※詳細は町田市ホームページをご覧下さい。
市HP 夏祭り×まちなかシネマ  検索
※都合により、内容が変更になる場合があります。
※「まちなかシネマ」はふるさと納税を活用して実施しています。

９月８日㈯、９日㈰　ＪＲ横浜線町田駅前原町田大通り周辺

問フェスタまちだ２０１８実行委員会☎７２６・８８５２、町田市産業政策課☎７２４・３２９６
　今年も秋のお祭りシーズンの先陣を切って、「フェスタ
まちだ」を開催します。
　「エイサー祭り」とも呼ばれる２日間のお祭りでは、９月
８日㈯に、エイサーの演舞を行いながら町田駅周辺を練り
歩く「道ジュネー」が行われます。９日㈰には、地元・町田や
各地域から集まる総勢２０のエイサー団体が原町田大通り
で、ダイナミックで迫力のある演舞を披露します。

　会場では、飲食・物販の模擬店や、東日本大震災復興支
援のための東北物産展、沖縄ミュージックライブ等沖縄
関連のアトラクションが楽しめます。また今年は、来年開
催されるラグビーワールドカップをより多くの方に知っ
ていただくため、ラグビー体験ができるＰＲブースも登場
する予定です。
　今年も「フェスタまちだ」を楽しみ尽くしましょう！

《会場別プログラム（予定）》
日　程 開催時間 会　場 内　容

８日㈯

午前１１時～午後５時 ぽっぽ町田 東北支援ブース（模擬店）

午後１時～３時 町田ターミナル
プラザ市民広場 エイサー演舞

午後３時～５時 会場全域 道ジュネー（エイサー練り歩き）

９日㈰

午前１１時３０分～午後６時
原町田大通り

（東急会場、レミィ
会場、浄運寺会場）

開会式、エイサー演舞、東北支援ブース、模擬店、
ラグビーワールドカップＰＲブース

午前１１時３０分～午後５時 カリヨン広場 エイサー演舞
正午～午後１時、午後３時～４時 町田ターミナル

プラザ市民広場
エイサー演舞

午後１時～３時 沖縄舞踊
正午～午後５時 ぽっぽ町田 沖縄ミュージックライブなど

※雨天実施です。
※プログラムの内容、時間は変更になる場合があります。あらかじめご了承下さい。
※原町田大通りは、９日㈰午前１０時～午後７時の間、交通規制により車両の通行ができません。

★詳細はフェスタまちだ２０１８実行委員会ホームページをご覧下さい。 フェスタまちだ２０１８ 検索
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「夏祭り」　午後２時～６時
《お絵かきウォールであそぼう！（午後
３時から、午後４時からの２回開催）》
　市民広場常設のおおきなかべで、町
田地域子育て相談センターの保育士と
一緒に絵描き歌などで遊びましょう。
親子で楽しめます。

《紙芝居・駄菓子コーナー》
　数々のイベントで子どもから大人ま
で世代を超えて大人気の紙芝居師・さ
るびあ亭かーこさんが、「ちびヒロ」で
紙芝居の口演を行いま
す。紙芝居の前後には
さるびあ亭かーこさん
による駄菓子やグッズ
の手売りもあります。

《子どもセンターまあちの工作教室》
○「くるくる万華鏡」を作
ろう！＝幼児・小学生向
け
○「風船うちわ」を作ろう！
＝乳幼児向け

《ゲームコーナー》
○的入れボールゲーム
　色々な大きさの穴に向かってボー
ルを投げて遊びます。ねらいを定め
て高得点を目指そう！
○空き缶積みゲーム
　３０秒で空き缶をどれだけ高く積
めるか競争します。ゲームに挑戦し
て最高記録を目指そう！

　まちなかで大人も子どもも楽しく過ごせる時間、ホッとくつろげる空間が出現します。
８月の「まちなかシネマ」は時間を拡大し、「夏祭り×まちなかシネマ」としてバージョン
アップ。裸足で遊べる芝生広場「ちびヒロ」を利用した特設コーナーもあります。夏の最後
の思い出づくりに、家族そろって駅前のホッとイベントに出かけませんか。　

第３２回フェスタまちだ２０１８

まだまだ

町田の夏は
熱い！

東京２０２０

応援プログ
ラム

３６０度まちだの魅力、発信中。
　市では、まちなかのホッとイベントや、町田の元気なものづくり事業者へのトライアル発注認定制度など、町田の魅力創出や発信を行っています。
今回は、駅周辺で開催される２つの大きなお祭りと、２０１８年度の新しいトライアル発注認定商品をご紹介します。� 問産業政策課☎７２４・３２９６



キラリと光る ユニークな商品が勢ぞろい！
2018年度町田市トライアル発注認定商品が決定2018年度町田市トライアル発注認定商品が決定
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問産業政策課☎７２４・３２９６
　　皆さんは、「町田市トライアル発注認定制度」をご存じですか。
　この制度は、

　市内事業者が開発する　新規性の高い　優れた商品　
　を認定することで、商品の普及を支援し、信用力を高めるものです。一定
の基準を満たした商品及び開発事業者を２０１３年度から認定しています。
　２０１８年度は、書類審査及び専門家による意見聴取の結果、９商品（６事業
者）を認定しました。今回の認定商品を含めて、これまでに２７事業者３３商
品が認定を受けています。

　これまでに認定した商品は、認定商品カタログの作成や配布、町田市ホー
ムページでの紹介、各種イベントブースでのＰＲ等を通じて販路開拓の支援
を行います。また、「町田市名産品」や「まち☆ベジ」と併せて「まちだイチオ
シ」商品として、市内外に広くＰＲします。
○２０１８年度認定期間　８月１日～２０２１年３月３１日
○認定要件　販売を開始した日から５年以内で、次の要件を満たす商品
　①既存商品とは著しく異なり、優れた使用価値を有する
　②技術の高度化、経営能率の向上、市民生活の利便の増進に寄与する
　③生産・販売の方法や資金調達の方法などが適切である

　トランシーバーに接続して使用するオープ
ンイヤホンです。指向性を持たせたスピーカ
ーを耳全体に向け、耳の奥の鼓膜だけでなく、
耳介に共鳴させて音を聞くことができます。
また、直接耳に入れないため、衛生面の維持や
難聴防止にもつながります。

耳に直接入れない！�
トランシーバー専用オープンイヤホン （株式会社オンザウェイ☎7２２・36１１）

　ソーラー充電可能なＬＥＤライト付きのマルチボトルです。防水性が
高く、照明としてだけでなく、小物の収納としても使えます。シリコン
素材で小さく折りたたむことができ、旅行や災害時の持ち運びにも便
利です。好みに合わせておしゃれなアイコンをプリントできます。

使い方いろいろ広がる！�
ＳＯＬＲ　ＬＡＮＴＥＲＮ （株式会社ＴＲＹＬ☎7０6・99０5）

低コストで小ロット生産にも対応 �
Ｎｅａｒ-ｌｉｎｅ ＡＴＢ （グラドコジャパン株式会社☎０3・57８3・7１33）

　独立型の自動テープ製本機で、プリン
ターで出力した用紙束を装置内に積載
し、あとは操作パネルから指一本で複数
冊の高品位なテープ製本が可能です。
　また、ニアライン化により、メインシス
テムとの並行作業が可能になり、システ
ムの生産性や作業効率の向上を図ること
ができます。

　床で、埋め込みの深さが十分に確保できな
い場所でも設置可能な薄型フロアコンセント
です。プレートのふたが収納でき、ふた紛失の
心配がありません。
　また、プレートの厚さを２ｍｍにすること
で床との段差を減らし、つまずき等に配慮し
た足元にやさしい製品です。

薄型で足元にも優しい �
低床用フロアコンセントＬＳＦシリーズ 

　接続された機器（各社タブレット端末
等）を瞬時に識別して急速充電ができま
す。既設のコンセントから追加の配線工
事が不要で置き換え可能です。
　ＵＳＢコンセントは世界共通規格であ
り、空港、ホテル、カフェなどの商業施設
やオフィスにも最適です。

住宅、ホテル、カフェ、オフィスで便利！�
埋込ＵＳＢ＋ＡＣ給電用コンセント

　プラグを収納したままコードを引き出せ、使用時
でも凹凸が少なく、美観と安全性を考慮した製品で
す。また、電源プラグ収納タイプとしては埋め込みの
深さが最も浅く、広範囲に使用できます。

段差が少なく足元に優しい �
プラグ収納コンセントＬＣＲシリーズ

　住宅やオフィス等のコンセント、
スイッチに取り付けて施錠する防犯
用カバーです。
　公共・商業施設等のコンセントか
らの盗電やいたずらを防ぎます。ま
た、電源プラグのほこりの堆積や水
のはねかかりによる漏電やトラッキ
ング（発火）現象も防止します。屋外
用やトイレ用など、用途に応じて豊
富なシリーズをそろえています。

ストップ！盗電・いたずら �
まもれーるシリーズ

手軽に工作の楽しさを！�
ＰＯＳＴＣＡＲＤ ＴＯＹ ｓｅｒｉｅｓ （ｔｏｙ－ｓｐｉｃｅ！☎０9０・6536・２574）

　はがきサイズの台紙とその他必要な材料がセットになった簡単・シ
ンプルな「遊べる」工作おもちゃキットです。日頃から使用する道具（は
さみ、セロハンテープ等）があればすぐに作ることができ、未就学児～
小学生のお子さんが手軽に「自分で遊び道具を作る」ことを体験できま
す。

認知機能の改善トレーニングソフト �
脳バランサーキッズ （レデックス株式会社☎０4２・799・０２69）

　認知機能の改善につながるトレーニング用の
ソフトウェアです。放課後デイサービスの施設
等で導入されています。
　ゲーム形式で「注意力」「言語力」「空間認識力」
の３つの力をトレーニングすることができ、１回
あたり１０分程度の使用で、認知機能のデータを
測定・記録します。現在の状態や結果の推移を把

握でき、より簡単に質の高い子どもの発達支援が実現できます。

今年度の認定商品はこちら

顧客のニーズをもとに新提案（株式会社寺田電機製作所☎795・１6１２）
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