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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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● 市の死因第１位は「がん（悪性新生物）」です

● 日本人女性の11人に１人が乳がんにかかると言われています
※出典／国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」

● 乳がんは早期発見で95％以上が治癒します
※出典／全がん協加盟施設の生存率共同調査（2006〜2008年全症例）

● 昨年度は7609人が町田市の乳がん検診を受けています
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がん予防については２面へ
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健康増進トレーニング体験会
ASVペスカドーラ町田

　プロフットサルのチームトレーナーが、
体幹トレーニングを教えます。

簡単健康チェック！
　さまざまな測定機器
で、体脂肪率・骨量・血
管年齢などをチェック
します。

がんを知る展
　がんに関するパネルや映像、がん模型を
使って、最新情報を紹介します。

検 索市HP 健康フェア

オス
スメ

総合健康づくりフェア
今日から行動、もっと健康

　子どもから高齢者まで参加できます。測
定・体験・相談を通して、自分に合った健康
づくりのヒントを得ることができます。

日 �11月11日（日）午前10時～午後3時
30分（開会式は午前９時４５分から）

場�ぽっぽ町田
問�健康推進課☎72４・４236

がん検診を受けよう、がんを予防しよう。

　市では、がん検診受診率の向上及び生活習慣病の予防促進に向けて、製薬会社が持つ病気に関する知見を生かすた
め、10月1日に協和発酵キリン(株)東京支店、中外製薬（株）とそれぞれ協定を締結しました。今後、講演会・イベントへ
のご協力をいただき、民間企業のノウハウを活用した取り組みを実施していきます。

　「健康づくりに向けた包括的連携に関する協定」を締結

　誰でもがんになる可能性があります。まずは、がん検診を受けて、がんを発症していないか確認することから始めましょう。また、がんの予防は
健康習慣の実践でできることがたくさんあります。さらに、イベントでがんや健康づくり、食生活の改善に関する知識を学ぶこともできます。

問健康推進課☎72５・５178（ただし、総合健康づくりフェアと町田市食育フェアを除く）

　がん検診を受けて早期発見・適切な治療を行うこと
や、がんの原因となる感染を確認することが大切です。
勤務先等で受ける機会のない方は、市のがん検診を少
ない自己負担で受けることができます。

　がん検診で早期発見！

　日ごろの生活習慣
を改善しましょう。

　5つの健康習慣を実践することでがんになるリスクが低くなります！
禁煙する1 3 食生活を

見直す
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※201９年3月31日時点の年齢

検診種類 乳がん検診 子宮頸がん
検診 大腸がん検診 胃がんリスク検診

(ABC検診）
前立腺がん
検診

対象※ 40 歳以上の女性
で偶数年齢の方

20 歳以上の
女性 40 歳以上の方 35 歳以上で 

初めて受ける方
50 ～ 70 歳

の男性

内容 マンモグラフィ
（乳房エックス線検査）

視診、内診、
細胞診

免疫便潜血検査
2 日法 血液検査 血液検査

期間 2019 年 3 月 31 日まで 2019 年 2 月 28 日まで 2019 年 3 月 31 日まで

自己負担金 2000 円 1000円 800円 800円 1000円
受診方法 実施医療機関に直接申し込み

イベントをきっかけに健康づくり、食生活の改善
出典／国立がん研究センターがん情報サービス

　東京都と共催
です。ブース出
展では、乳がん
視触診モデルの
体験、大腸がん
クイズラリー等
があります。
　また、専門医による講演や乳がん経
験者を交えたトークショーも行いま
す。会場をご覧になった方には、グッズ
（上記写真）をプレゼントします。

乳がん予防月間
ピンクリボン
in東京・町田市2018

日��10月28日（日）�
午前10時～午後1時30分

場��町田市民フォーラム3階ホール・�
視聴覚室

市庁舎をピンクにライトアップ！
　10月の毎週水曜日、午後6時30分～
９時

金森図書館で特集コーナー開設！
　10月31日まで、がん関連図書を紹介

市HP ピンクリボン 検 索

町田市食育フェア
　「食育」をテーマに、普段の食生活に役立
つ知識などを体験しながら身に着けること
ができます。講演や試食・体験ブースなど、
家族みんなで参加できます。

日�11月11日（日）午前10時～午後3時
場�町田市民フォーラム3階
問�保健予防課☎722・7９９6

いいことふくらむ　まちだすいとん
　町田産の野菜を使った「まちだすいとん」
を300食（先着順）提供します。
時間�午前11時から（無くなり次第終了）

親子で知ろう　食育体験
　減塩を考えただしのとり方を学んで、試
飲します。

検 索市HP 食育フェア

講演会「忙しい人のための
野菜をおいしく食べきる方法」
　野菜ソムリエの大江加代氏による講演です。
おいしい野菜ポタージュの試食もあります。
時間午後1時～2時30分　定180人（申し
込み順）　申10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181016Dへ。
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　実施医療機関等の詳細は、町田市
ホームページ（右記QRコード）をご
覧いただくか、市役所代表（☎722・
3111）へお問い合わせ下さい。
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募　集募　集
小 規 模 保 育 園 職 員
　詳細は各事業者へお問い合わせ下
さい。
○（仮称）東平ひなぎく保育園（☎
７３６・２２７６）＝保育士（常勤・非常
勤）、幼稚園教諭（常勤・非常勤）、看護
師（常勤・非常勤）、調理員（常勤・非常
勤）、栄養士（常勤・非常勤）
〇（仮称）東平なでしこ保育園（☎
７３６・２２７６）＝保育士（常勤・非常
勤）、幼稚園教諭（常勤・非常勤）
〇（仮称）つながりづくり・原町田（☎
０８０・９２８８・２４２５）＝保育士（常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８

お知らせお知らせ
ご覧（縦覧）いただけます
都 市 計 画 案

【町田都市計画生産緑地地区の変更】
　都市計画法第１７条に基づく縦覧
で、期間中、住民及び利害関係人は、
都市計画の案について、意見書を提
出することができます。
対住民及び利害関係人
縦覧期間１０月１７日㈬～３１日㈬の午
前８時３０分～午後５時（土・日曜日を
除く）
場都市政策課（市庁舎８階）
意見書の提出１０月３１日まで（必着）
に直接または郵送で都市政策課（市

庁舎８階、〒１９４－８５２０、森野２－２
－２２）へ。
問都市政策課☎７２４・４２４７
行政書士による
暮らしの手続き無料相談会
　遺言書の作成や相続手続き、成年
後見制度や高齢者の財産管理、仕事
に関する許認可申請、外国人のビザ
関係等について行政書士が秘密厳守
で相談に応じます。
日１０月２２日㈪午前９時３０分～午後
３時３０分
場忠生市民センター１階第１会議室
問市民相談室☎７２４・２１０２
駅前放置自転車クリーンキャンペー
ン
放置ゼロ　キレイな街で
お も て な し
　１０月２２日㈪～３１日㈬に、東京都
及び近隣３県（埼玉県・千葉県・神奈
川県）及び５政令指定都市（千葉市・
さいたま市・横浜市・川崎市・相模原
市）で、一斉に「駅前放置自転車クリ
ーンキャンペーン」を実施します。
【放置自転車の状況】
　町田駅周辺の放置自転車は、年々
減少していますが、土・日曜日を中心
に放置されています。昨年度の放置
自転車及び放置バイクの撤去台数
は、自転車３６６０台、バイク３１９台で
合計３９７９台に上っています。
　「ちょっとの時間だから」「他にも
止めている自転車がある」等の軽い
気持ちが、多くの放置自転車・バイク

を生み出す状況を作りだし、商業施
設や路地に置かれ、歩行者の通行を
阻害し、街の環境悪化の原因となっ
ています。
【道路は歩行するため、通行するため
の施設です】
　歩道などに放置された自転車・バ
イクは、歩行者の安全な通行への支
障となり、街の美観も損ないます。
　また、火災発生時など緊急車両の
通行や、災害時の避難・救助活動の妨
げになり、大きな事故につながる要
因にもなります。
【撤去活動を強化します】

　キャンペーン期間中は、放置自転
車の問題を広く周知するため、放置
自転車の撤去・移送活動を強化しま
す。広報車によるＰＲのほか、駅周辺
の放置が多く見られる場所でチラシ
を配布し、自転車駐車場への駐車と、
放置状況の防止を呼び掛けます。
　安全で安心できる住みよい街づく
りのため、自転車やバイクを利用す
る際には、交通マナーを守り、決めら
れた場所に駐車していただきますよ
う、ご協力をお願いします。
問道路管理課☎７２４・３２５７

■問納税課　724・212110月は、「市・都民税」と「国民健康保険税」の納付月です ☎☎納付はお済みですか？

南収集事務所は１１月２４日で閉館します
問おむつ袋・ボランティア袋について＝３Ｒ推進課庶務係☎７９７・７１１１、
回収拠点、リサイクル広場について＝３Ｒ推進課推進係☎７９７・０５３０

　おむつ袋・ボランティア袋の配
付窓口、小型家電や白色発泡トレ
イ等の回収拠点、月１回のリサイ
クル広場の会場として使用してき
た南収集事務所（南町田３－３７－
５０）は、１１月２４日㈯をもって閉館
します。これまでのご利用ありが
とうございました。
　閉館後は建物を解体し、更地に
して土地所有者に返還します。解
体工事中、近隣住民の皆さんには
ご迷惑をおかけしますが、ご理解
いただきますようお願いします。
※１１月２１日㈬開催のリサイクル広
場は、荒天中止の場合、順延はあり
ません。
【南収集事務所近くの窓口】

○おむつ袋・ボランティア袋配付
窓口＝南町田駅前連絡所、南市民
センター
○白色発泡トレイ、紙パック・ペッ
トボトル、小型家電・携帯電話、イ
ンクカートリッジの回収拠点＝南
市民センター、東急ストア南町田
店（鶴間３－２－７、発泡トレイ〔色
付きも可〕・紙パック・ペットボト
ルのみ）
○リサイクル広場＝成瀬クリーン
センター
※毎月第１土曜日に開催（祝日、年
末年始を除く）。
※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。

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１４１

　月が替わって、朝夕はめっきり涼
しくなりました。
　ヒガンバナの長い花茎が地面に伏
すのと引き換えに、隣近所の庭先か
らキンモクセイの甘い香りが漂うよ
うになりました。田んぼの稲刈りも
進んで、毎朝の散歩でも日一日と秋
らしさを実感しています。
　日ごろは忘れていても、花の季節
にその存在を知るという経験がよく
あります。桜も、公園や街道の桜並木
は別としても、花の季節だけ「ああ、
ここにも桜の木があったんだ」と気
がつく。キンモクセイも、あの香りで
「ああ、ここにもあったんだ」と気が
つきますが、何日かして、地面に山吹
色の彩りを添えた後は、また来年ま
で、その存在を忘れている、そんな花
木のひとつです。
　さて、最近のニュースでは、ＦＣ町
田ゼルビアのこれからが話題になっ
ています。
　先日、新しく資本参加を決定した、
株式会社サイバーエージェントの藤
田晋社長にお会いする機会がありま
した。
　今月中に、第三者割り当て増資の
１１．４８億円の株式を取得する予定と
いうことで、現在の大友社長らは継
続して運営に当たるとのことです。
藤田氏は、学生時代は町田に遊びに
来ていたようで、なじみのある町だ

と話していました。また、Ｊ１への昇
格をめざし、町田のＰＲにも貢献した
いと抱負を述べていました。
　町田市は、Ｊリーグ基準の観客席数
に不足がある現在の競技場につい
て、観客席の増設を計画していて、現
在、５０００席増設工事の実施設計中
であり、２０１９年秋には建築工事に
入る予定です。また、その前に、この
秋にも、増設スタンドの建設場所の
土地造成工事に着工する予定です。
　ＦＣ町田ゼルビアの本拠地である
野津田の陸上競技場は、２００９年度
の照明塔設置を始め、すでに１０年近
く施設整備・改修をしてきています。
そのほかにも、交通アクセスの改善
方策などさまざまな課題があります
が、一つ一つ解決し、環境整備をして
いくことで、見る人にもプレーをす
る選手にも快適な野津田スタジアム
を作っていきたいと思います。

ＦＣ町田ゼルビアへの資本参加を決定した
㈱サイバーエージェント藤田社長

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
町田市街づく
り審査会

１０月２２日 ㈪
午後３時～４時

市 庁 舎５階
会議室５－３

５人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づくり課
（☎７２４・４２６７）へ

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
（仮称）町田市産業振興計画19－28（素案）

問産業政策課☎７24・2１2９
　「町田市新・産業振興計画」の計画期間が２０１９年３月で満了となること
に伴い、１０年後の将来の変化を見据え、今後も市内産業の発展や、ビジネ
スをする場・働く場として「選ばれる都市」であり続けるために、「（仮称）
町田市産業振興計画１９－２８」を策定します。
【概要】
○計画期間　２０１９年度～２０２８年度
○基本理念　「ビジネスに、働く人に、心地よいまち」
○構成　本計画の概要／本市の産業をめぐる現状と課題／本計画の目指
すべき将来像／本計画における取り組みの方向性／計画の推進に向けて
○募集期間　１１月１５日㈭まで
○資料の閲覧・配布　計画（素案）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（各窓口で開庁日・時
間が異なります）。
　産業政策課（市庁舎９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）、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、町田商工会議所、町田新産
業創造センター、町田市勤労者福祉サービスセンター
○意見等の提出方法　郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、または産業政策課ほか、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　産業政策課（〒１９４-８５２０、森野２－２－２２、市庁舎９階、☎７２４
・２１２９返０５０・３１０１・９６１５遍ｍｃｉｔｙ３３９０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）

―注意事項―
○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。
○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。
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お知らせお知らせ
届かない方はご連絡を

就学時健康診断通知書
　来年４月に小学校に入学する児童

（２０１２年４月２日～２０１３年４月１日
生まれのお子さん）の健康診断を、
１１月中に市内各小学校で行います。
　対象の方には、通知書を１０月５日
頃に届くようお送りしました。まだ
届いていない方はご連絡下さい。
問保健給食課☎７２４・２１７７

民生委員・児童委員に 
異 動 が あ り ま し た

　次の地区・地域を担当していた民
生委員・児童委員が退任されました。
地区・地域南第一・つくし野４丁目全域
問福祉総務課☎７２４・２５３７
住宅改修に伴う固定資産税（家屋）の

減 額 制 度
　一定の要件を満たす住宅の改修工
事を行った場合、固定資産税を減額
します。
※工事が完了した日から３か月以内
に申告して下さい。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。

【耐震改修】
対１９８２年１月１日以前に建築された
住宅を、現行の耐震基準に適合させ
るよう改修工事（工事費用が５０万円
を超えるもの）を行ったもの
内１戸当たり床面積１２０㎡相当分を
上限として、固定資産税額の２分の１

を減額
※長期優良住宅の認定を受けて改修
された場合は３分の２を減額（２０１８
年１月１日～２０２０年３月３１日の間の
改修工事が対象）
減額期間２０１８年１月１日～２０２０年
３月３１日に工事が完了した場合＝改
修工事が完了した年の翌年度１年度
分（ただし、建築物の耐震改修の促進
に関する法律に規定する通行障害既
存耐震不適格建築物に該当する場合
は翌年度から２年度分）
※市から補助金が出ている耐震工事
を行っていても、「簡易耐震工事」の
場合は改修工事に必要な要件・基準
を満たさないため、軽減措置の対象
外です。

【バリアフリー改修】
対新築された日から１０年以上を経
過した住宅（賃貸住宅を除く）で、一
定の要件を満たすバリアフリー改修
工事（補助金等を除く工事費用が
５０万円を超えるもの）を行ったもの
内１戸当たり床面積１００㎡相当分を
上限として、固定資産税額の３分の１
を減額
減額期間２０２０年３月３１日までに工
事が完了した場合＝改修工事が完了
した年の翌年度１年度分

【省エネ改修】
対２００８年１月１日以前に建築された
住宅（賃貸住宅を除く）で、一定の要
件を満たす省エネ改修工事（窓の断
熱改修工事必須・補助金等を除く工
事費用が５０万円を超えるもの）を行
ったもの
内１戸当たり床面積１２０㎡相当分を
上限として、固定資産税額の３分の１

を減額
※長期優良住宅の認定を受けて改修
された場合は３分の２を減額（２０１８
年１月１日～２０２０年３月３１日の間の
改修工事が対象）
減額期間２０２０年３月３１日までに工
事が完了した場合＝改修工事が完了
した年の翌年度１年度分
※バリアフリー改修及び省エネ改修
に伴う減額は、おのおのの申告によ
り同時に適用されますが、耐震改修
を行った住宅に係る減額制度と同時
には適用されません。
問資産税課☎７２４・２１１８
１０月１５日㈪～２１日㈰は

違 反 建 築 防 止 週 間
　１０月１８日㈭には、建築工事に対
する一斉公開パトロールを行いま
す。工事は適法に行いましょう。
　また、既存の建物・エレベーター・
塀を適法な状態で維持し、災害に強
いまちづくりを進めましょう。
問建築開発審査課☎７２４・４２６８

催し・講座催し・講座
開催します

観光まちづくりシンポジウム
　なぜ町田市で観光に取り組むの
か、観光まちづくりとは何か。「町田
の観光」について皆さんと共に考え
ます。
日１１月７日㈬午後６時３０分～８時３０分
場生涯学習センター
内講演、パネルディスカッション
講首都大学東京教授・川原晋氏
定１２０人（申し込み順）

申１１月４日までにイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード１８１００２Ｈへ。
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８

町田産新鮮野菜の販売
【１１月の日曜朝市】
日１１月４日㈰午前７時～８時（売り切
れ次第終了）
場教育センター駐車場
問農業振興課☎７２４・２１６６

鶴見川源流植樹ウォーキング
　鶴見川源流保水の森をガイドと共
に探訪し（アップダウン有り）、講話
や植樹体験も行います（小雨実施、荒
天時は小山田桜台集会所で講話のみ
実施）。
※長袖長ズボン、しっかりした靴（長
靴・軽登山靴）でおいで下さい。
対小学生以上の方（小学生は保護者
同伴）
日１０月２８日㈰午後１時～３時３０分、
集合は上小山田みつやせせらぎ公園
丸池（小山田バス停から徒歩１分）
講慶應義塾大学名誉教授・岸由二氏
定２０人（申し込み順）
持ち物帽子、軍手、雨具
申参加者全員の住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・年齢・性別を明記し、
ハガキ、ＦＡＸまたはＥメールで、１０月
２３日まで（必着）に、（特）鶴見川源流
ネットワーク事務局（〒１９４－０２０４、
小山田桜台２－４－１４－１０５、返８６０
・０８３０遍ｇｅｎｒｙｕｔｏｕｒ２０１８＠ｏｆｆｉｃｅ．
ｅｍａｉｌ．ｎｅ．ｊｐ）へ（鶴見川源流ネットワ
ークホームページで申し込みも可）。
問同事務局☎７９８・２６９３、町田市農
業振興課☎７２４・２１６４

町田市仕事と家庭の両立推進企業賞

社員思いの事業所を探しています！
問男女平等推進センター☎７２３・２９０８

　市では、社員が働きやすい取り
組みをしている企業・事業所を「町
田市仕事と家庭の両立推進企業
賞」として表彰しています。
　以下のような取り組みを行って
いる企業・事業所は、自薦・他薦を
問わず奮ってご応募下さい。
○子育て・介護をしている従業員
のための工夫をしている
○社員が離職しないための工夫を
している
○女性を積極的に登用している

対市内の企業及び事業所で、取り
組みが市内で実施されていること
申応募用紙（町田市ホームページ
でダウンロード）に記入し、直接、
郵送、ＦＡＸまたはＥメールで男女
平 等 推 進 セ ン タ ー（ 〒１９４－
００１３、原町田４－９－８、町田市民
フォーラム３階、返７２３・２９４６遍
ｍｃｉｔｙ２４１０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋ
ｙｏ．ｊｐ）へ（随時募集）。
市HP 社員思い  検索

１１月１日　緊急地震速報訓練の実施
問防災課☎７２４・３２１８

　総務省消防庁から発信されるＪ
アラート（全国瞬時警報システム）
を使用した緊急地震速報訓練を実
施します。この訓練は、地震が発生
した際にＪアラートが情報を受け
取り、自動で町田市防災行政無線
屋外スピーカーから市内全域に放
送されることを確認するもので
す。詳細は町田市ホームページを
ご覧下さい。
日１１月１日㈭午前１０時から
※気象・地震活動の状況により、予
告なく中止となる場合がありま
す。

※Ｊアラートから配信され、自動で
同無線屋外スピーカーから放送す
る情報は下表のとおりです。

国民保護関係
情報

武力攻撃事態における警
報（ゲリラ等による攻撃）
武力攻撃予測事態におけ
る警報（航空攻撃）
弾道ミサイルに係る警報
緊急対処事態における警
報（大規模テロ）

緊急地震速報 推定震度５弱以上のとき
気象警報 大雨特別警報など
火山噴火警報 噴火警戒レベル４以上（避難準備）など
※Jアラート以外にも市庁舎に設置して
いる計測震度計で震度４以上を計測した
場合、自動で同無線屋外スピーカーから
放送されます。

事業所で給与支払事務を担当している方対象　平成30年分　年末調整等説明会及び消費税の軽減税率制度等説明会
　税務署及び市役所では、年末調整の方法並びに法定調書・給与支払報告書の作成
・提出方法等に関する説明会を開催します。なお、税務署から事前にお送りした資
料を当日必ずお持ちのうえ、直接会場へおいで下さい。今年度は、消費税の軽減税
率制度等説明会も併せて開催します。 定各１００人程度（先着順）

※対象地域の説明会に出席できない場合には、他の地域の説明会に出席できます。
※説明会場への車での来場はご遠慮下さい。
※説明会の開始３０分前から、扶養控除等申告書や法定調書などの用紙を配布します。
※給与支払報告書の配布は、左記会場及び市民税課（市庁舎２階）、各市民センター等
で１１月１日から行います。なお、電算機用連続用紙は左記会場及び市民税課のみの配
布となります。
【問い合わせ】
○説明会、源泉所得税関係について
　町田税務署源泉所得税担当☎７２８・７２１１（内線２１５または２９０）
○用紙請求（税務署関係）、法定調書関係について
　町田税務署管理運営部門☎７２８・７２１１（内線５３２または５９９）
○消費税関係について
　町田税務署消費税等担当☎７２８・７２１１（内線２１４）
※自動音声案内で「２」番（税務署）を選択して下さい。なお、年末調整のしかたなど国税
に関する一般的な相談については「１」番を選択し、電話相談センターをご利用下さい。
○用紙請求（市役所関係）、給与支払報告書及び住民税特別徴収について
　町田市市民税課☎７２４・２１１４、２１１５

日　時 会　場 対象地域等

１１月９日㈮

年末調整等説明会
＝午後１時～３時

軽減税率制度等説
明会＝午後３時１５
分～４時

忠生市民センター
相原町・小山ヶ丘・小山田桜台・小山町・上小
山田町・下小山田町・図師町・忠生・常盤町・
根岸・根岸町・矢部町・山崎・山崎町

１１月１３日㈫ 南市民センター 小川・金森・金森東・つくし野・鶴間・成瀬・成
瀬が丘・西成瀬・南つくし野・南成瀬・南町田

１１月１５日㈭ 鶴川市民センター
大蔵町・小野路町・金井・金井町・真光寺・真
光寺町・鶴川・能ヶ谷・野津田町・広袴・広袴
町・三輪町・三輪緑山・薬師台

１１月２０日㈫
町田市民フォーラム

高ヶ坂・中町・成瀬台・原町田・東玉川学園・
南大谷・官公庁

１１月２6日㈪ 旭町・木曽西・木曽東・木曽町・玉川学園・本
町田・森野
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医療安全支援センター講演会
【内科医に教わる患者と医師の良好
コミュニケーション術】
　治療に関する希望や意見、質問の
伝え方等、医療者と上手にコミュニ
ケーションを取る方法についてお話
しいただきます。
※要約筆記があります。
日１１月１４日㈬午後２時３０分～４時
場町田市民フォーラム
講東京医療センター臨床研修科医長
・尾藤誠司医師
定１８０人（申し込み順）
申１０月１６日正午～１１月１１日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード１８１０１６Ｅへ。
問保健総務課☎７２２・６７２８
健康教育講座
歯 科 治 療 の 選 択 肢

【白い歯、銀歯、それとも入れ歯？】
　要約筆記があります。
対市内在住の方
日１１月８日㈭午後２時～３時３０分
場町田市民フォーラム
講町田市歯科医師会・咲間義輝歯科
医師
定１８０人（申し込み順）
申１０月１６日正午～１１月５日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１８１０１６Ｂへ。
問保健総務課☎７２２・６７２８

市 民 公 開 講 座
【町田市から糖尿病がなくなる日】
　医師が糖尿病について分かりやす
く講演を行います。
日１１月１０日㈯午前１０時～１１時３０
分
場町田市民病院
講町田市民病院糖尿病・内分泌内科

部長　伊藤聡医師
定１００人（申し込み順）
申１０月１９日正午～１１月７日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１８１０１９Ｃへ。
問町田市民病院医事課☎７２２・
２２３０（内線７１３８）

市 民 公 開 講 座
【安心して食べ続けるために～誤

ご

嚥
えん

性肺炎の予防と栄養管理、口腔ケア、
摂食・嚥下リハビリテーション】
　医師・言語聴覚士が誤嚥性肺炎に
ついて分かりやすく講演を行いま
す。
日１１月１８日㈰午前１０時～１１時３０
分
場町田市民病院
講町田市民病院消化器内科医長・谷
田恵美子医師　他
定１００人（申し込み順）
申１０月１９日正午～１１月１４日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード１８１０１９Ｄへ。
問町田市民病院医事課☎７２２・
２２３０（内線７１３２）

家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日①１１月６日㈫午後２時～４時②１１
月１０日㈯午後１時３０分～３時３０分
場①上小山田コミュニティセンター
②玉川学園さくらんぼホール
内①臨床心理士による認知症講座
「認知症になるとどのように感じる
のか」②排せつや排せつ用品の選び
方・使い方について衛生用品アドバ
イザーのお話、個別相談
定①３０人②４０人／申し込み順
申電話で①堺第２高齢者支援センタ
ー（☎７９７・０２００）へ②町田第３高齢
者支援センター（☎７１０・３３７８）へ。

問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
秋のゲートボール
初 心 者 教 室

【地域の人とゲートボールでつなが
りませんか】
　用具の持ち方からゲームの基本的
な進め方まで学べます。無理のない
運動で頭と体を動かしましょう。
※用具の貸し出しは無料です。
※運動のできる服装でおいで下さ
い。
対市内在住の両日参加できるゲート
ボール初心者
日１１月７日㈬、８日㈭、午前９時３０分
～午後３時３０分（予備日は９日）、全２
回
場芹ヶ谷公園
申所定の用紙（町田市ゲートボール
協会に有り）に記入し、１１月２日午後
３時までに直接同協会（せりがや会
館内、☎７２２・２２５３）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

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１１月２８日㈬午後２時～３時３０分
場町田市民フォーラム
定１２０人（申し込み順）
申１０月１６日正午～１１月２１日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード１８１０１６Ｇへ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
町田ではじめる介護の仕事！
町田市介護人材バンク

【出張相談・求職登録会ｉｎ小山】
　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１０月２４日㈬午後１時３０分～４時
場小山市民センター第２会議室
※事前予約は町田市介護人材バンク
へ（予約無しでの参加も可）。
【生涯現役！地域で働きたい、活躍し
たいアクティブシニアのための特別
講座～身体の老化を予防して健康寿
命を延ばそう】
　講座後、求職相談登録会も行いま
す。
対市内在住のおおむね５０歳以上で
介護施設での就労（介護の資格がな
くてもできる清掃、ベッドメイキン
グ、配膳、介護補助等の周辺業務）に
関心のある方
日１１月３０日㈮午後２時～４時３０分
場町田市民フォーラム
内正しい姿勢や身体の動かし方で筋
力や柔軟性を保持し、腰痛を予防す
るため、実際に身体の動きをチェッ
クしながら学ぶ
講町田市リハビリテーション連絡会
会員
定３０人（申し込み順）
申１１月２６日までに電話で町田市介
護人材バンクへ。

◇
問同バンク☎８６０・６４８０（受付時間
＝祝休日を除く月～金曜日の午前９
時～午後５時）、町田市いきいき総務
課☎７２４・２９１６

つくし野コミュニティ�
セ ン タ ー ま つ り
日１１月３日㈷午前１０時～午後５時、
４日㈰午前９時３０分～午後３時３０分
場同センター、駅前広場
※車での来場はご遠慮下さい。
内発表（吹奏楽、ダンス、楽器演奏、コ
ーラス、民謡、和太鼓、絵画、写真、書
道等）、模擬店、野菜販売
問同センター☎７９６・１９５５

中央図書館� �
ト イ レ 改 修 工 事 及 び�
施 設 利 用 の 変 更
　中央図書館は、１１月１日㈭～
２０１９年３月３日㈰にトイレの改修
工事を行います。工事に伴い、１１月
１日㈭から１２月２８日㈮までは６階
のトイレが使用できません。また、
１月５日㈯から３月３日㈰までは４・
５階のトイレが使用できません。
　なお期間中は館内に工事音が発
生しますが、あらかじめご了承下
さい。
【読書室の使用について】
　トイレ改修工事のため、１１月１日
㈭～１２月２８日㈮は読書室が利用
できません。そのため、代わりの部
屋を用意する予定ですが、席数が
少なくなること、工事音が発生す
ることをあらかじめご了承下さい。
　また、さるびあ図書館にも読書
室がありますので併せてご利用下
さい。
　ご不便をおかけしますが、ご理
解・ご協力をお願いします。
※工事期間中は映画会など催し物
の予定変更がありますので、町田
市立図書館ホームページ等で最新
の状況をご確認下さい。
問中央図書館☎７２８・８２２０

１０月２０日㈯� �
コンビニ証明書自動交付
サ ー ビ ス を 終 日 休 止
　システムメンテナンスのため、
１０月２０日㈯はコンビニエンスス
トアでの証明書自動交付サービス
を終日休止します。
※コンビニ交付の再開は、１０月
２１日㈰午前６時３０分からです。
問市民課☎７２４・２８６４

土砂災害警戒区域等の指定に関する説明会
問東京都南多摩東部建設事務所工事課☎７２０・８６７１、（公財）東京都公園協会立川事務所☎０４２・５２７・９７６１、
　町田市防災課☎７２４・３２１８

認定農業者認定書授与式が行われました
問農業振興課☎７２４・２１６６

　土砂災害から生命・身体を守るため、２００１年４月に施行された、土砂災害防止法に基づく「土砂災害警戒
区域等」の指定に関する説明会を開催します。

　町田市認定農業者への認定書授
与式が、１０月１日に市庁舎で行わ
れました。
　認定農業者制度は、市内農家の
中でも特に意欲をもって経営の改
善・発展に取り組む方を市が認定
し、支援する制度です。
　今回は、１４人の方が認定され、
町田市の認定農業者は９１人とな
りました。授与式では、市長から一
人ひとりに認定書が手渡されまし

た。

日　時 会　場 対象地区

１１月１３日㈫

午後３時から、午後７時
から、いずれも１時間程
度（各回とも同一内容）

つくし野コミュニティセンター 南成瀬７・８丁目、小川１～４丁目、金森東４丁目、つく
し野１～４丁目、南つくし野１～４丁目、鶴間１丁目

１１月１６日㈮ なるせ駅前市民センター 高ヶ坂１～４丁目・７丁目、西成瀬１～４丁目、成瀬が
丘３丁目、成瀬台２・３丁目、成瀬１～５丁目

１１月１９日㈪ 生涯学習センター７階 木曽東１・４丁目、原町田２～４丁目、南大谷、東玉川
学園１・２・４丁目、森野４・５丁目

※公共交通機関をご利用下さい。
※託児サービス利用希望者（６か月以上の未就学児）は、東京都南多摩東部建設事務所へお問い合わせ下さい。
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催し・講座催し・講座
再就職を目指す

女性のための職業訓練
【５日間コース～Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ基礎
科】
　東京都と共催です。
※原則受講決定後の辞退はできませ
ん。
対結婚・出産・育児・介護等で退職し、
求職中の方で、次のすべての要件を
満たす方　①ハローワークで求職登
録をしている②全回参加できる③講
習修了後、ハローワークに職業相談
をすることができる

※６か月以上の未就学児（１０人）は、
訓練中、同施設内でお預かりします。
日１１月２６日㈪～３０日㈮、午前１０時
～午後３時、全5回
場町田市文化交流センター
定１０人（要件を確認のうえ、抽選）
申申込書（産業政策課〔市庁舎９階〕
に有り、ＴＯＫＹＯはたらくネットホ
ームページでダウンロードも可）に
記入し、１０月２２日～１１月２日（必
着）に直接または郵送で東京都産業
労働局雇用就業部能力開発課「Ｗｏｒ
ｄ・Ｅｘｃｅｌ基礎科申込窓口」（〒１６３－
８００１、新宿区西新宿２－８－１、都庁
第一本庁舎２１階）へ。
※持参の方は、２１階フロア入り口の
電話で就業促進担当を呼び出して下

さい。
※講習内容や申込要件等の詳細は申
込書をご確認下さい。
問同局雇用就業部能力開発課☎０３
・5３２０・４８０７、町田市産業政策課☎
７２４・２１２９

鶴川市民センターまつり
日１０月２０日㈯、２１日㈰、午前１０時
～午後３時
場鶴川市民センター①ホール②和室
③会議室
※駐車場に限りがあります。
内①各サークルによる発表（和太鼓、
レクダンス、合唱、チアリーディン
グ、日本民踊、楽器演奏等）②整体体
操③各サークルによる作品展示（ち

ぎり絵、俳画等）
問同センター☎７３5・5７０４

ふ れ あ い 落 語
対６歳以上の方
日２０１９年１月１２日㈯午後２時３０分
～３時３０分
場木曽森野コミュニティセンター
出演三遊亭歌太郎、柳家小はぜ
定１８０人（申し込み順）
費5００円（全席自由）
申１０月３０日正午～１月９日にイベン
トダイヤル（☎７２４・5６5６）または
イベシスコード１８１０３０Ａへ。
問町田市民ホール☎７２８・４３００、町
田市市民協働推進課☎７２３・２８９２

●マルシェ「まちだの市」
　地産地消をテーマに、市内で生産された商品や食材を使った飲食物
の販売や、市内産農産物の即売会を行います。

●町田夢舞生ッスイ祭
　よさこい踊りを披露します。

●町田夢舞生ッスイ祭

●町田夢舞生ッスイ祭（１１日のみ） 

●農商工連携コーナー
　市内の商業者と農家が連携して開発したオリジナル商品を販売しま
す。また、農商工の連携により開発された「町田式水耕栽培槽」を用いて
作られる、まちだシルクメロンやその関連商品をＰＲします。
　さらに、市が認定する新規性が高く優れた使用価値を有する、市内も
のづくり事業者の商品やサービスである「町田市トライアル発注認定
商品」も展示・販売します。

●農産物品評会・即売会

　町田シバヒロ会場のイベントについては、農業振興課へお問い合わ
せ下さい。

バス停の移設・休止について

【町田産野菜即売会】　
　新鮮野菜を販売します。

●飲食店の出店
　まち☆ベジグルメ店やＦＣ町田ゼルビアのキッチンカー、ＪＡ町田市
フレッシュミズ部会・畜産部会・女性部が出店します。

【農産物品評会】
　収穫後の野菜を東京都の専門職員が審査し 　
ます（販売は１１日午後から）。

　ＦＣ町田ゼルビア協力のもとサッカー教室を開催します（初心者歓
迎）。
対市内在住、在学の小学生
日１１月１０日㈯、午前１０時３０分～１１時１5分、午前１１時４5分～午後０
時３０分（雨天中止）　
定各３０組（申し込み順）
申１０月１７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１８１０１７Ｆへ。

【市内の農産物や花で作る作品展示】
　「野菜宝舟」「野菜神

み

輿
こし

」、花で作った「まち☆　　
ベジ」マークの展示を行います。使用された野　　
菜や花は品評会出品物と共に販売します。

●その他イベント（１０日のみ）  
　ＪＡ町田市女性部によるダンス・バルーンアート、フリーマーケット

●“七福神”役を募集します！　
　このイベントの七福神役として一緒に盛り上げてくれる方を募集します。

「原町田七福神」の衣装で指定した会場・時間帯で“七福神”として動いていた
だきます（随行者がつき、経路の誘導や雑踏整理、シールの配布を行います）。
※衣装は実行委員会で準備します。
日１１月１１日㈰、集合は午前８時３０分、解散は午後４時３０分（予定）
※当日は控室、お弁当を用意します。なお、着替え、休憩は控室でお願いしま
す。
定若干名
申募集要項を参照のうえ、応募用紙に必要事項を記入し、１０月２４日まで（必
着）に、直接、郵送またはＦＡＸでキラリ☆まちだ祭２０１８実行委員会事務局「原
町田七福神を探せ！」担当（市庁舎９階、〒１９４－８5２０、森野２－２－２２、産業政
策課内、返０5０・３１０１・９６１5）へ。
※募集要項と応募用紙は産業政策課で配布しています（町田市ホームページ
でダウンロードも可）。
問産業政策課☎７２４・３２９６

　４会場を中心に、まちなかに散らばった「七福神」を探すイベントです。マッ
プに書かれたヒントを頼りに７体の七福神を探し、見つけた場合はシールを
ゲットできます。5枚以上集めると、プレゼントの当たる抽選会に参加できま
す。マップやシールは、イラストレーター、キン・シオタニ氏が作成します。
※マップは事前配布しています。詳細は産業政策課へお問い合わせ下さい。
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　原町田大通りの交通規制中（１１日午前９時３０分〜
午後7時）、神奈川中央交通の原町田大通り８・９番のバ
ス停留所は、ペデストリアンデッキ下の臨時バス停留
所へ。「三塚」のバス停留所は「天満宮前（まちっこバ
ス）」のバス停留所へ移設します。また、「原町田三丁
目」「原町田四丁目」のバス停留所は休止します。

市内の農業＆産業の魅力が盛りだくさん！
　市内で作られた農産物や商品・サービス等、町田市の魅力
と活力を発信する農業祭＆産業フェスティバル「キラリ☆
まちだ祭２０１８」を各会場で開催します。

町田シバヒロ会場（１０・１１日開催）

原町田大通り会場（１１日のみ）

小田急駅前東口広場会場 【ＦＣ町田ゼルビアサッカー教室参加者募集】

町田夢舞生ッスイ祭

車両交通規制（通行止め）
・原町田大通り会場＝１１日午前９時
３０分〜午後7時（地図内  部分）
・原町田三丁目商店会通り会場＝１１
日午前１０時〜午後４時（地図内  
部分）

キラリ☆まちだ祭２０１８
問市役所代表☎7２２・３１１１、農業振興課☎7２４・２１６６、産業政策課☎7２４・３２９６

１１月１０日㈯午前１０時〜午後４時（町田シバヒロ会場のみ）、
１１日㈰午前１１時〜午後４時（町田シバヒロ会場は午前１０時から）
※雨天実施。

原町田三丁目
　   商店会通り会場
　　　　　   （１１日のみ）

特別企画　「原町田七福神を探せ！」

会場案内図

市HP キラリまちだ　 検索
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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

【公開講座～発達障がいといわれる
子どもたちへの対応】
　生活上のトラブル解決や対応方法
について紹介します。
日１１月１１日㈰午前１０時～正午
場生涯学習センター
講臨床心理士・矢崎淳子氏
定１００人（申し込み順）
申１次受付＝１０月１５日正午～１７日
午後７時にイベシスコード１８１０１８
Ａへ／２次受付＝１０月１８日正午～
１１月７日にイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６）またはイベシスへ。
問生涯学習センター☎７２８・００７１
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ

公 開 講 座
【環境講座～２０５０年の地球環境と
市民生活を考える　未来をどう捉
え、何を守り、どう楽しむか】
　地球の気候変動問題に関するパリ
協定、温暖化懐疑論などについてご
存じですか。市民の皆さんがより良

い生活を送るために、長期的な日本
の課題をお話しいただきます。
日１１月２５日㈰午後２時～４時
場同センター
講東京大学名誉教授・安井至氏
定１２０人（申し込み順）
申１０月１７日正午～１１月１８日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード１８１０１７Ｄへ。
問同センター☎７２８・００７１

自由民権資料館まつり２０１８
　自由民権資料館と町田の歴史に親
しめる楽しい催しをたくさんご用意
しています。
日１１月３日㈷午前１０時～午後４時
場同館
内昔の遊び体験、紙芝居、展示解説・
収蔵史料の紹介、探検！民権の森、模
擬店、古本市等
問同館☎７３４・４５０８
東京文化財ウィーク２０１８

町田にあった古代の窯跡
　東京都全域で開催される「東京文
化財ウィーク２０１８」の関連企画と
して、文化財展示を実施します。
　相原町には平安時代の窯跡があ

り、武蔵国府や国分寺に瓦や須恵器
を供給していました。これまでの調
査成果として、出土品や写真などを
公開します。
※「東京文化財ウィーク２０１８」の関
連事業をまとめたガイドブックは、
市庁舎、自由民権資料館、中央図書
館、町田市民文学館、生涯学習センタ
ー、市立博物館で配布しています。
日１０月２９日㈪～１１月９日㈮、午前８
時３０分～午後５時（土・日曜日、祝日
を除く）
※初日のみ午前１１時から。
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
問生涯学習総務課☎７２４・２５５４

女 性 の た め の 護 身 術
【Ｗ

ウ　ェ　ン

ＥＮ－
・

Ｄ
ド ー

Ｏを学ぼう！】
　カナダで女性のために開発された
「ＷＥＮ－ＤＯ」（自己防衛プログラ
ム）を体験してみませんか。痴漢やセ
クハラなどから、自分の身を守る動
作を学びます。
対護身術を学びたい女性
日１１月１５日㈭午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講リアライズＹＯＫＯＨＡＭＡ代表・橋
本明子氏
定２０人（申し込み順）

申１０月１６日正午～１１月８日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１８１０１６Ｆ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３１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
中小企業だからこそ

取り組むべき「働き方改革」
【取組実践のポイントと女性活躍の
推進】
　働き方改革の概要を伝えるととも
に、取り組みの実例や女性活躍の推
進方法に焦点をあて、実務対応のポ
イントを分かりやすく解説します。
対企業の人事総務担当者
日１１月１３日㈫午後２時～４時
場町田市民フォーラム
講三井住友海上経営サポートセンタ
ー経営リスクアドバイザー・五十嵐
朋人氏
定４０人（申し込み順）
申１１月６日までに電話で男女平等推
進センター（☎７２３・２９０８、受付時
間＝午前９時～正午、午後１時～５時）
へ。

「まちだイチオシ市場」＆「まちだ名産品・おすすめ特選フェア」

南多摩３市（町田市・稲城市・多摩市）観光連携プロジェクト

黒川農場見学と古道歩き
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８ 問産業政策課☎７２４・３２９６

　町田市には、個性豊かなおいしい
お菓子などを集めた「まちだ名産
品」、ものづくり事業者の優れた技術
を用いて作られた「町田市トライア
ル発注認定商品」、新鮮で安心して食
べられる地元野菜の「まち☆ベジ」と
いった、町田生まれ・町田育ちの優れ
た商品がたくさんあり、「まちだのイ
チオシ！」商品として市内外に発信
しています。
　このたび、まちだのイチオシ！商
品を紹介・販売する、「まちだイチオ
シ市場」と「まちだ名産品・おすすめ
特選フェア」を開催します。
　市内の選りすぐりの商品を、この
機会にお楽しみ下さい。

「まちだ名産品」　　
　 　町田市名産品等

推奨委員会が認定
する、町田の特色や

農産物を生かした個性豊かな食品・
お菓子・工芸品等です。

「町田市トライアル発注認定商品」
　市が認定する、新規性が高く優れ
た使用価値を有する市内ものづくり

事業者の商品やサ
ービスです。認定商
品には、子ども向け
から企業向けまで、
バラエティーに富
んだ商品がそろっています。

「まち☆ベジ」
　市内在住または市
内に農業拠点がある
農業者が、生産記録
等の管理のもとで生

産し、市の承認を受けた、安全・安心
な農作物です。町田市の「町」の字を
トマトと瓜に見立てたシンボルマー
ク「まち☆ベジマーク」を付けて販売
しています。

【「まちだのイチオシ！」商品紹介】
　パネルや実際の商品見本を展示し
ます。
日１０月１５日㈪～１９日㈮、午前８時
３０分～午後５時

場イベントスタジオ（市庁舎１階）
問産業政策課☎７２４・３２９６、農業振
興課☎７２４・２１６６

【町田産新鮮野菜の販売「市役所まち
☆ベジ市」】
　市内の認定農業者が作った町田産
の新鮮な野菜がいっぱいです。
日１０月１５日㈪午前１１時～午後１時
（売り切れ次第終了）
場市庁舎正面玄関
問農業振興課☎７２４・２１６６

【名産品６２品が勢ぞろい！「秋のまち
だ名産品フェア」】
　郷土色あふれる個性豊かな「まち
だ名産品」を販売します。９月から新
たに認定期間が開始された３３事業
者・６２品目が勢ぞろいし、認定を受
けたお店で組織する「まちだ名産品
のれん会」の皆さんが直接販売しま
す。商品の試食や調理販売も実施し
ますので、お店の方と触れ合いなが
ら、まちだ名産品をお試し下さい。
※トライアル発注認定商品や町田産
野菜の販売も行います。
※フェアのチラシを持参すると、税
込み５００円以上のお買い上げで５０
円引きになります。

日１０月１８日㈭、１９日㈮、午前１０時
～午後２時
場市庁舎正面玄関
問産業政策課☎７２４・３２９６

　第１８回「まちだ名産品」認定商品
の販売をはじめ、町田にあるおいし
い商品の販売及びＰＲを行います。
日１０月２６日㈮～２８日㈰、午前１０時
３０分～午後７時（売り切れ次第終了）
場町田マルイ２階特設会場（小田急
線側出入り口付近）
問産業政策課☎７２４・３２９６

　市では、周辺自治体と連携した
観光施策を進めています。その一
環として、稲城・町田市をまたぐ最
先端都市型農場の見学と古道ウォ
ークを開催します。
対町田・多摩・稲城市に在住、在勤、
在学の方
日１１月４日㈰午前９時～午後３時
（予定）、集合は京王相模原線若葉
台駅、解散は小田急線鶴川駅
コース稲城市立上谷戸緑地体験学
習館で「収穫祭」を見学～汁守神社

～セレサモス麻生店「ファーマー
ズマーケット」～明治大学黒川農
場～真光寺公園～広袴公園
定３０人（抽選）
申住所・氏名・電話番号・年齢・性別
を明記し、１０月２５日まで（消印有
効）にハガキ、ＦＡＸまたはＥメール
でＪＴＢ東京多摩支店（〒１９０－
００２３、立川市柴崎町２－１２－２４、
ＭＫ立川南ビル３階、返０４２・５２１
・５５５８遍ｍｉｎａｍｉｔａｍａ＠ｊｔｂ．ｃｏ
ｍ）へ。

　市では、大人や子どもがまちな
かで楽しく過ごせる時間、ホッと
できる空間を増やしています。
　１０月のまちなかシネマは、「リ
トルプリンス　星の王子さまと
私」を上映します。詳細は町田市ホ
ームページをご覧下さい。
※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。
日１０月２６日㈮午後７時から（雨天
実施）
場町田ターミナルプラザ市民広場

まちなかシネマを開催します

町田の「おいしい」、「新しい」が勢ぞろい！

昨年の様子

まちだ
イチオシ市場

初開催！
まちだ名産品・
おすすめ特選フェア

「まちだイチオシ市場」
フェイスブックページ
QRコード

Ｆｒｏｍ Ｍａｒｋ Ｏｓｂｏｒｎｅ， Ａｃａｄｅｍｙ Ａｗａｒｄ®
－ｎｏｍｉｎａｔｅｄ ｄｉｒｅｃｔｏｒ ｃｏｍｅｓ， ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ－ｅ
ｖｅｒ ａｎｉｍａｔｅｄ ｆｅａｔｕｒｅ ｆｉｌｍ ａｄａｐｔａｔｉｏｎ ｏｆ 
Ａｎｔｏｉｎｅ ｄｅ Ｓａｉｎｔ－Ｅｘｕｐéｒｙ＇ｓ ｉｃｏｎｉｃ ｍａｓ
ｔｅｒｐｉｅｃｅ， Ｔｈｅ Ｌｉｔｔｌｅ Ｐｒｉｎｃｅ．
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催し・講座催し・講座
消費生活センター〜町田市消費者月
間事業
くらしに役立つテスト教室

【食品表示のビタミンＣを測ってみ
よう！】
　東京都と共催です。
対市内在住、在勤、在学の方
日１１月６日㈫午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
内食品表示の見方を学ぶ、実際に飲
料・食品中のビタミンＣを測定する
講コンシューマー技術教育研究会代
表・福岡ひとみ氏
定１６人（申し込み順）
費１００円（検体費）
申１０月１６日正午～３０日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８１０１６Ａ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

もっと図書館を知ろう！
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１１月１９日㈪午後１時～３時
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
ない書庫等の館内見学
定１０人（申し込み順）
申１０月１８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）。
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（中学生を除く）
日１１月４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１０月１５日午前９時から電話で同
センター（☎７８２・３８００）へ。
国際版画美術館〜「ヨルク・シュマ
イサー　終わりなき旅」展関連イベ
ント

版 画 工 房 見 学
【もっと近くで見てみたい！銅版画
が生まれるところ】
　普段はガラス越しにご覧いただい
ている版画工房の中に入って見学で
きます。工房内では、銅版画の制作を
間近に見ることができます。
対中学生以上の方（小学生以下は保
護者同伴）
日１１月３日㈷、午前１１時～午後０時
３０分、午後２時～４時
※時間中は随時見学できます（混雑

時はお待ちいただく場合も有り）。
場同館版画工房
問同館☎７２６・２８８９
開催します
まちエコ・フリーマーケット
　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。「おもちゃ病院まち
だ」と「包丁研ぎ」も開催します（いず
れも正午まで）。
日１１月１１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。
場町田リサイクル文化センター隣接
地
※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。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

町田市民文化祭　秋の催し
問町田市民ホール☎７２８・４３００、町田市文化振興課☎７２４・２１８４

町田薬師池公園四季彩の杜　薬師池　紅葉まつり

　木々が色づく薬師池の秋を楽し
みませんか。
　菊花展や、園内ガイド、紅葉撮影
会のほか、さまざまなイベントを
実施します。詳細は、町田市ホーム
ページをご覧下さい。
会期１１月１日㈭～１２月２日㈰
場薬師池公園
【菊花展】
　盆養・盆栽・懸がい・ダルマ・福助
・切花などの展示のほか、町田市
菊花会による菊の苗などの販売
や、町田産野菜の販売、町田市緑化
協会による造園相談コーナー等も
あります。
日１１月１日㈭～８日㈭、午前８時
３０分～午後４時（８日は正午まで）
場同公園芝生広場
○菊花展一般出品を募集！
対市内在住で、会場まで出品作品
をご自身で搬入・搬出できる方
※出品作品は、審査対象とはなり
ません。
申申込書（公園緑地課〔市庁舎８
階〕に有り）に必要事項を記入し、
１０月１９日までに直接町田市菊花
展実行委員会（公園緑地課内）へ。
問公園緑地課☎７２４・４３９９
【まちだ観光案内人による園内ガ
イド】
　紅葉の見どころをご案内しま
す。
日１１月１７日㈯、１８日㈰、２３日㈷、
２４日㈯、２５日㈰、１２月１日㈯、２日
㈰、午前１１時～正午、午後１時３０
分～２時３０分
※集合は同公園芝生広場です。
定各１５人（先着順）
問町田ツーリストギャラリー☎
８５０・９３１１
【秋の薬師池公園撮影会】
　講師と一緒に紅葉を撮影して作
品展に出品してみませんか。
日１１月２５日㈰午前１０時～正午
（小雨実施）
※集合は町田市フォトサロン横円
形広場です。
問同サロン☎７３６・８２８１

【秋の薬師池公園で生きものを調
べてみよう！】
　薬師池にはカゴを仕掛け、ハス
田では、持参した網で生きものを
捕まえることができます。捕れた
生きものの説明も受けられます。
※汚れても良い服装でおいで下さ
い。
対市内在住の小学生以下の子ども
（小学３年生以下のお子さんは保
護者同伴）
日１１月３日㈷午前１０時～正午（荒
天時は４日の同時刻に順延）
※集合は、同公園芝生広場前です。
定５０人（申し込み順）
申１０月１７日正午～２４日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１８１０１７Ａへ。
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

同時開催
「東京文化財ウィーク２０１８」
　旧永井家住宅と旧荻野家住宅
で、文化財解説カードを設置・配
布します。薬師池公園に隣接す
る薬師堂では、天井絵を特別公
開します。
日１０月２７日㈯～１１月４日㈰、午
前９時～午後４時
問生涯学習総務課☎７２４・２５５４

◇
交通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。
※薬師池公園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。
問公園緑地課☎７２４・４３９９

場町田市民ホール
催し名／主催団体 公演日／会期 時間／費用等

大正琴演奏会／琴伝流大正琴 琴望会

１０月３０日㈫

午前１１時～午後２時３０分
千葉佑さんとみんなで歌おう／まち
だ雑学大学（招待公演） 午後５時～７時／費３００円

弦楽器体験ワークショップ／町田楽
友協会

午後１時３０分～３時／※要予
約。詳細は同協会（☎０８０・
５４９４・８８７１）へ。

美しい日本の歌を楽しみましょう／
町田楽友協会

午前１０時～午後０時３０分／費
３００円（教材費）　※要予約。詳
細は同協会（☎０８０・５４９４・
８８７１）へ。

市民囲碁大会／町田市囲碁連盟 午前１０時～午後７時
映画上映会／映像文化研究会 午後１時～４時２０分
書道展／町田市書道連盟（いけばな
とコラボ有り）（書を書こう）

１０月３０日 ㈫
～１１月１日㈭ 午前１０時～午後５時（初日は午

後１時から、最終日は午後４時
まで）人形美術展／町田市人形文化連盟

（人形を作るコーナー有り）
１０月３０日 ㈫
～１１月３日㈷

歌唱の集い／宮川哲夫研究会
１０月３１日㈬

午前１０時２０分～午後３時
ハワイ音楽のバンド演奏とフラの集
い／ハワイ音楽と舞踊研究会 午後５時～８時

俳句展／町田市俳句連盟（親子で俳
句を詠みましょう）

１０月３１日 ㈬
～１１月４日㈰

午前１０時～午後５時（初日は午
後１時から、最終日は午後４時
まで）

パッチワークつるし飾り展（あずま
袋の講習会有り）／パッチワークキ
ルト研究会
陶芸展／創作陶芸紅土会（陶芸とい
けばなのコラボ有り）
いけばな展／町田華道協会（いけば
な体験有り）
唄と踊りの集い／町田市民踊親和会

１１月１日㈭
午前１１時～午後３時

舞踊の集い／町田市舞踊連合会 午後４時～８時
民謡の集い／町田市民謡協会

１１月２日㈮

午前１０時～午後３時
ピアノカフェショパン演奏会／ピア
ノカフェショパン（招待公演） 午後４時～９時

一緒に踊ろう盆踊り／町田市舞踊連
合会・町田市民踊親和会

①午前１１時～正午②午後１時
～２時

絵画・写真展／町田市美術協会（いけ
ばなとのコラボ有り）（楽しく絵を描
こう）

１１月２日㈮
～４日㈰

午前１０時～午後５時（最終日は
午後４時まで）

わくわく秋のコンサート「夢・響き
愛」／町田楽友協会

１１月３日㈷

午後１時～２時４０分

記念式典 午後３時から
吟詠大会／町田市吟詠連盟 午後３時３０分～８時
茶会／町田茶道会 午前１０時～午後３時（入席は午

後２時３０分まで）／費５００円
（サロン席とテラス席どちらも
利用可）

テラスでもお茶会／町田茶道会

フラの集い／東京町田フラ協会

１１月４日㈰

午前１１時～午後３時
シャンソンの流れる街・町田／町田
市シャンソン文化協会 午後５時～７時

親子で親しむ茶会／町田茶道会
①午前１０時から②午後２時か
ら／費５００円　※要予約。詳細
は同茶道会（☎７４５・９９５６）へ。

シャンソンとカンツォーネを聴きな
がらランチ！／町田市シャンソン文
化協会

午前１１時３０分～午後２時／費
１２００円　※要予約。申し込み
は 同 協 会（ ☎０８０・３４８３・
１７２４）へ。
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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

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１１月２日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内「どんぶらこ」（作／童話教育研究
会、画／貴谷青紅）、「せんとくのおか
ね」（脚本／佐々木悦、画／箕田源二
郎）　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１０月１６日午前
９時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。
中垣ゆたか「なんじゃこりゃ！まつ
り」
絵 本 原 画 ミ ニ 展 示

　市内在住の絵本作家・中垣ゆたか
さんが絵を担当した「さがしてみつ
けて　なんじゃこりゃ！まつり」の
原画が町田市民文学館に寄託された

ことを記念し、ミニ展示を行います。
　本作は世界の珍しいおまつりを紹
介する絵本で、たくさんの人が集っ
てにぎやかに楽しむ様子の中に、食
べ物や楽器、スポーツなどその国の
文化が細かく描き込まれています。
子どもから大人まで、楽しみながら

異文化に触れることができる絵本の
魅力を、色鮮やかな原画で味わえま
す。
日１０月２３日㈫～１１月４日㈰、午前９
時～午後１０時
場同館１階文学サロン
問同館☎７３９・３４２０

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＝１０
月２０日まで
　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）
第１８回みずゑ会水彩画展 １０月１６日～２１日午前１０時～午後５時 国際版画美術館 無料 中本☎７２３・００６３ 初日は正午から、会員も募集
朗読会花いかだ　第８回を行います　良い本です １０月２０日㊏午後２時～４時頃 中央図書館６階ホール 無料 田中☎７２７・０６６１ 読書の秋をお楽しみ下さい
町田話し方勉強会　大勢の前で話せる為の勉強会 １０月２０日㊏午後１時３０分～３時３０分 原町田三丁目会館 無料 加賀谷幸子☎７２３・３５２９ コミュニケーションの勉強
健康わらじ（足半）作りとナンバ歩き方講習 １０月２０日㊏午後１時～５時 せりがや会館和室 １５００円 髙橋☎０９０・１２００・０７９８ 材料費含む　器具用意
社交ダンス講習会　ベルステージ １０月２２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 高橋☎７９９・６３２５ 基礎から中級まで学べます
女性のための社交ダンス初心者講習会 １０月２５日㊍午後１時～２時３０分 和光大学ポプリホール鶴川 ２０００円 エンドウ☎０７０・６４２５・８４１６
陶芸サークル「陶朋会」作品ミニ展示会 １０月２６日㊎午後１時～２８日㊐午後４時 生涯学習センター７階 無料 佐々木☎７２３・２２９８
奥高尾の、地図に無い道をのんびり歩く １０月２６日㊎、１１月１０日㊏午前１０時 ＪＲ高尾駅北口集合 １５００円 森の遊歩隊・益田☎０９０・３０９０・９８２５ 要申込み、先着１０人程度
語り読みの会　おこんじょうるり　山月記 １０月２８日㊐午後３時～４時 町田市民文学館第６会議室 無料 樋口真由美☎７２０・１５５７ 文学館３階にて開催
鶴川メンネルコール　第１２回定期演奏会 １０月２８日午後１時３０分 鶴川市民センター 無料 山田貞雄☎７３５・６２７５ お気軽にお越し下さい
社交ダンス講習会　初心者・中級以上は時間別 １０月２９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
認知症予防音楽ケア　歌＆体操 １０月２９日㊊午前１０時から、１１時から 木曽森野コミュニティセン

ター 各５００円 タカノ☎０８０・８８７２・３５０７ 気軽にお問い合わせ下さい
宮田太郎氏による鎌倉街道上道探索ガイドウォーク １０月３０日㊋午前９時３０分～午後４時 小野神社境内集合 １０００円 今井☎０９０・２３２３・１６９７ 事前申込不要・当日受付
町田友の会　家事家計講習会～家計簿つけてみよう １０月３０日、１１月６日㊋午前１０時～正午 和光大学ポプリホール鶴川 ４００円 木村☎７３４・８６０１　要予約 託児有、他日程・会場有
第５回鶴川朗読会　つるの会主催の朗読会です １０月３１日㊌午後１時３０分～３時３０分 和光大学ポプリホール鶴川 無料 橋本英子☎７３６・０４５５ お気軽においでください
柿の木文庫　親子なかよし　読み聞かせカフェ １１月２日㊎午前１０時２０分～１１時４０分 鶴川市民センター音楽室 無料 柿の木文庫・中本☎７３６・９２２０ 当日直接参加もできます
のづた丘の上秋まつり～〝自然が主役〟のお祭です １１月３日㊗午前１０時～午後３時３０分 野津田公園ピクニック広場 無料 雑木林の会・堀江☎返７２８・５３０５ 雨天の時は１１月１１日㊐に
マジック入門講座　仲間と楽しく始めてみませんか １１月７日㊌午後６時から 町田市民フォーラム４階 ５００円 竹中信雄☎０９０・４００３・８１４０ どっきりマジッククラブ
秋のフラワーアレンジメント体験会 １１月１５日㊍午前１０時～正午 生涯学習センター６階 ３０００円 西川☎０９０・６５０６・５９０７　要申込 初心者歓迎
海渡雄一氏「原発事故の刑事裁判－意義と見通し」 １１月１５日㊍午後２時～４時３０分 町田市民フォーラム３階 ８００円 原発を考える市民の会☎７２２・９９６２ 前売７００円／学生無料要ＴＥＬ
町田鳴程ウィンドオーケストラ　第２５回定期演奏会 １１月１８日㊐午後２時から 木曽山崎コミュニティセン

ター 無料 根岸和則☎７８９・７００８ 晴れたらいいね・ひまわり
第７回陶成会展（創作陶芸サークルの展覧会） １１月２３日午後１時～２５日午後４時 町田市民ホールギャラリー 無料 陶成会・馬渡高俊☎７２６・３３７８
晩秋の相原・大地沢、大戸周辺の歴史ガイドツアー １１月３０日㊎午前９時２０分～午後３時 ＪＲ橋本駅改札口集合 ５００円 ガイドボランティアの会☎７２７・４２４９ 約７㎞の散策です、要申込

　プロとアマチュアの受賞作を展示する写真展をはじめ、写真の魅力を

町田市民文学館

第１２回　文学館まつり
問同館☎７３９・３４２０

　文学館まつり実行委員会との共
催で、さまざまなイベントを開催し
ます。また、文学館通りが歩行者天
国になって時代祭りの行列が通り
ます。秋の一日をお楽しみ下さい。
※事前申込が必要なイベントがあ
ります。詳細は、同館ホームページ
をご覧下さい。なお、当日席も若干
用意しています。　
【前日祭～マンドリンコンサート】
　町田を拠点に活動する岩田マン
ドリーノ・シンフォニカによるス
ペシャルコンサートです。　
日１０月２７日㈯午後３時～４時
場同館２階大会議室
【文学館まつり】
日１０月２８日㈰午前１０時～午後４時
場同館及びその周辺
○オープニング
内はらまち太鼓の皆さんによる和
太鼓演奏　
○展示・上演会等
内「みつはしちかこ」展、映画上映
会、ことばらんど寄席、紙芝居上演

会、語りよみ、キッズおはなし会、
鉄道模型ジオラマ展示、生け花展
示等
講講談師・神田松之丞氏、町田かみ
しばいサークル「ふわふわ座」、語
りよみ五十葉舎、桃の木工房、アト
リエｍｉｎａｍｏ
○ワークショップ・参加型イベン
ト
内中垣ゆたかさがし絵クイズ、絵
手紙・折り紙ワークショップ、笠着
連句、俳句コンテスト、占い、ヨー
ヨー釣り
講絵本作家・中垣ゆたか氏、編集者
・西山雅子氏、絵手紙講師・金子啓
子氏、連楽会　他
○その他
内親子で遊べるキッズスペース、
無料煎茶サービス、除籍本配布コ
ーナー
《文学館通り》
内文学フリーマーケット町田、野
菜販売、飲食販売、フェイスペイン
ティング、路上ライブ、時代行列等

「南町田拠点創出まちづくりプロジェクト」

南町田のまちのがっこう祭を開催します
問都市政策課☎７２４・４２４８

　市では、南町田拠点創出まちづ
くりプロジェクトの一環として、
新しくなる南町田のまちや公園の
積極的な活用や、新たな使い方を
試行する市民参画企画「南町田の
まちのがっこう」（全5回）を実施
しています。
　このたび、がっこう参加者のお
気に入り企画を振る舞う「南町田
のまちのがっこう祭」を開催しま
す。２０１９年秋頃にリニューアル
オープンする南町田のまちを想像
しながら、休日を過ごしてみませ

んか。
日１１月３日㈷午前１１時～午後３時

（雨天実施）
場鶴間小学校体育館
※上履きをお持ち下さい。
内絵本・紙芝居の読み聞かせ、合
唱、塗り絵や編み物などの体験、コ
ーヒーや薫製の提供等（一部有料）
※詳細は、南町田拠点創出まちづ
くりプロジェクトホームページを
ご覧下さい。南町田のまちのがっ
こうの様子も掲載しています。

となりの
まちから
相模原市

フォトシティさがみはら２０１８
問フォトシティさがみはら実行委員会事務局
（相模原市文化振興課内）☎７６９・８２０２

アマチュアの部　金賞　成松和司さん「この街で一緒」

総合的に楽しめるさまざま
なイベントが行われます。
【プロの部・アマチュアの部
受賞作写真展】
日１０月２９日㈪まで、午前
１０時～午後７時
休館日水曜日
場相模原市民ギャラリー

（JR横浜線相模原駅　セレ
オ相模原４階）
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情報コーナー
●八王子年金事務所～年金を受けて
いる方が亡くなられたとき
　年金を受けている方が亡くなった
ときは、年金事務所へ届け出が必要
です。ただし、日本年金機構に個人番
号（マイナンバー）が収録されている
方は原則不要です。なお、年金を受け
ている方が亡くなった際に、受け取っ
ていない年金がある場合は、生計を
同じくしていた遺族の方がその年金
を受け取ることができる場合があり
ます。詳細はお問い合わせを問ねんき
んダイヤル☎０５７０・０５・１１６５、０５０
から始まる電話の方＝☎０３・６７００・
１１６５、八王子年金事務所☎０４２・
６２６・３５１１

●東京家事調停協会～裁判所の調停
委員による無料調停相談会
　土地建物、金銭債務、近隣問題、交
通事故などのもめごとについて、裁
判所の調停委員が秘密厳守・無料で
調停手続きの相談に応じます／弁護
士の委員も参加日１１月１０日午前１０
時～午後３時３０分場町田市民フォー
ラム４階問東京家事調停協会☎０３・
３５０２・８８２２（受付時間＝月～金曜
日の午前１０時～午後４時）
●町田市観光コンベンション協会～
１０周年記念バスツアー「まちだ晩秋
見どころバスツアー」
　紅葉に彩られた市内各所を巡りま
す日１１月１８日午前９時～午後４時
３０分ごろ、集合は原町田大通りレミ
ィ町田前コース原町田大通り～町田
薬師池公園四季彩の杜　薬師池（紅

葉まつり）・薬師堂（天井絵特別公開）
～小野路宿里山交流館（昼食）～小島
資料館（特別公開）・小野神社～武相
荘～高蔵寺（不思議な木）・三輪の里
山～妙福寺～町田駅周辺／大型バス
で移動します費３０００円（昼食・バス
代・入場料・ガイド料・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、
１０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）問同ギ
ャラリー☎８５０・９３１１（受付時間＝
午前１０時～午後７時）
●町田商工会議所～８つの質問に答
えるだけ！新規事業構想・計画書作
成メソッド大公開
対経営者・従業員日１１月２日午後６

時～８時場同会議所内「失敗する新
規事業に存在する“共通項”とは？」
「新規事業の殆どは“自社内”で潰れ
ていく」「“答えがない難問・困難”に
立ち向かうための思考軸とは？」「事
業アイデアづくりには“やり方・考え
方”が存在する」「成約率を高めるポ
イント」等申電話で同会議所（☎７２２
・５９５７）へ
●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１１月６日～８日、午前９時～正午、
１１月１３日～１５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

●ひなた村☎７２２・５７３６
【ひなた村祭】
日１１月１８日㈰午前１１時～午後３時
場ひなた村内人形劇や日本舞踊など
の発表、工作、模擬店、遊び等（一部有
料）
【ロープで作る秋の森のジャングル
ジム】
対市内在住、在勤、在学の小学３～６
年生日１１月２３日㈷午前１０時～午後
３時内森の中でロープを使ったジャ
ングルジム作り、遊び定１５人（申し
込み順）費３００円申１０月１５日午前
１０時から電話でひなた村へ
●子どもセンターつるっこ☎７０８・
０２３６
【チャレンジハイク～鶴見川編】
　つるっこを目指して、自分がどの
くらい歩けるのか挑戦します対市内
在住、在学の小学３年生～１８歳の方
日１１月１８日㈰午前８時１５分～午後
７時（予定）／集合・解散はつるっこ
内小学３・４年生＝約２１ｋｍ、５年生以
上＝約２６ｋｍをそれぞれ歩く定２４
人（申し込み順）費３００円（別途、スタ
ート地点までの交通費が必要）申１１
月１日午前１０時３０分から直接また
は電話でつるっこへ（申し込みは本
人または保護者に限る）
●農業振興課☎７２４・２１６４、（特）ま

●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１１月１７日㈯午後０時３０分～２時
３０分場サン町田旭体育館内トラン
ポリンを中心とした複合種目等を実
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１０月１９日正
午～２９日にイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６）へ
【まちだの体力向上プロジェクト～
みんなあつまれ！レッツダンス】
○親子ダンス
　子どもたちの大好きな動物や乗り
物に例えながら、体を大きく動かし
たり、親子で手遊びをします対１歳６
か月児～３歳児とその保護者日１１月

ちだ結の里事務局☎０９０・２２２５・
５４４４
【親子でさつま芋掘り体験】
　小野路町奈良ばい谷戸でさつま芋
掘りを楽しみませんか（有機肥料・無
農薬のさつま芋のお土産付き）／汚
れても良い服装でおいで下さい対３
歳以上のお子さんとその家族日１１
月１１日㈰午前１０時～午後３時（雨天
時は１８日に延期）、集合は里山保全
活動事務所（下小山田町）定１５組（申
し込み順）費１組１０００円（材料費、保
険等）申１０月１６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１８１０１６Ｃへ
●農業振興課☎７２４・２１６６、ＪＡ町田
市経済センター営農支援課☎７９２・
６１１１
【大根引っこ抜き大会～町田の農業
を見て触って学ぼう】
　市内の圃

ほ

場で開催します対市内在
住の親子（１組４人まで）日１１月２５日
㈰午前９時～午後１時（雨天中止）、集
合は、ＪＡ町田市経済センター（忠生）
定１０組（抽選）費１組１０００円申参加
者全員の住所・氏名（ふりがな）・年齢
・代表者の日中連絡がとれる電話番
号を明記し、１１月９日までに、ＦＡＸで
同センター営農支援課（返７９２・
６１１６）へ

２１日㈬、２２日㈭、午前１１時～正午場
子どもセンターまあち講町田ゼルビ
ア・ダンススクール講師　ＣＨＥＭＩ氏
定各１５組（申し込み順）申１０月１７日
正午～１１月１９日にイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード１８１０１７Ｂへ
○キッズダンス
　簡単な運動から、最後はかっこい
いダンスを踊ります対４歳～小学３
年生（未就学児は保護者同伴）日１１
月２１日㈬午後３時～４時、２２日㈭午
後４時～５時場子どもセンターまあ
ち講町田ゼルビア・ダンススクール
講師　ＣＨＥＭＩ氏定各５０人（申し込
み順）申１０月１７日正午～１１月１９日
に イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
１８１０１７Ｂ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。

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）

暮らしに関する相談
市HP 暮らしに関する相談 検索

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

(２２日～３１日
を除く）

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
※１０月１９日は予約受付を行いません。
１１月１日からの相談は１０月２６日に受け
付けます。

電話で市民相談室
（☎７２４・２１０２）へ

②交通事故相談 １７日、２４日、
３１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

１９日㈮ 午後１時３０分～４時 電話予約制（随時）
④国税相談 １６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 ２３日㈫
⑥登記相談 １８日㈭
⑦行政手続相談 ２５日㈭
⑧少年相談 ２３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
⑨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

⑩消費生活相談 市内在住、在勤、在学の方 月～土曜日 午前９時～正午、午後１時～４時
電話で消費生活センター（☎７２２・０００１）へ
※来所相談、電話相談ともに随時受付
※土曜日は電話相談のみ

⑪空家に関する相談窓口（弁護士
・税理士・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

２２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①～⑩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
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●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【①栄養講座～子どもの栄養　
元気よく運動するための食事】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日１１月２６日㈪午前１０時３０分
～１１時３０分内幼少期の栄養の特徴
やバランスの整え方等を紹介講管理
栄養士・舩戸佐代子氏定１５人（抽選）
【②脳を鍛えるリフレッシュ体操教室】
対市内在住、在勤のおおむね６０歳以
上の方日１１月２８日～１２月１９日の
水曜日、午前１０時～１１時３０分、全４
回内運動しながら脳を刺激できるス
ポーツを通じ、認知症予防及び介護
予防の普及啓発を図る定２０人（抽
選）費１０００円

◇
申往復ハガキに必要事項を明記し、
①１０月２９日まで②１０月３１日まで
（いずれも消印有効）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

パーティー】
　仮装での来場も歓迎です日１０月
２７日㈯午前１０時～午後３時場同館
内各種模擬店、ステージイベント、体
験ブース（手作りキャンドル）、ゲー
ムコーナー、ハロウィン製品の販売、
大抽選会等
●かしの木山自然公園☎７２４・１６６０
【自然観察会～秋を彩る草花】
日１０月２１日㈰午前９時３０分～１１時
（雨天中止）場同公園（集合は同公園
管理事務所前）／駐車場はありませ
ん
●ふるさと農具館☎７３６・８３８０
【なたね油しぼりの実演と販売】
　七国山地区で栽培しているなたね
から、油をしぼります。油は、２５５ｇ
ビン１本７００円で販売します日１０月
２０日、１１月１７日、１２月１５日、いずれ
も土曜日、販売時間＝午前９時３０分
から（数に限り有り、売り切れ次第終
了）、実演時間＝午前１１時～午後２時
●小野路宿里山交流館☎８６０・４８３５
【秋の小野路　歴史ガイドウォーク】
　まちだ観光案内人のガイドのも

リング教室】
対①２０１２年４月２日～２０１４年４月１
日生まれの幼児②小学生日１１月１５
日～１２月１３日の木曜日、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①
４０００円②５０００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、１０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
●野津田公園☎７３６・３１３１
【月替わりのテーマで体づく
り～アクティブヨガ教室】
対２０歳以上の方日１１月１３日～
２０１９年１月２９日の火曜日（１２月２５
日、１月１日、８日を除く）、午前９時３０
分～１１時、午前１１時３０分～午後１
時／詳細は同公園へお問い合わせ下
さい定各１２人（申し込み順）費１５００
円（１か月）／月３回まで参加できま
す申電話で同公園（受付時間＝午前
９時～午後５時）へ
●町田市美術工芸館☎７９３・２２２７
【美工フェスティバル～ハロウィン

と、新撰組とゆかりのある小野路を
歩きます日１１月７日㈬午前９時３０分
～午後３時（小雨実施）定２０人（申し
込み順）費１５００円（ガイド料、資料
代、保険料、昼食代）申１０月１８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
１８１０１８Ｂへ
【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１１月９日㈮午
前１０時３０分～正午定８人（申し込み
順）費１０００円（材料代）申１０月１８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
１８１０１８Ｃへ
【紅葉まつり】
日１１月１７日㈯午前１０時～午後３時
（小雨実施）内地元産の野菜の即売、
模擬店、ビンゴ大会（即売と模擬店は
売り切れ次第終了）／小野路うどんの
提供は行いません
〈臨時休館〉� �
　１１月１４日㈬は、館内の一斉点検
及び清掃のため、臨時休館します

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。

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
１５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

１６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

１７日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

１８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

１９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

２０日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

２１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 なかまち内科・外科医院 ☎７２５・００２８ 中町３-１５-１７

内科 メディカルクリニック悠々 ☎８６０・２０６１ 能ヶ谷３-２-１

内科 ふくいんクリニック ☎７９１・１３０７ 山崎町２２００

午前９時～翌朝９時

内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

外科系
町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７

町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

２２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

２３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

２４日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

２５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

２６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

２７日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７

２８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 鹿島内科クリニック ☎７１０・１８００ 金森東１-２５-２９

内科 横沢クリニック ☎７０８・８５５０ 大蔵町５００２-２

内科 こじま内科 ☎７７０・２５１３ 小山町３２４５-１

午前９時～翌朝９時

内科系 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

外科系
おか脳神経外科 ☎７９８・７３３７ 根岸町１００９-４

あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

２９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

３０日㈫ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

３１日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

●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）、28日＝はぎの耳鼻咽喉科（☎
728・8737、玉川学園7-1-6）
●休日眼科急患診療（午前1０時3０分～
午後５時）、28日＝氏川眼科医院（☎72０
・０５3０、原町田6-1-11）

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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　今年３月に市立陸上競技場に大型映像装置を整備し、すでにＪリーグやジャパンラグビートップリ
ーグ、関東パラ陸上競技大会などの大規模大会で迫力のある映像をご覧いただいています。また、１２
月に開催予定の町田市こどもマラソン大会でも大会の様子を上映します。
　この大型映像装置は、以前の文字情報のみを表示する電光掲示板に代わり大画面のテレビのよう
な映像が楽しめるよう整備しました。試合中の選手の動きをクローズアップすることや、リプレイを
映すことで、観客席から見えにくかったプレーも観られるため、臨場感あるスポーツ観戦をお楽しみ
いただけます。

　ＦＣ町田ゼルビアは今季終盤か
らリーグ上位をキープし、現在は優勝を争っ
ています。今シーズンは残すところ５試合で、
そのうちホームゲームは２試合となりました。
優勝の瞬間をホームスタジアムである市立陸
上競技場で観られる可能性も十分にありま
す。優勝に届かなくとも、２０１８シーズンが過
去最高の成績になることは間違いないでしょ
う。
　皆でスタジアムを青く染めて、リーグ初優
勝を狙うＦＣ町田ゼルビアを応援して盛り上
がろう！
交通町田バスセンター、小田急線鶴川駅から
野津田公園行きの直行バスを運行（有料）
※運行時間等は神奈川中央交通公式ホームペ
ージ、またはＦＣ町田ゼルビア公式ホームペー
ジでご確認下さい。
※観戦入場券の席種と価格は、ＦＣ町田ゼルビ
ア公式ホームページをご確認下さい。

　１１月１０日㈯に市立陸上競技場でラグビートップリーグカップの試合が２試合
行われます。うち１試合は町田市のホームタウンチームの一つであるラグビーチ
ーム・キヤノンイーグルスが出場します（入場にはチケットが必要）。
　今回の試合は町田市民スペシャル観戦デーとなります！
町田市民スペシャル観戦デー特別企画  
◆入場券引換券をプレゼント！
　抽選で１５組３０人の方に入場
券引換券をお贈りします。
対市内在住の方
◆小学生招待企画！迫力あるラ
グビーの試合を観てみよう！
　抽選で１５０人程度の方に入場
券引換券をお送りします。
※保護者は有料です。
対市内在学の小学生

◇
申１０月１５日正午
～２４日にイベシ
スコード１８１０１５
Ａへ。
※いずれも試合当

日に、引換券をキヤノンイーグ
ルスのブースで入場券に引き換
えてからお入り下さい。
◆特別価格で試合観戦ができる
チャンス！
　試合当日、キヤノンイーグル
スのブースで、町田市内に在住
であることが証明できる免許証
等を提示いただくと、特別価格
で試合を観戦できます。
対市内在住の方
費１０００円（通常価格２０００円）
※通常のチケットについては、
ジャパンラグビートップリーグ
公式ホームページでご確認いた
だけます。

《交通》
町田バスセンター、小田急線
鶴川駅から野津田公園行きの
直行バスを運行（有料）。
※運行時間等の詳細は神奈川
中央交通公式ホームページで
ご確認下さい。

１１月５日〜９日
「キヤノンイーグルス展」開催
時間午前８時３０分～午後５時
※最終日は午前１１時まで。
場多目的スペース（市庁舎１階）

　市では、「認知症の人にやさしいまち」の実現に向け、認知症の人にやさしいまちづ
くりを実践する方や、これから関わる方が集う普及啓発イベントを開催します。午前
は認知症当事者の方の基調講演やパネルディスカッション、午後は企業・医療福祉関
係者・地域団体など、それぞれの分野で「認知症の人にやさしいまちづくり」を先進的
に取り組んでいる方々が、９つのセッションに分かれ、認知症当事者の方とともにこ
れからの在り方を議論します。どなたでも参加いただけますので、一緒に考えてみま
せんか。
※イベントの詳細は、「まちだＤマップホームページ（＝ＱＲコ
ード）」をご覧下さい。

まちだＤサミット
“認知症の人にやさしいまちづくり”のはじめかた

問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
小川在住の松元洋氏が平成３０年度

東京都功労者表彰（地域活動功労）を受賞
問市民協働推進課☎７２４・４３５８

スポーツの秋は市立陸上競技場で
　　　　ホームタウンチームを応援！

問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

町田市民スペシャル観戦デー開催!
１１月１０日はキヤノンイーグルスを応援しよう

＜第１試合＞東芝ブレイブルーパスＶＳ豊田自動織機シャトルズ　午前１１時３０分試合開始
＜第２試合＞キヤノンイーグルスＶＳ日野レッドドルフィンズ　午後２時試合開始

日１１月２４日㈯午前１０時～午後５時
場桜美林大学町田キャンパス
定４００人（申し込み順）
※午前の部のみ申し込みが必要です。
申１０月１８日正午～１１月１８日にイベントダイヤル（☎７２４
・５６５６）へ（まちだＤマップホームページで申し込みも可）。

　東京都は、地域活動、ボランティ
ア、社会福祉や教育文化など都政
の各分野において積極的に公共活
動等に携わり、卓越した努力、個性
的で魅力のある取り組みなどによ
って、顕著な貢献をされた方を表
彰しています。
　この度同賞を受賞された松元洋
氏は、小川富士見台自治会会長、町
田市町内会・自治会連合会元会長として、長年にわたり防犯・防災活
動や、高齢者への見守りなどのさまざまな活動に取り組んでいます。
地域の課題解決に率先して取り組む功績が認められ、今回の受賞と
なりました。
　１０月３日、受賞報告のために市役所を訪れた松元氏は「これから
も地域のことを第一に考え、安心で安全な住みよい街づくりを目
指して取り組んでいきたい」と、受賞の喜びを話されました。

開催
します

ホームゲームは残り２試合!
Ｊ２リーグ優勝を目指すＦＣ町田
ゼルビアを皆で応援しよう
１１月４日㈰アビスパ福岡戦
１１月１７日㈯東京ヴェルディ戦

〈キックオフ：午後２時〉

大型映像装置の迫力ある映像で盛り上がろう!

イベシス
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