
問 文化振興課 ☎724・2184

　２年後に迫った東京２０２０オリンピック・パラリンピック。スポーツとともに、文化芸術でも魅力を発信し盛り上げま
す。市は、町田から自分たちの文化芸術活動で魅力を発信したいと考えている方を「町田市文化プログラム」で応援しま
す。東京２０２０オリンピック・パラリンピックを契機に、スポーツも文化も盛んな活気ある豊かなまちを目指します。

３人の皆さんへのインタビューの続きは２面へ。

海外の様に生の芸術に触れる文化が、
日本でも浸透することを夢みています。
劇場に足を運ぶ方が増えたら嬉しい。

身体や道具を使う、モノづくりを通して
コミュニケーション能力を育むことができる

癒やしの場を作りたい。

誰もが手づくりを通して、仲間づくりや
仕事づくりができる、「文化発信ライフスタイル」

みたいなものが生まれるといいな。

ミュージカル俳優　Bobuさん

絵画造形アトリエ・アルケミスト主宰　羽田 由樹子さん

てしごと町田・代表　細井 丈友さん

ミュージカルをより身近に楽しんでいただけるよう
、施設や地域イベ

ントで「出張ミュージカルコンサート・ワークショッ
プ」を開催。また、

まほろ座MACHIDAと共にオリジナルミュージカ
ルを企画・上演。

玉川学園で１８年前から造形アトリエを運営。アート
を通して感覚を働かせること

をテーマにしたワークショップ等も開催。

楽しい！と思ったものを手づくりして手仕事マルシ
ェに出店。町田のいろいろな

ところで、いろいろなテーマで発表する大規模な手
仕事マルシェの開催を構想中。

はぐくむ夢

みせる夢

つなぐ夢
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人口と世帯（外国人含む） 2018年9月1日現在人口 ： 428,761人（ 男：210,060人・女：218,701人）（前月より3人増） ／ 世帯 ： 195,409世帯（前月より103世帯増）
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町田市文化プログラムには、次の２つの種類があります。

応援メニュー
　市民の皆さんが主体となって実施する提案型事業は、「まちだ○

まる

ごと大作戦18-20」にエントリーし、認定
可否の判定を受けます。提案内容が認定されると、市とまちだ○ごと大作戦実行委員会による、事業実現のた
めの応援メニューを利用できます。
⃝�町田市ホームページで事業紹介
⃝�ポスター、チラシ等での「町田市文化プログラム」の名称使用
⃝�まちだ○ごと大作戦実行委員会ホームページで事業紹介、プレスリリース等
⃝�協力者やボランティア等の募集・紹介、アドバイザーの派遣等
⃝�活動場所の紹介・提供、新しい人との出会い・仲間づくりにつながる機会の提供等
⃝�資金の一部助成やクラウドファンディングによる資金調達の場合の手数料負担

参加しませんか？文化プログラム

町田市文化プログラムって何ですか？
　まずは提案内容を文化振興課（☎７2４・218４）
にご相談下さい。「まちだ○ごと大作戦18-20」へ
のエントリー方法等についてもご相談に乗ります。

「まちだ○
まる

ごと大作戦18-20」とは？
　市民の皆さんが自ら「やってみたい」と考えてい
る夢（＝提案）の実現を目指す取り組みです。
　新しい出会いやつながりから、みんなで夢をか
たちにし、次の世代に引き継がれる新しい価値を
作り上げます。

〈市民提案型事業の文化プログラム〉
11月18日㈰まで＠町田パリオ（森野）
　「パリコレッ！芸術祭２０１８」
　さまざまな芸術分野で活躍する方々の祭典です。
〈市が主催する文化プログラム〉
11月3日㈷＠生涯学習センター
　小学生向け水彩画ワークショップ「秋を描こう！」
町田市を中心に活動する画家・林絵美氏による
ワークショップです（11面参照）。

⃝町田市にかかわる歴史と生活
⃝文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踏、メディア芸術、伝統芸能、芸能等
⃝�ストリートカルチャー（ダンス、パフォーマンス、大道芸、パレード等）、コミュニティアート等

対象となる文化芸術の範囲
①市民の皆さんが主体となって実施する提案型事業　②市が主催する事業

町田市文化プログラムの要素
　町田市文化プログラムは、新たに行う事業と、今まで行っていた活動に新しく発展的な取り組みを加えた
事業が対象です。そして、次の町田市文化プログラムの要素が1つ以上含まれていることが必要です。
⃝文化の概念を広げる…新たなジャンルに挑戦・つながること
⃝感性を育てる…子どもたちの創造性を育むこと、若手アーティストを育てること
⃝人とつながる…新たなつながりが次の創造を産むこと
⃝地域の課題を解決…文化のチカラで地域の課題を解決すること
⃝町田発の文化を発信…身近な文化や町田発の新たな文化を発信すること
⃝海外との交流…海外との交流のきっかけとなること
⃝多様な人々の交流…とにかくいろいろな人々が交流する機会となること

まちだ○ごと大作戦１８-２０ 検索

　「まちだ○ごと大作戦１８-２０」の詳細は同実行
委員会ホームページでご覧いただけます。

あなたも夢をかたちにしてみませんか
まずはご相談下さい

現在の活動拠点である大谷農園の大谷さん
（右）と夢を語る

里山でのマルシェで甘酒やナンドッ
グを販売

まほろ座でのミュージカルのワンシーン
2017年12月に開催したまちカフェ
での「地産地SHOWコンサート」

森の中で感覚を研ぎ澄ま
そうー音と視覚・触覚の
ワークショップ

は
ぐ
く
む

み
せ
る

私たちの　をたくさんの方と共有したい私たちの　をたくさんの方と共有したい

まちのさまざまな活動を「制作」でお
手伝い

つ
な
ぐ

　ミュージカルやその音楽は、国や年齢を超えて心を通わせ育むツール
の一つです。人の力や感情が生み出す“生のライブ感”に価値を見出せる
街にしていきたい。
　劇場で時間を忘れるほど楽しんだり、その場にいる人たちと感動を共
有することは、日常で人とどう生きていくのかに通ずることです。SNS
だけでの会話ではなく…ゲーム機をいじるのではなく…。ミュージカル
は、人との直接的な関わりやつながりに価値があることを伝えてくれる
と信じています。舞台は一人では作れません。役者・スタッフ・�お客様と
たくさんの人が関わり紡ぎ出すものです。ワークショップやライブをき
っかけに、劇場に足を運び実感して下さる方が増えれば、きっとそこに価
値を感じる人の輪も広がっていくことと思います。

　制作は、互いに影響し合いながら自分をゆっくりと紡ぐ作業でもあります。その
時間を通じて自分も他者も活かせるコミュニケーション能力を育む場を提供した
いです。実際に手を動かし、トライ&エラーを積み重ねることは「知っているだけ」
の知識とは異なる、その人に根づいた力となります。それは本当の意味での「共生し
ながら協働する社会」の基礎にもなると思います。
　「つくる」だけに限らず、興味のあること、好きなことを真ん中にして人が集えば、
そこに憩えて学べる場ができると思います。町田にそのような場がたくさんあれば
いいなと考えて、アトリエの活動を軸とした、新たな取り組みで文化プログラムに
エントリーする予定です。

　文化プログラムにエントリーしたきっかけは、町田に越してきた
けれど友達も居ない、とおっしゃる方にお会いしたこと。手づくりっ
て誰でもできる。機会や場があれば自分の好きな手づくりを通した、
仲間づくり・仕事づくりができるのではないかと思ったんです。手づ
くりの先に、自給自足の考え方が生まれ、買うばかりの「消費」の考え
方が変わってくると思います。そこを目指すのが手仕事マルシェ。
　手仕事マルシェが市内のあちこちで開催され、多くの人がつなが
り、皆で町田を知り考える場になったら嬉しいです。次世代に地域文
化を継承する手伝いになったらと思います。

ミュージカルで感動を共有したい

アートの力で学び合いを共有したい

手仕事で人と人をつなぎたい
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募　集募　集
町田市学童保育クラブ
臨 時 職 員
　各学童保育クラブに在籍する児童
（障がい児を含む）の保育及び介助の
仕事です。
勤務日月～土曜日で指定する日（週
最大５日勤務）
勤務時間午前８時～午後７時のうち
シフト表で定めた時間（最大５時間）
勤務場所中央学童保育クラブ（中
町）、相原たけの子学童保育クラブ
（相原町）
募集人員若干名
報酬時給９９０円（別途交通費支給）
※幼稚園・小学校・中学校・高等学校
の教員免許、保育士資格（都道府県知
事の登録が必要）のいずれかをお持
ちの方は１１１０円です。
選考書類審査、面接
申事前連絡のうえ、履歴書（写真貼付
・志望動機明記）及び資格証明書の
写しを、直接または郵送で児童青少

年課（市庁舎２階、〒１９４－８５２０、森
野２－２－２２）へ。
問児童青少年課☎７２４・２１８２

お知らせお知らせ
募集します
技能功労者・永年勤続従業員
　市と町田商工会議所では、技能功
労者と永年勤続従業員を表彰してい
ます。推薦する場合は、推薦基準を確
認のうえ、１１月３０日㈮までに推薦
書を産業政策課（市庁舎９階）、また
は町田商工会議所へ提出して下さい
（推薦書は両提出場所に有り、町田市
ホームページでダウンロードも可）。
※２０１９年２月１３日㈬に町田市文化
交流センターで表彰式を行う予定で
す。
【技能功労者の推薦基準】
対主として、市内で技能的職業に従
事し、市内に引き続き５年以上居住
している、経験年数２５年以上、年齢
が５０歳（２０１８年１０月１日現在）以上
で、優れた技能を持ち、徳行が著し

く、後進の模範となっている方
※過去に同一の表彰を受けた方は対
象外です。
【永年勤続従業員の推薦基準】
対市内の同一の中小企業に勤務し、
勤続年数が①１０年以上②２０年以上
③満３０年（いずれも２０１８年４月１日
現在）の方
※過去に同一年の表彰を受けた方は
対象外です。
問産業政策課☎７２４・２１２９、町田商
工会議所☎７２２・５９５７
ご意見を募集します
町田市教育に関する総合
的な施策の大綱（素案）
　市では、２０１５年に教育、学術及び
文化の振興に関する総合的な施策の
目標となる方針として、「町田市教育
に関する総合的な施策の大綱」を策
定しました。
　その後の社会変化等に対応した、
新たな方針を策定する必要があるた
め、２０１９年度～２０２３年度を計画期
間とする「町田市教育に関する総合
的な施策の大綱」を策定します。
資料の閲覧・配布企画政策課（市庁舎
４階）、市政情報課・広聴課（市庁舎１
階）、男女平等推進センター（町田市
民フォーラム３階）、教育センター、
生涯学習センター、各市民センター、

木曽山崎・玉川学園の各コミュニテ
ィセンター、町田・南町田・鶴川の各
駅前連絡所、各市立図書館、町田市民
文学館（町田市ホームページでダウ
ンロードも可）
※各窓口で開所日時が異なります。
提出方法資料に添付の記入用紙また
は書面に「町田市教育に関する総合
的な施策の大綱」と書き、住所・氏名
・電話番号を明記し、１０月３１日まで
（消印有効）に直接、郵送、ＦＡＸまた
はＥメールで企画政策課（市庁舎４
階、〒１９４－８５２０、森野２－２－２２、
☎７２４・２１０３返０５０・３０８５・３０８２
遍ｍｃｉｔｙ３７２０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋ
ｙｏ．ｊｐ）へ（資料を配布している窓口
へ直接提出も可）
※郵送の場合は配布資料に添付の専
用封筒（料金受取人払郵便）をご利用
いただけます。
【注意事項】
○電話、窓口での口頭によるご意見
は、お受けできません。
○ご意見への個別回答は行いません。
○公序良俗に反するもの、特定の団
体・個人等に対する誹謗中傷が含ま
れるものは無効とします。
○寄せられたご意見の概要及び市の
考え方は、個人情報を除き、２０１９年
１月ごろに公表します。

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

町田市教育委員会定例会 １０月５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

町田市都市計画審議会 １０月１２日㈮午
前１０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

町田市情報公開・個人情報
保護運営審議会

１０月１５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

町田市指定管理者管理運営
状況評価委員会（対象施設
＝藤の台学童保育クラブ、南
第一さくら学童保育クラブ、
みわっこ学童保育クラブ）

１１月５日 ㈪ 午
後１時から

市 庁 舎５階
会議室５－３

４人
（申し込み順）

事前に電話で総務課
（☎７２４・２１０８）へ

パブリック
コメント
予　告

　１０月１５日から下記のパブリックコメント（意見公募）の実
施を予定しています。

市では、条例・計画などの策定を進めるに
あたり、市民の皆さんにご意見を伺います

案件名 （仮称）町田市産業振興計画１９－２８（素案）
募集期間 １０月１５日～１１月１５日

案の公表
方法

・本紙１０月１５日号に概要を掲載
〈１０月１５日以降〉
・町田市ホームページに詳細を掲載
・市役所、各市民センター、各市立図書館等で資料の閲覧、配布
※各窓口で開所日・時間が異なります。

意見等の
提出方法

・郵便　・ＦＡＸ　・Ｅメール
・産業政策課（市庁舎９階）ほか、指定の窓口への提出

担当課 産業政策課☎７２４・２１２９

町田市職員採用試験情報

職　　種 募集人員 日程等 採用日
（予定）

一般事務（高卒程度）

いずれも
若干名

○電子申請受付期間
１０月２日㈫午前１０時～１２日㈮
午後４時

○１次試験日　１１月４日㈰ ２０１９年
４月１日

土木技術（大卒程度）
土木技術（社会人経験者対象）
栄養士
保健師
保健師（社会人経験者対象）

身体障がい者対象一般事務
（高卒程度）

○郵送受付期間
１０月２日㈫～１１日㈭

※締切日の消印有効です。

○１次試験日　１１月４日㈰身体障がい者対象一般事務

※受験資格、申込方法等試験の詳細は「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。

問職員課
☎７２４・２５１8

パブリック
コメント
概　要

皆さんのご意見をお寄せ下さい
町田市教育プラン２０１９－２０２３（原案）

問教育総務課☎724・2172
　市教育委員会では、２０１４年に教育振興基本計画である「町田市教育プ
ラン」を策定し、教育施策を進めてきました。
　この間、情報化の進展に伴う産業構造・ライフスタイル等の社会的な変
化やグローバル化が予測を超えて進み、それに伴って教育をめぐる環境
は複雑化・多様化しています。
　そこで、このような状況を踏まえ、市の教育施策を更に充実させていく
ため、「町田市教育プラン２０１９－２０２３」を策定します。
【概要】
○計画期間　２０１９年度～２０２３年度
○教育目標
・夢や志をもち、未来を切り拓く町田っ子を育てる
・生涯にわたって自ら学び、互いに支え合うことができる地域社会を築
く
○基本方針
Ⅰ　学ぶ意欲を育て「生きる力」を伸ばす／Ⅱ　充実した教育環境を整備
する／Ⅲ　家庭・地域の教育力を向上させる／Ⅳ　生涯にわたる学習を
支援する
○計画の構成
　教育目標と基本方針を受けて、それを実現するための１４の施策と課題
解決に向けて重点的に取り組む４３の重点事業で計画を構成しています。
○募集期間　１０月３１日㈬まで
○資料の閲覧・配布　計画（原案）は、町田市ホームページに掲載するほ
か、次の窓口で閲覧及び資料の配布を行っています（各窓口で開所日時が
異なります）。
　教育総務課（市庁舎１０階）、市政情報課・広聴課（市庁舎１階）、教育セン
ター、男女平等推進センター（町田市民フォーラム３階）、生涯学習センタ
ー、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、各市立図書館、町田市民文学館
○意見等の提出方法　郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、または教育総務課ほか、資料
を配布している窓口へ直接提出して下さい。郵送の場合は、配布資料に添
付している専用封筒（料金受取人払郵便）をご利用いただけます。
○担当課　教育総務課（〒１９４-８５２０、森野２－２－２２、市庁舎１０階、☎
７２４・２１７２返０５０・３１６１・７９０６遍ｍｃｉｔｙ３７００＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）

―注意事項―
〇書式は自由ですが、住所・氏名・連絡先・件名を明記して下さい。
〇電話、窓口での口頭によるご意見は、お受けできません。
〇ご意見への個別回答は行いません。
〇公序良俗に反するもの、特定の団体・個人等に対する誹謗中傷が含まれ
るものは無効とします。
〇寄せられたご意見の概要及び市教育委員会の考え方は、個人情報を除
き、２０１９年１月ごろに町田市ホームページ及び上記資料配布場所で、公
表します。

Twitter（ツイッター）で情報発信もしています！
Twitterアカウント「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。
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お知らせお知らせ
１０月１１日～２０日
全国地域安全運動を実施します
　全国地域安全運動は、防犯協会を
はじめとする民間防犯協力組織、自
治体、関係機関団体、地域住民及び警
察が連携して、地域安全活動を強力
に推進することで、規範意識の向上
と地域の絆の醸成を図り、「まちの安
全・安心の実現」のために実施するも
のです。
　市では、期間中、町田警察署・南大
沢警察署や関係機関と連携し、各種
の防犯イベントを実施します。
　この機会に、地域の見守り活動へ
の参加や、自宅の防犯設備の見直し

など、安全・安心のまちづくりにご協
力下さい。
問市民生活安全課☎７２４・４００３
貸し出します
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）
　ＡＥＤは、突然の心室細動（重症不
整脈の一種）の際、早期の使用で救命
の確率を高めることができる医療機
器です。イベントの際などに貸し出
します。
対市民が参加するスポーツ競技等の
イベントを開催する町内会・自治会、
その他市内で活動する団体
貸出期間最長で貸出日を含む１週間
（６泊７日）
※催し期間中、一定の有資格者（ＡＥＤ
の操作を含む普通救命講習会等の修
了者、医師、看護師、保健師、救急救命

士のいずれか）を配置していることが
条件です（原則としてＡＥＤの設置施設
で開催するイベントには貸し出し不
可）。
申貸出希望期間の２か月前～７日前
に、貸出申込書（保健総務課〔市庁舎
７階〕で配布、町田市ホームページで
ダウンロードも可）と有資格者の資
格証の写しを直接または郵送で保健
総務課へ。
※貸出期間の予約は、電話で受け付
けます。
※ＡＥＤの受け渡しは、保健総務課と
各市民センターで行っていますの
で、申込時に希望の受け渡し場所を
お伝え下さい。
問保健総務課☎７２４・４２４１
高齢者インフルエンザ
予防接種費用助成制度
　接種してから効果が現れるまで２
週間程度かかります。１２月中旬まで
に接種を終えることが望ましいとさ
れています。接種回数は１回です。
対市内在住の６５歳以上の方
※６０歳以上６５歳未満で、心臓・じん
臓・呼吸器の機能に日常生活が極度に
制限される程度の障がいのある方、及
びヒト免疫不全ウイルスにより免疫
機能に日常生活がほとんど不可能な
程度の障がいのある方も対象です。
日１０月９日㈫～２０１９年１月３１日㈭
場町田・八王子・日野・多摩・稲城市の
契約医療機関
※町田市ホームページ等でご確認い
ただくか、お問い合わせ下さい。
自己負担額２５００円

※生活保護受給者、中国残留邦人等
の支援受給者は無料です。接種の際
は、必ず「生活保護受給証明書」「中国
残留邦人等の支援給付受給証明書」
をお持ち下さい。
※非課税世帯は有料です。
【指定介護老人福祉施設等に入所し
ている町田市民の方の接種費用を助
成します】
　特定の施設に入所し、町田・八王子
・日野・多摩・稲城市の契約医療機関
以外の医師による接種を受ける場
合、費用の全額または一部を１人１回
助成します（接種の前に申請が必要）。
　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。
対同予防接種対象の方で、市内・市外
の指定介護老人福祉施設、介護老人
保健施設、指定介護療養型医療施設
のいずれかに入所している方
助成限度額２５００円
※生活保護受給者、中国残留邦人等
の支援受給者は５１００円です。
問保健予防課☎７２４・４２３９

コミュニティ助成事業
　（一財）自治総合センターの２０１８
年度コミュニティ助成事業による宝
くじの助成金を受け、町田市町内会
・自治会連合会が、各町内会のイベ
ントで使用する発電機やトランシー
バー等を購入しました。
　この事業は、コミュニティ活動の
促進と健全な発展を図るとともに、
宝くじの社会貢献広報を目的として
います。
問市民協働推進課☎７２４・４３５８

　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。
　６月に策定した「みんなで描こ
う　より良いかたち　町田市公共
施設再編計画」の推進にあたって
は、公共施設の現状や再編につい
て、できるだけ多くの方々に知っ
ていただき、興味・関心を持ってい
ただくことが重要です。そこで「ぷ
らっとＤｅｌｉ」と名付けた活動を行
っていきます。
　「ぷらっとＤｅｌｉ」とは、市民の皆
さんが集まる各種説明会やイベン

トなどいろいろな場面で、１～２分
程度公共施設の再編について宣伝
する活動です。
　まだまだ認知度の低い「公共施
設の再編」。この活動を通じて一人
でも多くの方に知っていただくこ
とを目指しています。

【２０１７年度の赤字補てん額は
１７億円】
　国民健康保険事業会計（国保会
計）は、被保険者の医療にかかる給
付である保険給付費等の歳出を、
保険税と国・都の補助金などの歳
入で賄い運営する、独立採算が原
則です。しかし、毎年度歳入不足が
生じ、一般会計からの繰入金で赤
字を補てんする厳しい財政状況が
続いています。
　２０１７年度は、保険税率の改定
により被保険者１人あたりの保険
税収入額は増加しましたが、１人
あたりの保険給付費も増加したこ
とから、一般会計からの繰入金に
よる赤字補てん額は１７億円とな
りました。
　保険給付費が増加する理由に
は、被保険者の高齢化や糖尿病等
の生活習慣病の増加、医療技術の
高度化などがあります。また、医療
機関へのかかり方（同じ疾患で同

時期に複数の医療機関を受診する
など）により医療費がかさむこと
もあります。
【赤字額の削減に向けた取り組み】
　赤字額の計画的・段階的な削減
に向けて、「第４期町田市国民健康
保険事業財政改革計画」に基づく
保険税率の見直しを行うととも
に、保険給付の適正化、医療費の適
正化、保険税の徴収の適正な実施
を推進していきます。

２０１７年度決算　国民健康保険の財政状況をお知らせします
問保険年金課☎７２４・４０２７

2017年度国民健康保険事業会計の決算状況

歳入　507億円 歳出　486億円

赤字補てん17億円
保険税収入
90億円

国・都の補助金
等の収入
400億円

拠出金等
の支出
206億円

保険給付費
280億円

知らなかったな
公共施設が

古くなっています

考えていか
ないとね

２０１９年度　町田市私立幼稚園等　園児募集
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８

　詳細は各私立幼稚園等へお問い合わせ下さい。子ども・子育て支援新制
度移行園の詳細は、まちだ子育てサイトをご覧下さい。

名　　　　称 新制度移行園 所在地 連絡先
相原 相原町４４４５－３ ☎７８２・２１０４
桜美林 常盤町３６１３－３ ☎７９７・０７９６
小川 小川１－１８－１ ☎７９５・１１３４
開進 ◎ 本町田３３５０－２４ ☎７２５・７８５１
カナリヤ ◎ 山崎町２０８８－１ ☎７９１・２２９０
きそ 木曽東１－２７－２６ ☎７２２・５１４４
慶松 鶴川１－５－２ ☎７０８・８７８７
高ヶ坂 ◎ 高ヶ坂５－６－１９ ☎７２８・０３２１
子どもの森 ◎ 常盤町３０３１－２ ☎７９７・７６３１
境川 木曽東３－１６－１７ ☎７９１・３６８０
幼保連携型認定こども園さふらん ◎ 本町田２４４１ ☎７９１・００３６
正和 ◎ 山崎町２２６１－１ ☎７９１・２７４６
たちはな 高ヶ坂６－２９－１ ☎７２６・４９７６
玉川学園幼稚部 玉川学園６－１－１ ☎７３９・８６２３
玉川中央 ◎ 玉川学園２－３－２７ ☎７２５・８４４６
第一富士 成瀬７－１０－１９ ☎７２３・４０５５
つくし野天使 つくし野２－１８－４ ☎７９５・５１２７
鶴川シオン ◎ 大蔵町２２１６ ☎７３５・３１３６
鶴川幼稚園鶴川女子短期大学附属 三輪町１２２－１２ ☎０４４・９８８・４０７４
鶴川平和台 ○ 能ヶ谷６－４１－１ ☎７３５・４９１８
鶴川若竹 野津田町１３０３ ☎７３５・５２１０
鶴間 ○ 南町田２－１２－１ ☎７９５・１４５０
成瀬台 ○ 成瀬台２－２－１２ ☎７２６・９１２３
原町田 ○ 原町田３－９－１６ ☎７２２・２４５４
光 ◎ 金森３－４１－１ ☎７９６・１９１２
藤の台 金井町３０４０－２ ☎７２５・５４７２
町田こばと 本町田２９０４ ☎７２３・１４９４
町田こひつじ 高ヶ坂２－３７－２４ ☎７２３・３６８７
幼保連携型認定こども園
町田自然幼稚園 ◎ 忠生２－７－５ ☎７９１・００１５
町田すみれ 小山町４３６５－１ ☎７７３・１１５１
町田ひまわり ○ 金森１－８－２６ ☎７２６・１２０７
町田文化 旭町１－１７ ☎７２６・１００８
南ヶ丘 ○ 小川６－２－１ ☎７９５・００５７
山ゆり ○ 本町田３４５０ ☎７２３・２４７４
夢の森 三輪町１０５１－２ ☎０４４・９８８・７８１１
和光鶴川 真光寺町１２７１－１ ☎７３５・２２９１
町田サレジオ 小山ヶ丘４－６－２ ☎７７５・３１２０
◎認定こども園　○幼稚園（２０１８年度時点）

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。

問企画政策課☎７２４・２１０３未来の場
かたち

⑩みんなでつくる

ご存じですか？公共施設のこと

「ぷらっとＤｅｌｉ（デリ）」をはじめます

「ぷらっとDeli」で公共施設の再編について話を聞いた方は、
ぜひ、職場やお友達との話題にして下さいね。
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申請を募集しています！
ものづくり企業地域共生
推 進 事 業 助 成 金
　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
係る経費の一部を助成しています。
対都内で１年以上、工場等を操業す
るものづくり企業
助成対象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
事業が対象です。
助成額助成対象経費の４分の３以内
（上限３７５万円）
※上限額に達し次第、受け付けを終
了します（申し込み順、審査有り）。
申事前連絡のうえ、申請書（町田市ホ
ームページでダウンロード）に必要
事項を記入し、直接産業政策課（市庁
舎９階）へ。
※助成対象経費等の詳細は、町田市
ホームページをご覧下さい。
問産業政策課☎７２４・３２９６

平成３０年北海道胆振東部 
地震災害義援金の受け付け
　日本赤十字社では、「平成３０年北
海道胆

い

振
ぶり

東部地震災害義援金」を
２０１９年３月３１日㈰まで受け付けて
います。ご協力をお願いします。

【義援金箱】
　福祉総務課（市庁舎７階）、市民課
（市庁舎１階）、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
ンター窓口に義援金箱を設置してい
ます。

【日本赤十字社本社への送金】
○ゆうちょ銀行での振替による送金
　窓口での取り扱いの場合、振替手
数料は無料です。
口座番号００１３０－１－６７３５９１
加入者名日赤平成３０年北海道胆振
東部地震災害義援金
※受領証発行希望の方は、併せて「受
領証希望」と明記して下さい。
○銀行による送金
　振込手数料が別途かかる場合があ
ります。
口座番号三井住友銀行すずらん支店
（普）２７８７５３３、三菱ＵＦＪ銀行やま
びこ支店（普）２１０５５４１、みずほ銀
行クヌギ支店（普）０６２０４１３
口座名義日本赤十字社（３行共通）
※受領証発行希望の方は、氏名（受領
証の宛名）・住所・電話番号・寄付日・
寄付額・振込金融機関名と支店名を
日本赤十字社パートナーシップ推進
部へご連絡下さい。
問日本赤十字社パートナーシップ推
進部☎０３・３４３７・７０８１、町田市福
祉総務課☎７２４・２５３７
２０１９年度募集分～町田市農業研修

現地見学会を開催します
　市では、野菜作りのノウハウを学
び、農家を支援する援農者や新たに農
業経営を目指す方の育成を目的とし
た２年間の農業研修を行っています。
　２０１９年度募集予定の農業研修の
現地見学会を開催します。
対市内に住民登録があり、２０１９年
度の農業研修参加希望の方等
日１０月２８日㈰午前１０時３０分～正
午ごろ
場町田市農業研修農場（小野路町）
内研修農場での収穫体験を見学後、
研修の説明
※農作業のできる服装でおいで下さ

い。着替えのできる施設はありませ
ん。
定１５人（申し込み順）
申１０月１日正午～２６日に電話で農
業振興課（☎７２４・２１６６）へ。

町 田 市 葬 祭 事 業
　市では、ご不幸があった方に対し
て、安価であっても厳かなお見送り
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
田市葬祭事業所で実施しています。
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

◇
問町田市葬祭事業所☎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
２０１８キラリ☆まちだ祭町田シバヒ
ロ会場に

フ リ ー マ ー ケ ッ ト を 
出 店 し ま せ ん か
　キラリ☆まちだ祭は、農業・商業・
工業をＰＲするお祭りです。イベント
の１つとして、町田シバヒロ会場（３
ｍ×１．５ｍのスペース）で、家庭で不

要になったものを販売できます。
※フリーマーケット出店要項の詳細
は、町田市ホームページをご覧下さい。
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）
日１１月１０日㈯午前１０時～午後４時
（雨天時は祭りのみ開催、フリーマー
ケットは中止）
※１０月２７日㈯午前１０時３０分～正
午に市庁舎で出店者説明会を開催し
ます。説明会に欠席の場合は、申し込
みが無効になる場合もあります。
場町田シバヒロ
定２０組（申し込み順）
費１０００円（出店料）
※中止の場合は後日返金します。
申１０月４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１８１００４Ｂへ。
問農業振興課☎７２４・２１６６
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１１月１１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１０月２０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

町田市認可保育園・認定こども園（１～２歳児）・小規模保育園・家庭的保育者（保育ママ）

２０１９年度の園児募集
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３７

高齢者の相談窓口

木曽山崎あんしん相談室が移転します
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

町田市戦没者追悼式を執り行います
問福祉総務課☎７２４・２５３７

新たに委嘱されました　民生委員・児童委員
問福祉総務課☎７２４・２５３７

　２０１９年４月１日入園の申し込み
は下表の日程・会場のみで受け付
けます。
　２０１８年度に認可保育園等に申
し込み中の方で（転園申請含む）、
引き続き２０１９年度も入園（転園）
を希望する方は改めて申し込みが
必要です。なお、２０１９年４月から
公立保育園での医療的ケア児の受
け入れを開始します。
対保護者が就労、疾病、出産、看（介）
護、就学などの状況にあるため、保
育を必要とする家庭の乳幼児
※入園のしおり・申込書は１０月１５
日㈪から、市内各認可保育園、各認

定こども園、各小規模保育園、各家
庭的保育者（保育ママ）、各子ども
センター、保育・幼稚園課（市庁舎２
階）で配布します（まちだ子育てサ
イトでダウンロードも可）。
※郵送での申し込みを希望の方
は、１０月１５日㈪から保育・幼稚園
課窓口で説明を受けて下さい。
※認定こども園（３～５歳児）を第１
希望で申し込む方は、１１月１日㈭
から各園で受け付けます。詳細は、
入園のしおりをご確認下さい。
※保育を必要とする保護者の状況
が確認できる書類がそろっていな
い場合は、受け付けできません。

　木曽山崎あんしん相談室は、１０
月１日に木曽東へ移転し、「木曽あ
んしん相談室」に名称が変わりま
す。移転先の住所、電話番号は右記
のとおりです。
※木曽あんしん相談室は、山崎町
・山崎・木曽町・木曽西・木曽東（都
営木曽森野アパートを除く）・本町

田の一部にお住まいの高齢者の相
談窓口です。なお、山崎町の忠生第
２高齢者支援センターでも引き続
き相談をお受けします。
移転日１０月１日
移転先住所木曽東１－３４－１０、ち
ひろマンション１０１
移転先電話番号☎７９４・７９０１

　市では、明治以降各戦役の戦没
者、戦争犠牲者のご冥福を祈ると
ともに、恒久平和を祈念するため
の式典として、戦没者追悼式を実
施します（平服可）。
※天候等により中止及び内容が変

更になった場合は、前日に町田市
ホームページでお知らせします。
日１０月２５日㈭午前１０時３０分～
１１時３０分（開場は午前９時３０分）
場町田市民ホール
※車での来場はご遠慮下さい。

　２人の民生委員・児童委員が新
たに委嘱されました。担当地区は
下表のとおりです。

※その他の担当は、お問い合わせ
下さい。

民生委員・児童委員（10月異動）
地　区 地　域 担当委員

氏名・電話

町田第二 本町田 1700~2008、2035~2110 （新）原澤範子　☎721・5085木曽東 4丁目8~10
鶴川第一 薬師台 1~3丁目　全 （新）澁谷真奈美☎736・9056

申込受付日程表
会　場 日　程 受付時間

市庁舎2階会議室2－1 11月16日㈮、19日㈪、20日㈫、
21日㈬、26日㈪、12月7日㈮

午前9時～11時、
午後1時～3時30分

保育・幼稚園課（市庁舎2
階204）窓口 11月18日㈰、24日㈯
木曽山崎コミュニティセ
ンター 11月22日㈭
忠生市民センター 11月27日㈫
堺市民センター 11月28日㈬
鶴川市民センター 11月29日㈭、12月5日㈬
小山市民センター 11月30日㈮
市庁舎2階会議室2－2 12月3日㈪
南市民センター 12月4日㈫
なるせ駅前市民センター 12月6日㈭
※各会場の詳細は入園のしおりの折り込みをご確認下さい。
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お知らせお知らせ
引っ越しや遺品整理などに伴う

多量のごみを業者に依頼 
できるようになりました

　引っ越しや遺品整理などにより、
ご家庭からごみが多量に発生した場
合に、市が許可した業者に整理・分別
・収集まで一括で依頼できるように
なりました。料金は業者によって異
なります。一時的に多量のごみを処
理しなければならない場合は、業者
に依頼する前に必ず３Ｒ推進課にご
相談下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・７１１１
秋号を発行しました！～町田市　講
座・イベント情報誌

生涯学習ＮＡＶＩ 好き！ 学び！
　 市 内 や 近 隣 で
１０月～１２月に開
催または募集を開
始する講座・イベ
ント等の情報を掲
載しています。「み
んなの学ビバ！！」
のページでは、情
報ページには載せきれない学びの機
会などを紹介しています。

配布場所市庁舎、各市民センター、各
市立図書館等
※町田市ホームページでもご覧いた
だけます。　
問生涯学習センター☎７２８・００７１

町 田 市 自 然 休 暇 村 
せ せ ら ぎ の 里

【２０１9年４月分の利用受付開始】
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１０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）。
※４月９日、１０日、２４日、２５日は利用
できません。

【年末年始の利用受付開始】
　年末年始は２泊３日での申し込み
となります（抽選、利用は本館のみ）。
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
利用日１番（１２月２９日～３１日）、２番

（１２月３１日～２０１９年１月２日）、３番
（２０１９年１月２日～４日）
申「町田市自然休暇村年末年始利用
抽選申し込み」と書き、希望利用日の
番号（第２希望まで）・代表者の住所

（市内在勤で市外在住の方はその旨

を明記）・氏名・電話番号（自宅・携帯
をお持ちの方は携帯番号）・利用予定
人数詳細（大人〔中学生以上〕・小学生
・幼児〔寝具の有無〕）を明記し、１０月
３１日まで（必着）に、ハガキ、ＦＡＸま
たはＥメールで町田市自然休暇村

（〒３８４－１４０３、長野県南佐久郡川
上村秋山５３－１５、返０２６７・９９・
２２４０遍ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａｋｙｕｋａｍｕｒ
ａ．ｊｐ）へ（自然休暇村ホームページで
申し込みも可）。
※１グループ１枚、重複申し込みは無
効です。
※１泊、３泊を希望する方は、抽選後
の申し込みとなります。

催し・講座催し・講座
そらまめの会（多胎児の会）

　母子健康手帳をお持ち下さい。
対双子・三つ子等の多胎児を育てて
いる方、出産予定の方やその家族
日１０月３０日㈫午前１０時１５分～１１
時１５分（受け付け＝午前１０時～１０
時１５分）
場小山市民センター
内保護者同士の交流、情報交換、手遊
び等
問保健予防課☎７２５・５１２７

肝 臓 病 講 演 会
【肝臓病を専門医から学んでみませ
んか】
日１０月２０日㈯午後１時３０分～４時
場健康福祉会館４階講習室
内肝臓が悪いと言われたら～どんな
病気？治療法は？
講千葉大学医学部附属病院消化器内
科教授・加藤直也氏
定２００人（先着順）
問町田肝臓友の会☎７２９・４３００（受
付時間＝月〔第３・４のみ〕・水・金曜日

の午前１１時～午後２時）、町田市健康
推進課☎７２４・４２３６

糖 尿 病 予 防 講 習 会
【なるほど納得！食べて、動いて、健
康ライフ】
　糖尿病予防に重要な食生活や運動
について、日常生活の中で実践する
コツや継続しやすい工夫などを楽し
く分かりやすく解説します。
日１１月１５日㈭午後１時～３時３０分
場健康福祉会館
講医療法人社団心施会府中腎クリニ
ック管理栄養士・福島由香里氏、東京
医科大学八王子医療センター糖尿病
・内分泌・代謝内科理学療法士　天
川淑宏氏
定１００人（申し込み順）
申１０月４日正午～１１月６日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８１００４Ａへ。
問健康推進課☎７２５・５１７８
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１１月８日㈭、１５日㈭、２０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１０月２３日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申１０月３日正午～８日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８１００３Ｅ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

市HP  Ｄカフェ　　　　 検索

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）

市内で今年2件目の交通死亡事故が発生しました。暗くなる前にライトを点灯し、歩行者等をよく確認しましょう。問市民生活安全課　 724・4003☎

市内スターバックスコーヒー各店の開催日（10月・11月）
会　場 日　時

町田パリオ店（森野1-15-13） 10月1日㈪、11月19日㈪

午前10時～正午

町田金森店（金森3-1-10） 10月3日㈬、11月13日㈫
ルミネ町田店（原町田6-1-11） 10月9日㈫、11月22日㈭
鶴川店（能ヶ谷1-5-1） 10月11日㈭、11月14日㈬
町田東急ツインズ店（原町田6-4-1）10月16日㈫、11月12日㈪
小田急町田駅店（原町田6-12-20） 10月19日㈮、11月21日㈬
ぽっぽ町田店（原町田4-10-20） 10月24日㈬、11月20日㈫
多摩境店（小山ヶ丘3-2-8） 10月26日㈮、11月16日㈮ 午前9時～11時

左から長井さん、山野さん、須田さん、
鈴木さん

出張認知症カフェ（Ｄカフェ）
問高齢者福祉課☎7２４・２１４０

アダプト・ア・ロード事業に基づく「ＨＧＴフラワークラブ」の活動が

道路功労者表彰を受けました
問道路管理課☎7２４・３２５7

青年海外協力隊とシニア海外ボランティアに
派遣されました

　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。
※飲食代は自己負担です。

※事前予約は必要ありませんが、
参加者多数の場合は参加できない
場合もあります。

　市が実施するアダプト・ア・ロー
ド事業は、市と管理協定を締結し
た市民ボランティア団体が、道路
用地等で清掃や園芸などの管理活
動をする事業です。この事業に基
づき活動する「ＨＧＴフラワークラ
ブ」が、９月１１日に開催された「夢
のみち」フォーラム２０１８におい
て、㈳日本道路協会から道路功労
者表彰を受けました。
　この表彰は、道路整備事業の促
進や道路の愛護・美化・保全等に尽
力した団体及び個人に対して毎年
行われているもので、町田市のア
ダプト・ア・ロード事業活動団体と
しては、９年連続の表彰となりま
す。
　ＨＧＴフラワークラブは、２００７
年に町田市アダプト・ア・ロード事
業における道路用地の管理協定を

町田市と締結しました。活動メン
バーが１０人と少ない中で、相原の
道路用地での園芸活動や花壇の管
理を定期的に行っており、市の花
壇コンクールにも参加し、可憐な
花を咲かせて沿道を華やかにして
います。
　また、活動場所である花壇が長
い坂の途中にあるため、地域の住
民が一息つく憩いの場ともなって
います。近隣のマンションの協力
も得るなど、地域との連携を深め、
道路環境の美化活動及び道路環境
啓発活動に尽力してきたことは高
く評価で
きるとし
て、今回
の受賞と
なりまし
た。

　市内在住の長井優希乃さん、須
田優風香さん、山野あずささんが、

（独）国際協力機構（ＪＩＣＡ）の青年
海外協力隊として、鈴木剛さんが
シニア海外ボランティアとして、
派遣が決定しました。

　その出発の報告のため、９月２１
日に市役所を訪れ、意気込みを語
られました。派遣期間は２年間で
す。
現地でのご活躍を期待していま
す。

派遣者
（敬称略） 派遣国 職　種

長井優希乃 マラウイ
小学校教育

須田優風香 スリランカ

山野あずさ フィジー 環境教育

鈴木剛 ソロモン諸島 コンピュー
ター技術
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家 族 介 護 者 教 室
　高齢者の薬の管理方法や、飲み合
わせ、処方通り服薬しないなどの悩
みにお答えします。また、薬局の上手
な活用方法もお伝えします。
対市内在宅高齢者の家族介護者、市
内在住の方
日１１月２日㈮午後２時～４時
場町田市民フォーラム
定２５人（申し込み順）
申町田第１高齢者支援センター（☎
７２８・９２１５）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

障がい者雇用促進セミナー
【中小企業のための障がい者雇用の
進め方】
　障がいのある人の採用に際して
は、企業と求職者がお互いをよく知
り、理解を深めることが大切です。企
業と障がいのある求職者のより良い
マッチングに向けて、具体的な事例
を交えて講習します。
※町田商工会議所・町田地域障がい
者雇用企業連絡会と共催です。
対市内の中小企業
日１０月２３日㈫午後２時～４時
場町田商工会議所
講（有）まるみ代表取締役社長・三鴨
岐子氏
定３０人（申し込み順）
申参加申込書（町田商工会議所ホー
ムページでダウンロード）に必要事
項を記入し、ＦＡＸで同会議所（返
７２９・２７４７）へ。
問障がい福祉課☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３、同会議所☎７２２
・５９５７
開催します
障がい者就職面接会
　参加企業（３２社予定）の人事担当
者と面接ができます。
※当日は、応募書類（履歴書・職務経
歴書）を複数枚ご持参下さい。また、
応募書類に障がいの種類・等級をご
記入下さい。
日１０月２６日㈮午後１時～４時
場市立総合体育館

申ハローワーク町田・八王子・府中・
相模原に求職登録している方は直接
登録先のハローワークへ。その他の
ハローワークで求職登録している方
は、直接ハローワーク町田へ。
※当日会場で参加申込もできます
が、混雑が想定されますので、事前の
申し込みをお願いします。
問ハローワーク町田専門援助部門☎
７３２・７３１６返７３２・８７２４、町田市障
がい福祉課☎７２４・２１４７返０５０・
３１０１・１６５３
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１０月２４日㈬午後２時～３時
場忠生市民センター
内成年後見制度（法定後見制度）概要
や手続きの流れ、相談先の紹介等
講福祉サポートまちだ職員
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
町田市医療・介護・福祉研究大会
アクティブ福祉ｉｎ町田ʼ１８
　高齢者へのケアの向上や医療・介
護の連携などについて、市民の方に
理解を深めていただくため、施設の
職員や学生が日ごろの取り組みや研
究を発表します。骨健康度測定・肌水
分計等の健康チェックもあります。
日・内１０月２６日㈮、①実践・研究発
表大会＝午前１０時５０分～午後５時
３０分②介護用品・介護ロボット（次
世代介護機器）等展示＝正午～午後
５時③介護の仕事求職相談登録会＝
午後１時～５時④介護川柳の掲示＝
正午～午後５時
場町田市文化交流センター５・６階
※駐車場はありません。
費①１０００円（高～大学院生無料）
※詳細は、町田市介護人材開発セン
ター（☎８５１・９５７８、受付時間＝祝
日を除く月～金曜日の午前９時～午

後５時）へお問い合わせ下さい。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６
町田新産業創造センター
創業・起業に関するセミナー

【町田創業～ファーストステップ相
談会】
日１０月６日㈯、１０日㈬、２０日㈯、午
後１時～５時（１人１時間）
【町田創業～ファーストステップセ
ミナー】
日①１０月１１日㈭午後２時～３時３０
分②１０月１１日㈭午後３時４５分～５
時１５分③１０月２３日㈫午後２時～３
時３０分④１０月２３日㈫午後３時４５分
～５時１５分
内①人材育成～雇用関係の助成金を
知ろう②販路開拓～ＢｔｏＢ　営業で
有効な手法を知ろう③経営～経営者
として知っておくべき法律の基礎知
識④財務～経営に関する税金、日々
の経理・会計の方法を知ろう
講①社会保険労務士・栗原深雪氏②
中小企業診断士・岡田勇雄氏③司法
書士・藤原香奈氏④税理士・春日佑介

氏
定各３０人（申し込み順）

◇
対創業予定の方、創業して間もない
方等
場町田新産業創造センター
申同センターホーム
ページで申し込み。
問同センター☎８５０
・８５２５、町田市産業
政策課☎７２４・２１２９

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１０月２１日㈰、講演会「マンシ
ョン大規模修繕工事を成功させるた
めの秘

ひ

訣
けつ

」・テーマ別グループ討議＝
午後１時３０分～４時４０分、個別相談
会＝午後４時１５分～５時
場市庁舎
講ｍａｒｔａマンションリフォーム技術
協会副会長・宮城秋治氏
定５０人（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。

ゆうゆう版画美術館まつり
問国際版画美術館☎７２６・２８８９、国際版画美術館友の会（火・金曜日の午前
１０時～正午）☎７２６・３０５１

自由民権資料館～２０１８年度第２回特別展　明治１５０年記念

幕末・維新期の町田
問同館☎７３４・４５０８

　美術を愛する人々の交流の輪を広
げることを目的に、国際版画美術館
と友の会が共催で、「ｅｎｊｏｙ！Ａｒｔ！」を
テーマに開催します。
　なお、今年度は国際版画美術館開
館３０周年、友の会設立２０周年にあ
たります。
※詳細は同館ホームページをご覧下
さい。
日１０月６日㈯午前１０時～午後４時
３０分、７日㈰午前１０時～午後４時
※開会式は、６日午前１０時からエン
トランスホールで行います。
場同館
【チャリティ・アートバザール
２０１８】
　市内外の美術・工芸団体が自作品
を展示・販売します（体験コーナーも
有り）。
※売り上げの１０％は（社福）町田市

社会福祉協議会へ寄付します。
場前庭

【木版画摺
す

り体験】
　個別指導による、はがきサイズ画
仙紙の「多色摺り木版画」の摺りを体
験します。作品は持ち帰ることがで
きます。
日１０月６日㈯午前１０時３０分～午後
４時３０分、７日㈰午前１０時～午後４
時

場エントランスホール
【キッズ・アートスペース～たった１
つのマイバッグ！】
　消しゴム版画、型押しアートなど
で無地の布袋を装飾し、カラフルで
個性あふれるマイバッグを作りま
す。
場アトリエ
【「ゆうゆう版画美術館まつり」ポス
ターデザイン原画展示】
　市域学生・友の会会員が「まつり広
報用ポスター」のために制作した応
募全作品を展示します。
場エントランスホール
※入賞者表彰式は、７日午前１１時か
らエントランスホールで行います。
【ゆうゆうプロムナードコンサート
～虹をかけて】
　色彩を音で伝えるバイオリンとピ
アノのデュオＤｕｏ　Ｉｒｉｓが奏でるメ
ロディーをお楽しみ下さい。
日１０月６日㈯、午後１時から、２時か
ら、各３０分程度
場エントランスホール
※椅子の用意はありません。

【市域学生によるアートイベント】
○玉川大学
場前庭
内屋外参加型アートイベント「トビ
タツ木ノ実」～夢が実る秋のトリカ
ゴ
○桜美林大学
日１０月６日㈯午前１０時～午後４時
３０分
場講堂
内親子で楽しめるアートワークショ
ップ「日本さん家

ち

のお隣さん」～お隣
さんのアートワークショップ
【福祉作業所協賛出店】
　市内福祉
作業所（喫茶
けやき、ラ・
ドロン）が出
店予定です。
場前庭

　幕末から明治維新に至る激動の時
代に、市域の人々がどのように向き
合い生きたのか、市域に残る史料を
中心に紹介します。
会期１０月６日㈯～１１月２５日㈰
休館日月曜日（祝日の場合は開館し、
翌日休館）、１０月１日～５日（展示準
備期間）
観覧時間午前９時～午後４時３０分
場同館企画展示室
【講演会】
日①１０月２８日㈰②１１月４日㈰③１１
月１７日㈯、午後２時～４時（受け付け
＝当日午後１時３０分から）
場同館閲覧室
内①情報を収集する地域リーダー②
幕末の改革組合村と関東取締出役
（予定）③日記からみた八王子千人同
心の長州征討

講②東海大学教授・馬場弘臣氏③國
學院大學教授・吉岡孝氏
※①は同館展示担当学芸員が講演し
ます。
定各５０人（先着順）
【ギャラリートーク】
日１０月１４日㈰、２０日㈯、１１月１１日
㈰、２３日㈷、午後２時から１時間程度
場同館企画展示室

幕末の原町田

小野路農兵隊の
鎖着込み

　ゆうゆうプロムナード
　コンサート

チャリティ・アートバザール

10月1日～31日「幸せふくらむ まちだ名産品」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
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催し・講座催し・講座
町田新産業創造センター
クラウドファンディング
セ ミ ナ ー を 開 催
　クラウドファンディングは、さま
ざまな取り組みやアイデアをインタ
ーネット上で発表することで、その
取り組みに共感した全国各地の方々
から広く支援金を募ることができる
資金調達の手法です。
　クラウドファンディングの知識を
得て、実際に挑戦してみませんか。
対創業予定または創業後間もない
方、一般事業者の方等
日１０月29日㈪午後６時～８時
場町田新産業創造センター
定３０人（申し込み順）
申１０月2８日午後５時までに、同セン
ターホームページで申し込み。
問同センター☎８５０・８５2５、町田市
産業政策課☎７2４・2１29
保育のお仕事
就 職 相 談 会
　市内及び隣接する川崎市内の保育
園等の施設長や採用担当者に直接相
談ができます。会場には、まちだ名産
品・かわさき名産品を中心としたカ
フェスペースがあります。また、当日
ブースを５つ以上まわると抽選会に
参加できます。
※川崎市と共催です。詳細は川崎市
ホームページをご覧下さい。
※履歴書は不要です（服装自由）。
対町田・川崎市内の保育園・認定こど
も園で働きたい方
日１０月１３日㈯午後１時～４時
場町田市文化交流センターけやき
問子育て推進課☎７2４・４４６８
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ
公 開 講 座

【「野津田村絵図」で語る江戸時代～
視覚でたどる江戸時代の村】
　野津田村には、１７世紀半ばから多
数の村絵図が存在しています。複数
の村絵図を見比べて、村がどのよう
な変遷をたどったのか、自由民権資
料館の担当学芸員が解説します。
日１０月３０日㈫午後６時１５分～８時
１５分

場生涯学習センター
定１０８人（申し込み順）
申１次受付＝１０月１日正午～2日午
後７時にイベシスコード１８１００３Ａ
へ／2次受付＝１０月３日正午～2４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
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
小 野 路 宿 の 歴 史

【鎌倉古道と大山みち】
　小野路町は、市の北部にあり、里山
として自然が多く残っています。府
中に街道が続き、古来交通の要衝と
して栄えた小野路宿の歴史を学びま
す。
※交通費、施設入館料は自己負担で
す。
日１０月１７日㈬午前１０時～午後３時
場和光大学ポプリホール鶴川
※午後は小野路町へ移動し、散策し
ます。
講小島資料館館長・小島政孝氏
申１０月１日午前9時から電話で生涯
学習センター（☎７2８・００７１）へ。
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）。
【こども体験講座～動物の頭の骨を
観察してみよう！サルとタヌキの骨
くらべ】
　人間に近い動物のサルと野生動物
の代表タヌキを題材に、本物の動物
の骨に触れ、その違いを観察します。
対小学３～６年生
日１１月１１日㈰午前１０時３０分～正
午
講麻布大学いのちの博物館上席学芸
員・高槻成紀氏
定１８人（抽選）
費７００円
【ハンドベルでクリスマスソングを
奏でよう】
　イングリッシュハンドベルの持ち
方から、クリスマスソングを演奏す
るところまで行います。
対中学生以上の方
日１１月１７日㈯午後2時～４時、１８日

㈰午前１０時３０分～午後３時３０分、
全2回
講星槎大学非常勤講師・千葉佑氏
定１５人（抽選）
費４５００円

◇
場町田市生涯学習センター
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、１０月2１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
ひきこもる心を理解する講座
そ れ ぞ れ の 生 き 方
　参加者同士の語り合いの時間があ
ります。
※原則全回参加できる方または①の
み参加の方を募集します。
日①１０月2８日②１１月１１日③１１月
１８日④１１月2５日⑤１2月9日、いず
れも日曜日、①午後１時３０分～４時
②～⑤午後１時３０分～４時３０分、全
５回
場①②③⑤生涯学習センター④健康
福祉会館
内①公開講座「ひきこもり問題の現
在」②「発信する当事者たち」③「家族
関係を考える（当事者兄弟・川初真吾
氏、当事者親・上野亨二氏も登壇）」④
「地域でつながる」⑤「多様な生き方
を目指して」
講①ジャーナリスト・池上正樹氏②
当事者メディア“ひきポス”編集部員
③家族相談士・高橋晋氏④（特）ゆど
うふ理事長・辻岡秀夫氏、ひき桜・ひ
き町主宰者　割田大悟氏、（株）グロ
ーブシップ社員、総合ビル管理会社
社員・柿島仁氏　他⑤（特）パノラマ
代表理事・石井正宏氏
定全回参加＝４０人、①のみ参加＝
１１８人／申し込み順
申１０月１日午前9時から電話で同セ
ンター（☎７2８・００７１）へ。
市民提案型事業
講座づくり★まちチャレ

【もっと知りたい！子どもの発達障
がいのこと】
対全回参加できる方
日１０月2８日㈰、１１月３日㈷、１１日
㈰、１７日㈯、2５日㈰、午前１０時～正
午、全５回
場生涯学習センター
内「発達障がいとは何か？」「当事者

・飯田亮太氏や、発達障がいの子ど
もの親・ごっちゃんママが語る」「発
達障がいといわれる子どもたちへの
対応」「発達障がいといわれる子ども
たちへの学習支援とは」「振り返り交
流会」
講東京小児療育病院副院長・赤星惠
子医師、臨床心理士・矢崎淳子氏、ＬＩＴ
ＡＬＩＣＯジュニア指導員・小更由氏
定５０人（申し込み順）
申１次受付＝１０月１日正午～３日午
後７時に、イベシスコード１８１００４Ｇ
へ／2次受付＝１０月４日正午～2４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
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１１月５日、１2日、１9日、いずれも
月曜日午前9時３０分～１０時３０分、
全３回
場ふれあいくぬぎ館
定2０人（ふれあい館の利用登録がな
い方を優先のうえ、抽選）
申１０月３日正午～８日にイベントダ
イヤル（☎７2４・５６５６）またはイベ
シスコード１８１００３Ｄへ（会場への
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。身分証明書（保
険証等）と2つの緊急連絡先が必要
になりますので持参して下さい。
※会場についてはふれあいくぬぎ館
（☎７9３・６３３１）へお問い合わせ下
さい。
問高齢者福祉課☎７2４・2１４６
生涯学習センター～障がい者生涯学
習支援事業
う た の 教 室
対市内在住で、障害者手帳をお持ち
の１８歳以上の方
日１０月１３日、１１月１０日、１2月８日、
2０１9年１月１2日、2月2日、いずれも
土曜日午前１０時～正午（2月2日の
み午後５時まで）、全５回
場同センター
内ボイストレーニング、歌の練習
講シンガーソングライター・岩桐永
幸氏
定６人（申し込み順）
申電話で同センター（☎７2８・
００７１）へ。

町田市誕生６０周年記念

「民謡魂　ふるさとの唄」 番組観覧募集！
問広報課☎７２４・２１０１

　町田市誕生６０周年を記念して、
NHＫ番組「民謡魂　ふるさとの
唄」の公開収録が行われます。
　公開収録にあたり、観覧者を募
集します。ＴＯＫＩＯのリーダー・城
島茂さんの司会で紡がれるダイナ
ミックなステージショーで、全国
各地に脈々と息づく唄や郷土芸能
の数々を掘り起こし、ふるさとの
“知られざる魅力”を再発見する番
組です。なお、入場は無料です。
日１2月9日㈰午後６時３０分～８時
場町田市民ホール
出演者ＴＯＫＩＯ・城島茂氏、NHＫア
ナウンサー・塩屋紀克氏　他

申往復ハガキで１１月１３日まで
（必着）。
※申込方法等の詳細は、NHＫサー
ビスセンター（☎０３・３４６４・
０2００、自動音声）へお問い合わせ
いただくか、NHＫホームページ（ｈ
ｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｈｋ．ｏｒ．ｊｐ／ｅｖｅｎｔ
／）をご覧下さい。

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

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

　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６４
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。
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生涯学習センターまつり
【つながる　ひろがる　はじまる　
＋１（プラスワン）】
　熱いステージや工夫を凝らした展
示、新たな体験ができるワークショ
ップなど盛りだくさんです。来場者
の皆さんも参加できるプログラムが
充実しています。お子さんも楽しめ
ます。
日１０月１９日㈮～２１日㈰、午前１０時
～午後５時（１９日は午後１時から）
場生涯学習センター６・７階
内オープニング（１９日午後１時から）
＝生演奏ジャズ（ナカジマ・カオリ　
カルテット）、発表＝ダンス・和太鼓
・ウクレレ・合唱・マジックショー等、
展示＝町田の歴史・陶芸・折り紙・絵
画・写真・書道等、模擬店（２１日の
み）、ワークショップ＝ホットリボン
アート・ロコモ体操、フィナーレ（２１
日午後４時３０分から）＝合唱（コーラ
スはづき）等
※一部の催しで材料費がかかりま
す。
問同センター☎７２８・００７１

なるせ駅前市民センターまつり
日１０月２０日㈯午前１０時～午後４時
５分、２１日㈰午前１０時～午後３時３０
分
場同センター
※車での来場はご遠慮下さい。
内発表（２０日のみ）＝和太鼓・ゲーム
作製・太極拳・レクリエーションダン
ス・詩吟・カラオケ・箏

こと

と尺八・ハーモ
ニカ、イベント（２１日のみ）＝「これ
からも運転を続けたいあなたへ～運
転力測定講座」・健康測定会・マッサ
ージの無料体験等、展示（両日）＝キ
ルト・ハーブティー・フォト俳句・日
本刺

し

繍
しゅう

・俳画・書道・アートフラワー
と生け花
問同センター☎７２４・２５１１

ふ れ あ い コ ン サ ー ト
対６歳以上の方
日１２月１６日㈰
午後２時３０分か
ら
場堺市民センタ
ー
出演ピアノデュ
オＣａｐｒｉｎａ（楠絵里奈、室井悠李）
曲目メンデルスゾーン「二重奏アンダ
ンテとアレグロ・アッサイ・ヴィヴァ
ーチェ　イ長調　作品９２」、ガーシュ
ウィン「ラプソディー・イン・ブルー」、
アンダーソン「そりすべり」（予定）
定３００人（申し込み順）
費５００円
申１０月４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１８１００４Ｆへ。
問町田市民ホール☎７２８・４３００、町
田市堺市民センター☎７７４・０００３

本を読むことに障がいのあ
る方へのデジタル図書製作

【広がるＤＡＩＳＹ図書のカタチ】
　視覚障がいのみならず、さまざま
な理由で活字による読書が困難な方
も、読書を楽しむことができる音訳
資料の新しい形態（テキストデイジ
ーやマルチメディアデイジー等）の
特徴、概要、製作手順、今後の展開予
測について学びます。
日１０月３０日㈫午後１時～３時

場中央図書館
講（特）ＤＡＩＳＹ　ＴＯＫＹＯ
定１１７人（申し込み順）
申１０月３日午前１０時から電話で同
館（☎７２８・８２２０）へ。
もっと図書館を知ろう！

夜 の 図 書 館 入 門 講 座
対市内在住、在勤、在学の１５歳以上
の方（中学生を除く）
日１０月２４日㈬午後６時～７時３０分
場中央図書館
内貸出方法から資料の並び方、検索
パソコンの使い方、普段公開してい
ない書庫や選定室等の館内見学
定１０人（申し込み順）
申１０月４日午前１０時から直接また
は電話で同館４階メインカウンター
（☎７２８・８２２０）へ（２人まで申し込
み可）。
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１０月１８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＝「加藤浩」
／おはなし＝「長ぐつをはいたねこ」
（ペロー昔話）、「しあわせをかけた
橋」（日本の昔話）、「大きくならない
テレジン」（ジャンニ・ロダーリ作）
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、１０月２日午前
９時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。

秋 の ス ポ ー ツ 教 室
【貯

ちょ

筋
きん

運動教室～使って貯めよう！
筋肉の貯金】
　道具を使わずに自宅でもできる筋
力トレーニングをします。
対全回参加でき、医師から運動制限
を受けていない６０歳以上の方
日１０月１０日～１２月１２日の水曜日、
午後２時～３時、全１０回
講貯筋運動指導者・宮本紀澄氏

【Ｂｅａｕｔｙ教室～より女性らしい美し
い身体を手に入れましょう！】
対全回参加できる２０歳以上の女性
日１０月１１日～１２月１３日の木曜日、
午後２時～３時、全１０回

◇
場南大谷小学校
定各２０人（申し込み順）
費各６８５０円（保険料含む）
申電話で（特）スポーツ塾Ｊ．ＶＩＣ（☎
８１０・１９００）へ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

忠 生 公 園
【定例自然観察会～秋を彩る草花】
　秋の草花を観察します。
日１０月７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。
【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１０月２５日㈭午前９時３０分～１１時
３０分（受け付けは午前９時～９時３０
分、小雨実施）
場同公園花見の広場
※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）。また、
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

鶴見川流域とふれあい、 
治水を学ぶバスツアー

【狩野川台風から６０年、防災・環境の
今を知ろう】
　市民・市民団体・企業・行政の連携
による鶴見川流域水マスタープラン
の取り組みをバスツアーで体験しま
す。
※鶴見川流域水協議会（国土交通省
関東地方整備局・東京都・神奈川県・
横浜・川崎・町田・稲城市）の主催です。
対小学３年生以上の方（中学生以下
は保護者同伴）
日１１月１７日㈯午前９時～午後３時４０
分（荒天時は１１月２３日に延期）、集合
は午前８時４５分にＪＲ横浜線淵野辺駅
南口、解散はＪＲ横浜線新横浜駅
見学地杉谷戸調整池～恩廻公園調節
池～鶴見川多目的遊水地
内治水施設の見学、生物調査体験等
定４５人（抽選）
持ち物昼食、飲み物、水に入れる靴
（指先が守れるもの）、雨具等
※歩きやすい靴・服装でおいで下さ
い。
申住所・氏名・電話番号・ＦＡＸ番号・
参加者全員の氏名と年齢を明記し、
１０月３１日午後５時までにＦＡＸまた
はＥメールで、鶴見川流域水協議会
申込窓口アジア航測（株）（返０４４・
９６５・００４０遍ｍｉｚｕｍａｓｕ．ｔｓｕｒｕｍｉ
＠ａｊｉｋｏ．ｃｏ．ｊｐ）へ。
問同協議会申込窓口アジア航測（株）
☎０４４・９６７・６２７０（受付時間＝祝
日を除く月～金曜日の午前１０時～
午後５時）、町田市下水道総務課☎
７２４・４２８７

親 子 で 稲 刈 り 体 験
　緑豊かな小野路町奈良ばい谷戸
で、稲刈りを体験してみませんか。
対小学３年生以上のお子さんとその
家族
※田んぼに入りますので、汚れても
良い服装でおいでいただき、着替え
をご用意下さい。
日１０月２０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組（申し込み順）
費１組１０００円（材料費、保険等）
申１０月２日正午～５日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８１００２Ａへ。
問（特）まちだ結の里事務局☎０９０・
２２２５・５４４４、町田市農業振興課☎
７２４・２１６４
消費生活センター

くらしに役立つテスト教室
【防災食をムダにしない！～工夫し
ておいしく食べよう】
　防災の講話の後、防災食を工夫し
ておいしく食べる方法を紹介しま
す。
対市内在住、在勤、在学の方
日１０月３０日㈫午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講町田市消費生活センター運営協議
会委員・福岡ひとみ氏
定１６人（申し込み順）
費１００円（材料費）

申１０月２日正午～２３日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１８１００２Ｇ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
男女平等推進センター登録団体企画
～虎井まさ衛さんをお迎えして

ト ラ ン ス ジ ェ ン ダ ー 
あ り の ま ま に 生 き る
　講師ご自身の体験を踏まえて「Ｌ
（レズビアン）Ｇ（ゲイ）Ｂ（バイセクシ
ュアル）Ｔ（トランスジェンダー）」「Ｓ
ＯＧＩ（性自認と性指向）」など用語の
解説から、人権問題、現在の課題をお
話しいただきます。臆測や推測によ
る差別、ハラスメントを無くすには
どうしたらよいか考え、参加者と話
し合います。
日１１月１０日㈯午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講作家・虎井まさ衛氏
定４０人（申し込み順）
申１０月３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１８１００３Ｇへ。保育希
望者（１歳６か月以上の未就学児、申
し込み順に１０人）は１０月２５日まで
に併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８
あなたの夢をみんなで実現！

ま ち だ 〇
ま る

ご と 大 作 戦 
「作戦会議」参加者募集
　１１月１０日は、「◯◯×アートのス
スメ～企画と実践のポイント～」を
テーマに講演とワークショップを行
います。
　まちなかの広場・公共施設・商業施
設などの美術館以外の環境における
アート、まちづくり・食・福祉・教育な
ど他分野の魅力や課題に寄り添うア
ートなど、◯◯×アートの活動の魅
力や可能性について、事例を交えな
がら紹介します。夢の実現に向けて、
課題を乗り越えるためのヒントをつ
かみませんか。
　初めての方も大歓迎です。
日・場①１１月８日㈭午前１０時～正午
＝玉川学園コミュニティセンター②
１１月１０日㈯午後１時～４時＝町田パ
リオ（森野）
内①概要説明、仲間づくり等②概要
説明、アートプロデューサーによる
講演、仲間づくり等
講②（一社）ノマドプロダクション代
表理事・橋本誠氏
申１０月３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１８１００３Ｆへ。
問同実行委員会事務局（広報課まち
だ〇ごと大作戦担当）☎７２４・４０８４

お 詫 び
　９月１５日号１０面に掲載した「八
王子年金事務所～扶養親族等申告
書が送付されます」の送付時期に
誤りがありました。正しくは、「９
月中旬から順次送付される予定」
です。お詫びして訂正します。な
お、扶養親族等申告書についての
お問い合わせは、専用ダイヤル（☎
０５７０・０８１・２４０）で受け付けて
います。
問広報課☎７２４・２１０１
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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
【キッズＨＩＰＨＯＰダンス教室】
対市内在住、在学の小学１～３年生日
１１月９日～１２月１４日の金曜日（１１
月２３日を除く）、午後４時３０分～５時
３０分、全５回内ＨＩＰＨＯＰダンスの基
礎・基本技術の習得講ダンスインス
トラクター・犬飼香代子氏定３０人

（抽選）費１４００円申往復ハガキに必
要事項を明記し、１０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
【障がい者卓球教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上

で、体育館まで通える障がいのある
方日１１月１０日～１２月８日の土曜
日、午後１時～２時３０分、全５回定２０
人（抽選）費７００円申往復ハガキに必
要事項を明記し、１０月１５日まで（消
印有効）に同館へ
●野津田公園☎７３６・３１３１
【元五輪選手が教える「ウォ
ーキング（ジョギング）教室」】
対市内在住、在勤、在学の２０歳以上
の方日１０月１５日～１２月１７日の月
曜日、午前１０時３０分～正午、全１０回
／詳細は同公園管理事務所へお問い
合わせ下さい定５０人（申し込み順）
費５０００円申１０月１日から電話で同
公園へ

●総務省東京行政評価事務所～東京
１日合同行政相談所開設
　１０月１５日～２１日の行政相談週間
の関連事業として、１日合同行政相
談所を開設日１０月１５日午前１０時～
午後４時場新宿西口広場イベントコ
ーナー内年金・保険・国税・登記・道路
等の行政に関する苦情・要望等の相
談（無料、秘密厳守）／行政苦情１１０
番（☎０５７０・０９０１１０、ＩＰ電話＝☎
０３・３３６３・１１００）でも相談を受け
付けます
●八王子年金事務所～国民年金保険
料の一部免除が承認された皆さんへ
　国民年金保険料の免除申請を行
い、４分の１・半額・４分の３の免除が
承認された場合、残りの納付すべき
保険料納付書が送付されますので、
期限内に銀行・郵便局・コンビニエン
スストア等で納めて下さい。この保
険料を納めることにより、一部免除
が承認された期間は、老齢・障害・遺
族基礎年金の受給資格期間に含ま
れ、老齢基礎年金額にも反映されま
す。期限内に納められなかった場合
は、未納期間となり、受給資格期間に
含まれませんので、納め忘れのない
ようご注意下さい問同事務所☎０４２
・６２６・３５１１
●八王子都税事務所～自動車税の減
免更新申立書の提出をお忘れなく！
　自動車税の減免を受けている自動
車の利用状況を確認するため、９月

２８日に「自動車税減免の更新手続き
について」をお送りしています。自動
車税の減免を継続するために必要な
手続きですので、同封の「減免更新申
立書」に必要事項を記入し、１０月３１
日までに提出して下さい。提出がな
い場合は、減免が受けられなくなり
ますのでご注意下さい問東京都自動
車税コールセンター☎０３・３５２５・
４０６６（月～金曜日の午前９時～午後
５時）
●町田商工会議所～講習会「採用か
ら退職までの労働法の基礎」
対経営者等日１０月１８日午後２時～４
時場同会議所申電話で同会議所（☎
７２２・５９５７）へ
●町田市シルバー人材センター～入
会説明会
対市内在住の６０歳以上で、健康で働
く意欲のある方／趣旨に賛同のう
え、会員になっていただきます日１０
月９日、１１月１２日、午後１時３０分か
ら場わくわくプラザ町田３階講習室
問同センター☎７２３・２１４７
●東京都労働相談情報センター～街
頭労働相談
　賃金・労働時間・休日休暇・労働保
険など労働条件に関することや、労
使間のトラブル等の相談に応じます
協力行政機関立川労働基準監督署、
立川公共職業安定所、立川年金事務
所、昭島市、多摩職業能力開発センタ
ー、東京しごとセンター多摩日１０月
１９日午前１１時３０分～午後３時（荒
天中止）／協力行政機関の相談員へ
の相談は正午～午後３時場ＪＲ青梅線

昭島駅北口駅前、モリタウン光の広
場（昭島市田中町５６２－１）問東京都
労働相談情報センター☎０４２・３２３
・８５１１
●東京労働局～東京都最低賃金改正
のお知らせ
　東京都最低賃金（地域別最低賃金）
は、１０月１日から時間額９８５円に改
正されました。都内のすべての事業
場及び同事業場で働くすべての労働
者（都内の事業場に派遣中の労働者
を含む）に適用されます。詳細はお問
い合わせを問同局労働基準部賃金課
☎０３・３５１２・１６１４、東京働き方改
革推進支援センター（ワン・ストップ
無料相談窓口）錆０１２０・６６２・５５６
●東京都水道局～音声コード付き文
書で使用水量や水道料金等をご案内
　同局では、水道使用量等のお知ら
せや請求書等の内容を音声コード付
き文書でご案内するサービスを行っ
ています対給水契約者で希望する方
／詳細はお問い合わせを問同局多摩
お客さまセンター☎０５７０・０９１・
１０１（ナビダイヤル）、または☎０４２
・５４８・５１１０（受付時間＝日曜日、祝
休日を除く午前８時３０分～午後８
時）返０４２・５４８・５１１５
●（一社）東京バス協会～東京都シル
バーパス新規購入のご案内
　７０歳以上の都民の方は、都内を運
行している民営バス等を利用できる
「東京都シルバーパス（平成３１年９月
３０日まで有効）」を購入することが
できます（毎年９月に更新が必要）。
対・費７０歳以上の都民の方（寝たき

りの方を除く）で、①住民税が課税で
前年の合計所得金額が１２５万円を超
える方＝２万５１０円②住民税が非課
税または前年の合計所得金額（長期
譲渡所得または短期譲渡所得に係る
特別控除の適用がある場合は、合計
所得金額から特別控除額を控除して
得た額）が１２５万円以下の方＝
１０００円申住所・氏名・生年月日を確
認できる書類と、②は所得が確認で
きる書類（住民税課税非課税証明書
等）をお持ちのうえ、直接神奈川中央
交通町田営業所・町田駅前サービス
センター・町田ターミナルサービス
センター等の都内シルバーパス取扱
窓口へ（必要書類に不足がある場合
は手続きできません）／特別控除の
適用がある場合は、必要書類が異な
る場合がありますので、お問い合わ
せ下さい問同協会シルバーパス専用
電話☎０３・５３０８・６９５０（受付時間
＝土・日曜日、祝休日を除く午前９時
～午後５時）
●中小企業退職金共済事業本部～中
小企業退職金共済（中退共）制度のご
案内
　同共済制度は、中小企業の事業主
が、従業員の退職金を計画的に準備
できる国の退職金制度です。有利な
国の掛金助成や、税法上の優遇も受
けられ手数料もかかりません。家族
従業員やパートタイマーも加入でき
ます／詳細は同共済ホームページを
参照問同共済事業本部☎０３・６９０７
・１２３４

情報コーナー

となりの
まちから
相模原市

　「はやぶさの故
ふるさと

郷」をテーマに、相模原市を全国にＰＲするイベントを開
催します。
日１０月２０日㈯、２１日㈰、午前１０時～午後５時
場相模総合補給廠

しょう

一部返還地（ＪＲ横浜線相模原駅北口から徒歩約５分）
内さがみはらぁ麺グランプリ、マスコットキャラクター「さがみん」のハ
ロウィンファッションショー、パラスポーツのトークショー・体験会等
※詳細は、潤水都市さがみはらフェスタ公式ホームページをご覧下さい。
問相模原市コールセンター☎７７０・７７７７（受付時間＝午前８時～午後９時）

名　称 対　象 日　時 申し込み等
①法律相談 市内在住の方 月～金曜日 相談時間はお問い合わせ下さい 前週の金曜日から電話で予約

電話で市民相談室
（☎７２４・２１０２）へ

②交通事故相談 １０日㈬ 午後１時３０分～４時 相談日の１週間前から電話で予約
③人権身の上相談(人権侵害などの問題）

市内在住の方

５日、１２日㈮ 午後１時３０分～４時 電話予約制（随時）
④国税相談 ２日㈫

午後１時３０分～４時 電話予約制（次回分まで受け付け）
⑤不動産相談 ９日㈫
⑥登記相談 ４日㈭
⑦行政手続相談 １１日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 ３日㈬
⑨少年相談 ９日㈫ 午前９時～午後４時 事前に電話で八王子少年センター（☎０４２・6７９・１０８２）へ
⑩国の行政相談 ２日㈫ 午後１時３０分～４時 直接市民相談室（市庁舎１階）へ⑪建築・耐震相談 ３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･LGBT等） 市内在住、在勤、在学の方 月～土曜日 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〕）

電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎７２１・４８４２）へ
※法律相談有り＝要予約

⑬空家に関する相談窓口（弁護士
・宅地建物取引士）

市内に空家を所有の方、市内
在住で今後空家になるおそ
れのある家屋を所有の方

９日㈫ 午前９時～正午（相談時間は５０分）
前週の水曜日午後４時までに、電話で住宅課（☎７２４・４２6９）へ
※第２・４月曜日（祝休日の場合は火曜日）に実施／第４月曜日は
税理士も同席

各種相談①～⑫は、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

暮らしに関する相談
市HP 暮らしに関する相談 検索
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産業政策課☎724・3296・日 場 問10月10日㈬、午後4時～11時＝金森湯（☎796・5926）、午後2時～11時＝大蔵湯（☎723・5664）

●ひなた村☎７２２・５７３６
【①ひなた村シアター】
日１０月２７日㈯午前１０時３０分～１１
時３０分場ひなた村第１レクリエーシ
ョンルーム内「くずの葉ぎつね」「く
まと車掌」「小さなバイキングビッケ
～世界で最初の消防隊～」
【②糸のこ教室】
　初心者も歓迎です対市内在住、在
勤、在学の小学２年生～１８歳の方（小
学２年生は保護者同伴）日１０月２０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定１０人（申
し込み順）費３００円（糸のこ１台につ
き）
【③ひなた村科学クラブ“ぷち”～音
ってなんだ？】
対市内在住、在学、在園の５歳～小学
生とその保護者（小学生は子どもの
みの参加も可）日１０月２８日㈰午前
１０時～正午講まちだ実験し隊定２０
人（申し込み順）費３００円
【④ピザ窯講習会】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日１１月３日㈷午前１０時～午後３

時内ドラム缶ピザ窯の使い方を学ぶ
（受講者に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
【⑤一輪車でスイスイスイ】
対市内在住、在学の全回参加できる
小学２～６年生の初心者日１１月１０日
～２０１９年３月２日の原則月２回土曜
日、午後１時３０分～３時３０分、全９回
講（公社）日本一輪車協会公認指導員
・遠藤武氏定２０人（初参加者を優先
のうえ、抽選）
【⑥ひなた村子どもチャレンジフェ
スティバル】
　町田市少年少女発明クラブのほ
か、市内の８団体・個人が実行委員会
方式で「まちだ○

まる

ごと大作戦１８－
２０」の一環として実施します日１０
月２１日㈰午前９時３０分～午後４時場
ひなた村内たまご落としコンテス
ト、子どものための防災イベント、町
田市の名産品の紹介と販売、町田市
制６０周年クイズ等
○たまご落としコンテスト参加者募集
　ひなた村の橋の上から落としても

卵が割れない作品を作って競う大会
です／卵が割れない作品を作った方
には賞状を授与します対市内在住、
在学の小学２年生～中学生内支給さ
れた材料（紙等）で卵を入れる作品を
作る定１００人（抽選）

◇
申①直接会場へ②③④１０月１日午前
１０時から電話でひなた村へ⑤往復
ハガキに講座名・住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・学校名・学年・一輪車
の有無、返信用にも宛先を明記し、
１０月１５日まで（必着）にひなた村
（〒１９４－００３２、本町田２８６３）へ⑥
直接会場へ／たまご落としコンテス
ト参加希望者は、ハガキに住所・氏名
（ふりがな）・電話番号・性別・学校名
・学年を明記し、１０月１０日まで（消
印有効）にひなた村子どもチャレン
ジフェスティバル実行委員会事務局
（〒１９４－００３２、本町田２８６３、町田
市少年少女発明クラブ内、☎７２８・
１５０４）へ／②は、１０月１３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
【森林体験塾Ⅰ】
対市内在住、在学の小・中学生の親子
日１０月２８日㈰午前１０時～午後３時
／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場同セン
ター内山林整備や木工作を通して里
山暮らしを学ぶ講大戸源流森の会定
３０人（申し込み順）費１人４００円申
１０月１日午前９時から電話で同セン
ターへ
●文化振興課☎７２４・２１８４
【町田市文化プログラム～小学生向け
水彩画ワークショップ　秋を描こう！】
対小学生日１１月３日㈷午前１０時～
午後０時３０分場生涯学習センター内
水彩絵の具を使って秋のモチーフを
描く／額にも自分で色付けし、描い
た絵を入れて持ち帰ることができま
す講アトリエ一番坂・林絵美氏定１５
人（申し込み順）費５００円申１０月３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
１８１００３Ｂ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。

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 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１
２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
３日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
４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
５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
６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

７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、
小児科 とくとみ内科消化器科医院 ☎７２９・１６１６ 南成瀬１-１９-４

内科 川口内科クリニック ☎７２５・６２０６ 中町１-３０-２４
内科 西村内科 ☎７９３・２６７７ 根岸２-３３-３

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
町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７
多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

８日㈷

午前９時～午後５時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎７１０・０９２７ 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 成田クリニック ☎７９５・１２８１ 成瀬が丘２-２３-１６
内科 たまがわ医院 ☎７２０・３８８８ 玉川学園４-１６-４０
内科 南東京ハートクリニック ☎７８９・８１００ 木曽西２-１８-１２

午前９時～翌朝９時
内科系 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

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

９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
１０日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
１１日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
１２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
１３日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

１４日㈰

午前９時～午後５時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎７１０・０９２７ 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 大村内科医院 ☎７２１・２００１ 成瀬台３-８-４
内科 増子クリニック ☎７３５・１４９９ 能ヶ谷７-１１-５
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 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

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

●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

小
田
急
線

至
旭
町

至町田

町田街道

福祉会館前

至
金
森

健康福祉
会館

コンビニ

健康福祉会館 原町田5-8-21

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時～
午後5時）、7日＝まちだ耳鼻咽喉科（☎
794・6108、木曽西2-17-26）、8日＝川
野医院（☎726・7673、森野1-11-9）、
14日＝あいの耳鼻咽喉科医院（☎725・
1108、木曽町499-15）

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

または☎042・521・2323

小児救急相談 子供の健康相談室（東京都）☎月～金曜日　午後６時～午後11時
土・日曜日・祝休日・年末年始　午前９時～午後11時

＃＃８８００００００
または☎03・5285・8898
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市内最高齢者を市長
が訪問

　敬老の日に先立つ９月１３日、市長が市内の高齢者
お二人に記念品を贈呈し、長寿をお祝いしました。
　６年連続で市内最高齢となられた浅沼キミさん
は、明治３８年生まれの１１２歳です。市長が花束と記
念品を手渡すと、うれしそうに受け取られました。
　男性最高齢の蓮見勝さんは、大正３年生まれの
１０４歳です。コーヒーがお好きで、市長の「長生きの
秘

ひ

訣
けつ

ですね」という言葉に笑ってうなずかれました。
　当日はお二人とも楽しい時間を過ごされました。

　市内の道路や公園など不特定多数の人が通行し、国や地
方公共団体が管理する場所に面する、一定の高さ以上のブ
ロック塀等の撤去工事に関する助成制度の受け付けを１０
月１日から開始します。
　制度の詳細は、住宅課へお問い合わせいただくか、町田市
ホームページをご覧下さい。
助成額実際に撤去に要する費用と基準額（撤去部分の横幅
１ｍあたり６０００円）のうち、低い額とし、１件あたりの上限
は３０万円です。なお、既に契約や着工している工事につい
ては助成の対象外です。

　市では、多年にわたり町内会・自治会連合会
副会長、町内会・自治会の代表として地域振興
や地域社会の発展、社会奉仕活動に尽力され
２０１７年度をもって退任された４３人の方々
に、感謝状を贈呈しました。

　時代行列や砲術、流
や ぶ さ め

鏑馬などの
演武をお楽しみ下さい。
※小雨実施。

【時代行列】
　午前１１時から（コース＝ぽっぽ
町田～原町田中央通り～一番街～
パークアベニュー～文学館通り～
町田街道～芹ヶ谷公園）

【時代行列の参加者募集】
◯集え！現代の鎌倉武士
　本格的な時代衣装に身を包み、
町田の街を歩きませんか。
参加費甲

かっ

冑
ちゅう

３万円、直
ひた

垂
たれ

１万円、着
物５０００円／昼食付き
※事前講習会への参加が必要です。
◯「和装」をテーマとしたコスプレ
イヤーも歓迎です

　時代行列に参加し、芹ヶ谷公園
内では撮影会を実施します。
定１００人（先着順）
参加費２０００円
※行列と行動を共にし、コスプレ
イヤーの撮影を主目的として来場
する方はカメラ登録を行って下さ
い。また、会場内での三脚を使用し
た撮影も登録が必要となる場合が
あります。詳細はお問い合わせ下
さい。登録料は２０００円です。撮影
証をお渡しします。

◇
申１０月１５日（カメラ登録は２５日）
までに電話で町田時代祭り実行委
員会へ。

【芹ヶ谷公園での催し】
開会式＝正午から
砲術＝午後０時４５分から
古武術演武＝午後１時１０分から
居合抜刀＝午後１時４０分から
流鏑馬＝午後２時２０分から
※ペットを連れての来場はできま
せん。花火、無人航空機（ドローン）
の持ち込みはご遠慮下さい。

長寿をお祝いしました！
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

１０月１日から受け付けを開始します
ブロック塀等撤去事業助成金

� �問住宅課☎７２４・４２６９

町内会・自治会連合会副会長退任者及び町内会・自治会代表退任者に

感謝状を贈呈しました
問市民協働推進課☎７２４・４３５８

◆◆◆ １０月２８日㈰午前１１時～午後４時 ◆◆◆

町田時代祭り2018
問町田時代祭り実行委員会☎７２４・１９５１、町田市観光まちづくり課
☎７２４・２１２８

みつはしちかこ展
－恋と、まんがと、青春と

問町田市民文学館☎７３９・３４２０

「紅葉の中から」
ⓒＣｈｉｋａｋｏ Ｍｉｔｓｕｈａｓｈｉ

詐欺業者にご注意を！
　助成金に便乗した悪徳商法や詐欺にご注意下さい。怪
しいと感じたら、まずは住宅課へお問い合わせ下さい。

市内女性最高齢・浅沼キミさん

市内男性最高齢・蓮見勝さん

ブロック塀等１ｍ超

0.6ｍ超

１ｍ超

前面道路等の
地盤面

ブロック塀等

前面道路等の
地盤面

塀の天端まで 塀の天端まで

＜助成の対象となるブロック塀等＞

　１９７２年から３７年間、家族と共に玉川学園に暮ら
した漫画家・みつはしちかこ氏の展覧会を開催しま
す。小さなチッチとのっぽのサリーが登場する初恋
漫画「小さな恋のものがたり」や、家庭漫画「ハーイあ
っこです」など、心温まるみつはしワールドをお楽し
み下さい。
会期１０月２０日㈯～１２月２４日（振休）、午前１０時～午後５時
休館日毎週月曜日（ただし、１２月２４日は開館）、第２木曜日
場同館２階展示室
観覧料一般４００円、大学生・６５歳以上２００円（高校生以下無料）

【①対談～超私的四コマ漫画論－し
りあがり寿氏の場合】
　現在、朝日新聞夕刊に四コマ漫画
「地球防衛家のヒトビト」を連載中の
しりあがり寿氏と文芸評論家・仲俣
暁生氏の対談を開催します。
日１１月１１日㈰午後２時～３時３０分
定７０人（申し込み順）

【②鼎
てい

談
だん

＆茶話会～〈かわいい〉のそ
の先に－７０年代・８０年代少女漫画
序説】
　あきるの市の「少女まんが館」館主
である、中野純氏・大井夏代氏と、早

稲田大学助教で「かわいい文化」につ
いて教

きょう

鞭
べん

を執るトミヤマユキコ氏の
鼎談と茶話会です。みつはしちかこ
氏の作品について語るとともに、茶
話会では、参加者の皆さんからもお
話を伺います。
日１１月２３日㈷午後１時～４時３０分
定５０人（申し込み順）

◇
申①１０月３日正午～１１月８日②１０月
１７日正午～１１月２０日に、イベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード①１８１００３Ｃ②１８１０１７Ｃへ。

関連イベント  

・�コンクリートブロック塀、組立式コンクリート塀（万年
塀）、石積・レンガ積の塀等
・�前面の道路等の地盤面からの高さが１ｍを超えるもの、
かつ、ブロック塀等の部分の高さが０．６ｍを超えるもの
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