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今号の紙面から 　●4面　まちだ・さがみはら絆・創・光　●5面　こびとづかん「あそびの学校」を町田シバヒロで開催!

第1901号

 2019年 
2/1

（平成31年）

号

発行 ● 町田市　編集 ● 政策経営部広報課
〒194‐8520 東京都町田市森野2－2－22
市役所の代表電話 ● 042・722・3111
市役所の窓口受付時間 ● 午前8時30分～午後5時
ホームページ ● http：//www.city.machida.tokyo.jp/

発行日／毎月2回（1日、15日）

広
報

●男女平等参画都市宣言
●非核平和都市宣言
●青少年健全育成都市宣言
●交通安全都市宣言

市
の
宣
言

町田市
ホームページ
QRコード

人口と世帯（外国人含む） 2019年1月1日現在人口 ： 428,685人（ 男：209,971人・女：218,714人）（前月より46人増） ／ 世帯 ： 195,643世帯（前月より55世帯増）

　「インターネットは苦手」「紙でじっくり読
みたい」「子育てで忙しく、自分で調べる時間
がない」という方におすすめ！新聞折り込み
のほか、市内の公共施設や駅での配布、希望
者への無料配布を行っています。

手に取って
読める！

毎月１日・１5日
発行

問 広報課 ☎724・2101

　「悪天候時にごみの収集があるか知り
たい」「防災行政無線の放送内容を知り
たい」等、配信メニューで選んだ情報
をメールでお知らせします。

気になる情報を選
んで登録

　エフエムさがみ（８３.９ＭＨｚ）で、町田
市のお知らせや、防犯・防災情報を１日３
回毎日放送しています。何かをしながら
情報収集できる手軽なツールです。

何かをしながらラジオで情報収集

　市では「広報まちだ」をはじめ、さまざまな方法で
市政情報をお届けしています。今回は、市が発信して
いる暮らしに役立つ情報ツールを紹介します。ライ
フスタイルや目的に合わせて、お気に入りの情報ツ
ールをご活用下さい。

　「最新の情報を知りたい」「広
報紙で見た情報を詳しく知りた
い」「災害時の情報を収集した
い」など、市のさまざまな情報
を掲載！目的を絞って検索した
い方にもおすすめです。

キーワードで検索

最新の情報も充実！

　市役所での申請手続きや業務案
内など、生活に必要な基本情報を
掲載した冊子です。よくあるお問
い合わせを基に作成し、市内全世
帯に配布しています。困ったとき
に役立つ情報が満載です！

困ったときに便
利な手引

　町田市のニュース・歴史・自然・人々
など、市の魅力をお届けする広報番組で
す。広報まちだでも毎月、放送タイトル
をお知らせしています。

町田の魅力を動画でチェック

わたしの便利帳

広報番組まちテレ

メール配信サービス

東京町田インフォメーション

広報まちだ

町田市ホームページ



2 2019．2．1 広報まちだは1日・15日の月2回発行です

スマートフォン版携帯電話版

「広報まちだ」無料配布のご案内
町田市ホームページ以外にも、専用サイトが充実！

ライフスタイルに合わせて選べる お役立ちツール

基本は「広報まちだ」と「町田市ホームページ」セットがおすすめ！！

放送局 放送日時
J:COM（11ch） 金曜日　午後4時15分／土曜日　午後8時15分

iTSCOM（10ch） 月曜日　午後6時15分／木曜日　午後6時20分
土曜日　午後0時55分／日曜日　午前11時25分

多摩テレビ（11ch） 毎日　午前7時13分、午後1時13分、午後5時13分、
午後10時13分

※テレビ放送終了後もインターネットで過去の放送をご覧いただけます。

わたしの便利帳

メール配信サービス

　暮らしに身近な市政の話題やタイムリーな情報のほか、目的別
のお知らせを掲載しています。

　各種手続きの方法や、施設案内、イベント情報等
が分かる町田市の公式ホームページです。
娩http：//www.city.machida.tokyo.jp/

紙面で伝えきれない情報はホームページで！
　携帯電話やスマートフォンで紙面のＱＲコードを読み込むと、
関連する情報ページ等へアクセスできます。また、町田市ホームペ
ージですぐ検索できるキーワードを市HP ●●●●●●  検索 の形
でお知らせしています。

夜間・休日の当番医はココで！
　毎号「急病のときは」のコーナー（今号7面）で夜間・休日の当番
医をお知らせしています。

アプリでも読めます！

マチイロ

　スマートフォン・タブレット用アプリ「マチイ
ロ」では、最新号の発行を通知する設定や、気にな
る記事の保存ができます。右記ＱＲコードからダ
ウンロードできます。

　妊婦や18歳未満のお子さんがいる子育て世帯向け
のまちだ子育てサイトでは、「目的別」「年齢別」「施設
別」に知りたい情報を調べることができます。
　そのほかにも、蔵書の貸出状況等が確認できる町田
市立図書館ホームページや、展覧会情報等が満載の国
際版画美術館ホームページなど専用サイトもありま
す。

まちだ
子育てサイト

　下記の配信内容から必要なものを選
択できます。配信を希望する方は、右記
ＱＲコードから登録できます。また、過
去の配信履歴は町田市ホームページで
確認できます。

選べる配信内容！
　不審者・犯罪情報／防災情報／気象・地震情報／ごみ・資源情
報／イベント情報／夜間・休日診療情報／子育て情報／広報情
報／学校教育情報
※Jアラート情報（弾道ミサイル・大規模テロ等の有事情報）、特
別警報は登録者全員に配信しています。

町田市防災行政無線の放送内容は「防災情報」で！
　「防災情報」では、町田市防災行政無線で放送した内容（災害発
生や高齢者の行方不明、市民の生命に関わる情報）等を配信して
います。

　市役所の業務案内等を記載した「行政ガイ
ド」のほか、「町田市ガイド」や「生活ガイド」を
掲載しています。
　2019年度版は、1月に市内全世帯に配布し
ました。届かない場合は、(株)サイネックス

（☎042・548・1556）へお問い合わせ下さ
い。町田市ホームページでもご覧いただけま
す。

　エフエムさがみ（8３.9MHz）は、放送エリアであれば、FMラジオ
やカーステレオ、インターネットラジオでも聴くことができます。
※地域によって受信状況が異なり、聴こえにくい場合があります。

　町田市の魅力を5分間の動画でお
届けする番組です。ケーブルテレビ
や町田市ホームページ、YouTubeでご覧いただけます。
▶2月28日まで「みんなでラジオ体操プロジェクト」放送！

災害などの緊急時に
　地震など緊急時には、番組内容を変更し、地域の緊急情報を放送す
る場合があります。災害に備え、常にラジオのダイヤルを「8３.9MH
z」に合わせておくと安心です。

広報番組

まちテレ 検索

スマートフォン版
はこちら！

　希望者への無料配布（ポスティング）を行っ
ています。
対 市内在住で新聞を購読しておらず、近くに広報紙の配布拠点
がなくホームページでの広報閲覧ができない方
申 「広報まちだ」無料配布希望と書き、住所・氏名（ふりがな）・電
話番号・希望理由（新聞を購読していない等）を明記し、ハガキで
町田市シルバー人材センター（〒194-0022、森野1-1-15、わく
わくプラザ町田内）へ。

英語・中国語・韓国語・フランス語・
スペイン語・ドイツ語・ポルトガル語
による翻訳ページを表示

急病・災害・犯罪など
緊急時に必要な情報
はココからチェック！

知りたい情報の名称やキ
ーワードを入力して検索！

多言語翻訳（Multilingual Translation）

緊急情報
検索窓

東京町田インフォメーション

放送日 放送時間
月～金曜日 午前8時54分、午後1時54分、午後6時54分
土曜日 午前10時24分、午後0時54分、午後5時54分
日曜日 午前7時54分、午前11時24分、午後5時54分
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http://www.city.machida.tokyo.jp/　　パソコン版・スマートフォン版・モバイル版がありますURL町田市ホームページ

募　集募　集
市民税課
嘱 託 員
対１年以上、官公庁での税務窓口従
事経験があり、パソコン操作（ワード
・エクセル）ができる方＝１人
勤務期間４月１日～２０２０年３月３１日
勤務時間午前８時２０分～午後５時５
分、月１４日（第２・４日曜開庁日の勤
務は必須）
内市税に関する証明発行業務及び閲
覧業務全般（窓口対応、申請書審査、
証明書発行等）
報酬月額１６万８２００円（別途交通費
支給）
※社会保険・雇用保険加入有り。詳細
は町田市ホームページをご覧いただ
くか、お問い合わせ下さい。
選考１次＝書類、２次＝面接
申官公庁での税務窓口従事経験につ
いて概要を明記した履歴書（写真貼
付）を、２月１５日まで（必着）に直接ま
たは郵送で市民税課諸税証明係（市
庁舎２階、〒１９４－８５２０、森野２－２
－２２）へ。
問市民税課☎７２４・２８７４
町田市教育委員会
スクール・サポート・スタッフ

　名簿登録制で、各学校からの要請
に基づいて任用されます。
　応募者が多数の場合や学校からの
要請がない場合は、任用されないこ
とがあります。
対学校教育に理解があり、基本的な
パソコン操作ができる方
勤務期間４月１日～２０２０年３月３１日

（７月、８月を除く）
勤務日月～金曜日（原則土・日曜日、
祝休日を除く）
勤務時間午前８時１５分～午後４時４５
分のうち６時間
勤務場所市立小・中学校
内学習プリント等の印刷・配布準備、
授業準備、採点業務等の教員業務の
補佐
報酬時給９９０円（別途交通費支給）
※社会保険・雇用保険加入有り。詳細
は町田市ホームページをご覧いただ
くか、お問い合わせ下さい。
選考書類・面接（２月１２日～２２日の
うち指定する１日）

申選考申込書（教育総務課で配布、町
田市ホームページでダウンロードも
可）と履歴書を２月１３日午後５時ま
で（必着）に直接または郵送で教育総
務課（市庁舎１０階）へ。
問教育総務課☎７２４・２１７３
３Ｒ推進課
嘱託員（ごみ収集業務）
対心身ともに健康で、体力に自信が
ある方＝若干名
※歩きながらごみを収集します。
勤務期間４月１日～２０２０年３月３１日

（更新も有り）
勤務時間午前８時１５分～午後５時、
月１６日
勤務場所町田リサイクル文化センタ
ー
※車通勤不可。
内市内のごみ収集業務、収集車の誘
導等
報酬月額１９万２２００円（別途交通費
支給）
※社会保険・雇用保険加入有り。詳細
は町田市ホームページをご覧いただ
くか、お問い合わせ下さい。
選考書類・面接
※面接の際、履歴書（顔写真貼付）を
お持ち下さい。
申電話で３Ｒ推進課（☎７９７・７１１１）
へ。

スクールソーシャルワーカー
　児童・生徒が抱える不登校やいじ
め等の問題を解決するスクールソー
シャルワーカーを募集します。
対次のいずれかの要件を満たす方
①社会福祉士など福祉に関する専門
的な資格を有する②福祉や教育の分
野において専門的な知識・技術を有
する③福祉や教育の分野において活
動経験の実績等がある＝若干名
勤務期間４月１日～２０２０年３月３１日

（学校休業期間は除く）
勤務時間月～金曜日の午前８時２０分
～午後５時５分、月１６日
勤務場所教育委員会（市庁舎１０階）
報酬月額２４万８０００円（別途交通費
支給）
※社会保険・雇用保険加入有り。詳細
は町田市ホームページをご覧いただ
くか、お問い合わせ下さい。
選考１次＝書類、２次＝面接
申所定の申込書及び作文を、２月２２
日まで（必着）に直接または郵送で教

育センタースクールソーシャルワー
カー採用担当へ。
※申込書及び作文用紙は教育センタ
ーで配布します（町田市ホームペー
ジでダウンロードも可）。
※応募書類は返却しません。
問教育センター☎７９３・２４８１

お知らせお知らせ
町田薬師池公園四季彩の杜西園の
指定管理者を募集します

　市では、町田薬師池公園四季彩の
杜魅力向上計画の一環として整備す
る、市の都市公園施設である町田薬
師池公園四季彩の杜西園（ウェルカ
ムゲート含む）及び、薬師池公園駐車
場を管理運営できる指定管理者を募
集します。
対都市公園またはこれに類する施設
における管理運営業務の実績を有す
る法人またはその他の団体
指定期間２０２０年４月１日～２０２５年
３月３１日（５年間）
申募集要項（町田市ホームページで
ダウンロード）を参照し、必要資料を
用意のうえ、直接公園緑地課（市庁舎
８階）へ。
問公園緑地課☎７２４・４３９７
消費生活センター
運営協議会委員募集

【くらしに役立つ学習会などを一緒
に企画しませんか？】
　市と協働で、衣・食・住・環境などを
テーマとした学習会、テスト教室等
の企画・運営を行う委員を募集しま
す。
対市内在住、在勤で、月に２～４回の
活動に参加できる方（営利目的は不
可）
任期４月１日～２０２０年３月３１日
【説明会を開催します】
　希望者は必ずいずれかの回に参加
して下さい。

日２月２６日㈫午後１時から、３月５日
㈫午前１０時から、いずれも１時間３０
分程度
場町田市民フォーラム３階事業準備
室
問消費生活センター☎７２５・８８０５

手話通訳者登録試験
　聴覚障がいの方を支援する手話通
訳者の登録試験を実施します。
対市内在住、在勤、在学の聴覚障がい
者福祉に熱意があり、４月１日現在満
２０歳以上の方で、手話講習会養成ク
ラス修了者または同程度の手話学習
経験のある方（おおむね４年以上）
日３月１７日㈰午前９時３０分から
場市庁舎
申所定の申込書（障がい福祉課〔市庁
舎１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、直接
または郵送で２月２１日まで（必着）に
障がい福祉課（☎７２４・２１４８返０５０
・３１０１・３６３８）へ。
届いていない方はご連絡を
就 学・入 学 通 知 書

　今年４月に小・中学校に入学する
お子さん（小学校＝２０１２年４月２日
～２０１３年４月１日生まれ、中学校＝
２００６年４月２日～２００７年４月１日生
まれ）の保護者の方へ、就学通知書

（新小学１年生）・入学通知書（新中学
１年生）を、１月下旬にお送りしまし
た。まだ届いていない方は、学務課へ
ご連絡下さい。
　外国籍の方で、町田市立小学校に
就学を希望する方は、学務課で手続
きをして下さい。
　なお、国立・都立・私立の小・中学校
に入学する方は、入学承諾書等の原本 
を直接または郵送で、学務課（市庁舎
１０階、〒１９４-８５２０、森野２-２-２２）、
または各市民センター、木曽山崎連
絡所、町田・玉川学園・鶴川・南町田の
各駅前連絡所へ提出して下さい。
問学務課☎７２４・２１７６

４月から「町田市青少年施設ひなた村」は

「町田市子ども創造キャンパスひなた村」に変わります
問ひなた村☎７２２・５７３６

南町田グランベリーパーク　商業施設の

大規模小売店舗立地法に基づく説明会
問都市政策課☎７２４・４２４８

　ひなた村は、４月から「町田市子
ども創造キャンパスひなた村」と
名称を改め、児童館相当施設とし
て指定管理者が運営を行います。
【利用者説明会を開催します】
　４月以降の事業やサービス、施
設貸出ルールについて説明しま
す。

日２月２３日㈯午後２時～４時
場ひなた村第１レクリエーション
ルーム
定４０人（申し込み順）
申２月１日午前１０時から直接、電
話またはＦＡＸでひなた村（返７２１
・９０８６）へ。

　市と東京急行電鉄（株）で推進し
ている「南町田拠点創出まちづく
りプロジェクト」において、商業施
設の駐車場計画などに関する大規
模小売店舗立地法に基づく説明会
を、東急電鉄と（株）東急レクリエ
ーションの主催で開催します。直
接会場へおいで下さい。
　なお、５月に同プロジェクトの
進
しん

捗
ちょく

を報告する会を開催する予定

です。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。
日２月１５日㈮午後７時～９時、２月
１６日㈯午後１時～３時（各日とも
同一内容）
場セミナープラス南町田２階大研
修室（鶴間３－１０－２）
定各１５０人程度（先着順）

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
上小山田地区資源ご
み処理施設連絡会

2月13日㈬午後
6時30分から

忠生市民セン
ターホール

5人程度
（先着順）

直接会場へ問循環型施
設整備課☎724・4384

町田市会計基準委員
会

2月15日㈮午後
3時~5時

市 庁 舎4階 会
議室4-1

3人
（申し込み順）

事前に電話で会計課（☎
724・2196）へ

相原地区資源ごみ処
理施設連絡会

2月16日㈯午後
6時から

堺市民センタ
ー第1会議室

5人程度
（先着順）

直接会場へ問循環型施
設整備課☎724・4384

町田市総合教育会議 2月18日㈪午前
9時から

市庁舎10階会
議室10-3~5

30人
（申し込み順）

2月12日までに電話で
企画政策課（☎724・
2103）へ

町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

2月18日㈪午前
10時~正午

市 庁 舎2階 会
議室2-1

3人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報
課（☎724・8407）へ

町田市福祉のまちづ
くり推進協議会・バ
リアフリー部会

2月19日㈫午後
2時から

市 庁 舎2階 会
議室2-1

3人
（申し込み順）

事前に電話で交通事業
推進課（☎724・4260）
へ

町田市地域密着型サ
ービス運営委員会

2月19日㈫午後
6時30分~8時

市 庁 舎2階 会
議室2-4

3人
（申し込み順）

2月15日までに電話で
いきいき総務課（☎724
・3291）へ

町田市スポーツ推進
審議会

2月20日㈬午後
6時30分から

市庁舎10階会
議室10-2

5人
（申し込み順）

2月19日までに電話で
スポーツ振興課（☎724
・4036）へ

町田市地域包括支援
センター運営協議会

2月21日㈭午後
4時~5時30分

市 庁 舎2階 会
議室2-1

5人
（申し込み順）

事前に電話で高齢者福
祉課（☎724・2140）へ
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お知らせお知らせ
２月１０日の日曜窓口では
乳幼児（マル乳）医療証及び�
義務教育（マル子）医療証の�
当日交付ができません
　２月１０日㈰はシステムメンテナン
スのため、子ども総務課窓口での紛
失・転居・氏名変更に伴う医療証の当
日交付はできません。手続きをした
場合、翌日以降に郵送します。
　ご不便をおかけしますが、ご理解
・ご協力をお願いします。
問子ども総務課☎７２４・２１３９
大地沢青少年センター～８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２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。
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
８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２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）。
※７月２８日～８月１９日の夏期期間は
抽選です。詳細は、今後の本紙等でお
知らせします。

催し・講座催し・講座
町田国際交流センター～外国人のた
めの
専 門 家 無 料 相 談 会
　弁護士・行政書士などの専門家が
ビザ・在留資格等、日常生活で困って
いることの相談を受けます。
※通訳言語は、英語、中国語、韓国語、
スペイン語、フィリピン語です。
日２月１７日㈰午後１時３０分～３時３０
分
場町田国際交流センター
申電話、ＦＡＸまたはＥメールで、同セ
ンター（☎７２２・４２６０返７２２・５３３０
遍ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ－ｋｏｋｕｓａｉ．ｊｐ）
へ。
※相談会に関することは同センター
へお問い合わせ下さい。
問文化振興課☎７２４・２１８４

まちだ市民セミナー
【ココロが動きたくなるカラダに美

お

味
い

しい運動のコツを伝授！】
　糖尿病の運動療法や、変形性関節
症に伴う膝・腰などの痛みに対する
リハビリについて話します。
※要約筆記があります。
日３月１０日㈰午後２時～４時
場町田市民フォーラム
講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１８０人（申し込み順）
申２月５日正午～３月５日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９０２０５Ｈへ。
問保健総務課☎７２２・６７２８
講演会
メディアに惑わされない食生活
　町田地域活動栄養士会と共催で
す。
対市内在住の方、在宅管理栄養士・栄
養士、給食施設職員等
日２月２３日㈯午前１０時～正午
場健康福祉会館
講群馬大学名誉教授・高橋久仁子氏　
定１００人（申し込み順）
申２月５日正午～１７日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０２０５Ｂへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６
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２月２６日㈫午後２時～３時
場南市民センター
内成年後見制度（法定後見制度）の概
要や手続きの流れ、相談先の紹介等
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

家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日①２月２１日㈭午後１時３０分～３時
②３月２日㈯午後２時～４時
場①木曽山崎コミュニティセンター
②コミュニティカフェ　レストラン
「リレイス」（能ヶ谷）
内①臨床心理士による認知症講座②
臨床心理士による介護ストレスとの
上手な付き合い方と癒やし方につい
ての講座、コラージュ体験
定各３０人（申し込み順）
申電話で①忠生第２高齢者支援セン
ター（☎７９２・１１０５）へ②２月２５日
までに鶴川第２高齢者支援センター
（☎７３７・７２９２）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
町田で始める介護の仕事！
町田市介護人材バンク
　登録後は継続した就労支援を受け
ることができます。
【生涯現役、地域で活躍したいアクテ
ィブシニアの方～初級研修・相談登
録会】
　介護の資格がなくてもできる周辺

業務（清掃、ベッドメイキング、配膳、
介護補助等）での就労に向けた研修
・相談登録会です。
対市内在住のおおむね５０歳以上で
介護施設での就労を希望する方
日２月２７日㈬午前１０時～午後０時
３０分
講（社福）らっく評議員・遠藤信子氏
定３０人（申し込み順）
申２月２２日までに電話で町田市介護
人材バンクへ。
【介護施設への就職を希望する方～
就職相談・求職登録会】
　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（資格や
経験は不問）。
対介護施設に就職を希望する方
日２月２７日㈬午後１時～３時
※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）。

◇
場町田市民フォーラム
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
介護のしごと
ワールド・トーク・カフェ

【町田発！介護の仕事でつながろう】
　母国や介護について話したり、お
茶と軽食を取りながらゲームをして
交流を深めます（入退場自由）。
対外国籍の方とその家族・友人、介護
施設職員、外国籍の方に関するボラ
ンティアに携わっている方等
日２月２３日㈯午後７時～９時
場町田市文化交流センター
定１００人（申し込み順）
※定員に達しない場合、当日参加も
可能です。
申２月１８日までに、電話またはＥメ
ールで、町田市介護人材開発センタ
ー（☎８５１・９５７８遍ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ
－ｋｊｋｃ．ｊｐ、受付時間＝祝休日を除く
月～金曜日の午前９時～午後５時）
へ。
※詳細は町田市介護人材開発センタ
ーにお問い合わせ下さい。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６

農業者・商工業者交流会
　市とＪＡ町田市、町田商工会議所

は、農商工連携推進事業として、市内
の農業者と商工業者が連携して新た
なビジネスや価値を生み出すための
取り組みを支援しています。
　この事業の一環として事業者同士
のマッチングイベント「農業者・商工
業者交流会」を開催します。農家の方
や商工業者に限らず、他の業種の方
も参加できます。
日２月２５日㈪午後３時～５時３０分
場町田新産業創造センター
内農商工連携の進め方に関する情報
提供、取り組み事例の紹介、参加者同
士の交流等
定３０人（申し込み順）
申参加申込書に必要事項を記入し、
２月２０日まで（必着）に郵送またはＦ
ＡＸで町田商工会議所会員サービス
課（〒１９４－００１３、原町田３－３－
２２返７２９・２７４７）へ。
※参加申込書は産業政策課（市庁舎
９階）、各市民センター、町田商工会
議所、ＪＡ町田市経済課店舗等で配布
します（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

知 的 財 産 セ ミ ナ ー
【知的財産の活用方法や自治体制度
を活用したブランド化のススメ】
　日本弁理士会関東支部、ＢｕｓｉＮｅｓ
ｔ、日本政策金融公庫、日野市と共催
で、受講者参加型の知的財産セミナ
ーを開催します。
　事例紹介では、町田市トライアル
発注認定制度と知的財産を組み合わ
せて、新たな価値を生み出している
市内事業者を紹介します。セミナー
終了後は、無料相談会もあります。
日２月２２日㈮午後２時～５時１０分
場市庁舎
講日本弁理士会関東支部弁理士・上
田精一氏、（株）イズミ環境事業部・関
山秀樹氏
定２０人（うち相談会は５人まで）／申
し込み順
申参加申込書（町田市ホームページ
でダウンロード）に記入し、ＦＡＸで
知的財産セミナー２０１８運営事務局
（返０３・３４６３・０７７１）へ（日本弁理
士会関東支部ホームページで申し込
みも可）。
問産業政策課☎７２４・３２９６

３月１１日はライトダウンにご協力を

まちだ・さがみはら絆
ばん

・創
そう

・光
こう

問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

　市では、節電や地球温暖化防止に
ついての意識を高めるため、相模原
市と連携して、市内全域で一斉にラ
イトダウン（消灯）を実施します。生
活や事業活動に支障のない範囲で、
消灯にご協力をお願いします。
日３月１１日㈪午後７時～８時
【関連イベント～気象キャスター・奈
良岡希実子さんと考える環境講演
会】
　日本各地で、これまで経験したこ
とのないような集中豪雨や大型台風
などによる被害が頻発しています。
　暮らしの中でどのような対策がで
きるのか、気象予報士の奈良岡希実
子さんの話を聞き、一緒に考えます。
対町田・相模原市に在住、在勤、在学

の方（中学生以下は保護者同伴）
日３月２日㈯午後２時～３時３０分
場町田市生涯学習センター
定１５０人（申し込み順）
申２月６日正午～１７日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０２０６Ａへ。

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。問市民課☎724・2864証明書の発行はコンビニ交付サービスをご利用下さい !

奈良岡希実子さん

２月１１日㈷～１２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、
２月１１日㈷～１２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、２月１３
日㈬午前６時３０分からです。
問市民課☎７２４・２８６４
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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２月９日、２３日、いずれも土曜日午
後１時～５時（１人１時間）
申参加希望日の１週間前までに同セ
ンターホームページで申し込み。

【町田創業～ファーストステップセ
ミナー】
日①２月８日㈮午後２時～３時３０分②
２月８日㈮午後３時４５分～５時１５分
③２月２０日㈬午後２時～３時３０分④
２月２０日㈬午後３時４５分～５時１５分
内①人材育成～エゴグラムを使って
経営者としての性格の特長を知ろう
②販路開拓～ＷｅｂやＳＮＳを活用し
た販路開拓手法を知ろう③経営～マ
ーケティングのフレームワークを知
ろう④財務～利益を出すための必要
売上高の考え方を知ろう
講①こころサロン創・佐瀬りさ氏②
④（株）ウィルパートナーズ中小企業
診断士・馬場郁夫氏③（株）ウィルパ
ートナーズ中小企業診断士・廣野希
氏
定各３０人（申し込み順）
申参加希望日の前日午
後５時までに同センタ
ーホームページで申し
込み。

◇
対創業予定の方、創業して間もない
方等
場同センター
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎７２４・２１２９
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３月４日㈪～８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、２月４日～１５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「Ｗｏｒｄ・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
女性のための就職準備セミナー

好 印 象 を 残 そ う！ 
面 接 対 策 セ ミ ナ ー
対就職を考えている女性
日２月１９日㈫午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
内再就職の際に役立つ面接時のマナ
ー・心構え、よく聞かれる質問の答え
方等
講ハローワーク町田マザーズコーナ
ー職員
定２０人（申し込み順）
申２月５日正午～１７日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０２０５Ａへ。保育希望
者（６か月以上の未就学児、申し込み
順に１０人）は２月１１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
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）。

【①大人の食育Ⅱ～アンチエイジン
グのための料理教室】
　アンチエイジングをテーマに健康
になる知識と調理のコツを学び、オ
リジナルの献立を調理・試食します。
日３月７日、１４日、いずれも木曜日午
後１時～４時、全２回
場町田市生涯学習センター
講相模女子大学短期大学部非常勤講
師・西村かおる氏、管理栄養士・関根

江美子氏、張替泰子氏
定２０人（抽選）
費４０００円（材料費含む）

【②特別講座　“健康情報”のウソ・ホ
ント～ベテラン薬剤師が教えるセル
フメディケーション】
　街の薬局で取り扱っているＯＴＣ
医薬品（市販薬）やサプリメントを生
かしたより良いセルフメディケーシ
ョン（自己治療）のコツを解説しま
す。
日３月１０日㈰午前１０時～正午
場相模女子大学（相模原市）
講相模原市薬剤師会理事・新田淳史
氏、常任理事・神原大輔氏、副会長・山
下耕司氏
定５０人（申し込み順）

【③人生１００年時代を健康に過ごす
ために～生涯現役で生き抜く方法】
　人生１００年時代を笑顔で全うする
ために何ができるか、「働く」という
ことをキーワードに考察します。
日３月２３日㈯午前１０時～１１時３０分
場ユニコムプラザさがみはら（相模
原市）
講北里大学医学部公衆衛生学講師・
江口尚氏
定５０人（申し込み順）
費７００円

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①２月１３日まで②３月７日
まで③３月２１日まで（いずれも必着）
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）。
※①は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

消 費 生 活 セ ン タ ー
【①くらしに役立つテスト教室～保
温調理で楽しく省エネ！】
日３月４日㈪午前１０時～正午

内家庭でできる保温調理の実例を紹
介し、調理したメニューを試食
講町田友の会
定１６人（申し込み順）
費１５０円

【②学習会～「私だけは大丈夫」なん
て考えていませんか？　スマホの安
全な使い方を学ぶ】
　当日はスマートフォンを貸し出し
ます（１人１台、アンドロイド端末）。
日３月７日㈭午後２時～４時
内安心・安全なアプリの使い方、架空
請求とワンクリック請求の対処方法
を学ぶ
講ＫＤＤＩ（株）認定講師
定２０人（申し込み順）

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
申２月５日正午から①２月２５日まで
②２月２８日までに、イベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード①１９０２０５Ｅ②１９０２０５Ｆへ。
保育希望者（１歳以上の未就学児、い
ずれも申し込み順に６人）は併せて
申し込みを。
問消費生活センター☎７２５・８８０５　

使 い 切 り 料 理 教 室
　食材を使い切る方法や上手なアレ
ンジ方法、料理中に出るごみを減ら
すポイント等を実践しながら紹介し
ます。
※メニューについては、開催日の１
～２週間前に案内文を郵送します。
対市内在住の１８歳以上の方
日３月１日㈮午前１０時～午後１時
場町田市民フォーラム
講町田市食育ボランティア
定３０人（申し込み順）
費５００円
申２月５日正午～１９日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０２０５Ｃへ（４人まで申
し込み可）。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

市HP  Ｄカフェ　　　　 検索

同センター
ホームページ

こびとづかん「あそびの学校」を町田シバヒロで開催！
問産業政策課☎７２４・３２９６

出張認知症カフェ（Ｄカフェ）
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

　シバヒロから、遊びを通じた役立
つ知識や技術を発信します。２００６
年に出版された絵本「こびとづかん」
をモチーフにした仕掛けやイベント
を実施します。
日２月９日㈯～３月３日㈰、月～金曜
日＝午前１０時～午後５時、土・日曜
日、祝休日＝午前９時～午後５時
場町田シバヒロ
内こびとを探せ！謎解きゲーム、お
もしろフォトスポット、塗り絵アー
ト、縁日、カクレモモジリの大型バル
ーン等

【土・日曜日、祝休日限定の催し】
　国語・算数などの科目ごとにイベ
ントを開催します。３月３日には、こ
びとづかんの作家によるサイン会や
ワークショップを行います。
内理科をテーマにしたあそび「こび
とづかんオリジナルプラネタリウ
ム」、生物をテーマにしたあそび「ふ
くろうとのふれあい体験」等
※一部、定員や事前申込があるもの、
有料のイベントがあります。詳細は

町田市ホームページ
またはイベント公式
ホームページをご覧
下さい。

　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。
対認知症の方や家族、支援者等

※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。

図工をテーマにしたあそび「知育ブロック
を使ったこびとづくり」

大型バルーンが出現 !

ⓒYOSHIRITSU CO.,LTD.

町田産新鮮野菜がいっぱい!日曜朝市 日2月3日㈰午前7時30分～8時30分（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

イベント公式
ホームページ

市内スターバックスコーヒー各店の開催日（2月・3月）
会　場 日　時

ぽっぽ町田店（原町田4-10-20） 2月7日㈭、3月26日㈫

午前10時～正午ルミネ町田店（原町田6-1-11） 2月14日㈭、3月29日㈮
町田金森店（金森3-1-10） 2月28日㈭、3月20日㈬
小田急町田駅店（原町田6-12-20） 2月13日㈬、3月11日㈪
多摩境店（小山ヶ丘3-2-8） 2月18日㈪、3月15日㈮ 午前9時～11時
町田パリオ店（森野1-15-13） 2月6日㈬、3月4日㈪

午前10時～正午町田東急ツインズ店（原町田6-4-1） 2月20日㈬、3月6日㈬
鶴川店（能ヶ谷1-5-1） 2月27日㈬、3月22日㈮
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■問保健予防課　724・4239☎☎気を付けよう インフルエンザ 流行中 手洗い・マスクで　しっかり予防

催し・講座催し・講座
６０分で書ける！

新聞の見出しから作る 
短 編 小 説 教 室
対①小学４年生～中学生②高校生以
上の方
日２月１７日㈰①午前１０時～正午②
午後２時～４時
場町田市民文学館
講ブックカフェ「６次元」主宰・ナカ
ムラクニオ氏
定各１５人（申し込み順）
申２月１日午前９時から電話で同館
（☎７３９・３４２０）へ。
鶴見川源流保水の森植樹会

森 を つ く ろ う
　苗を植えて、カブトムシの森を育
てませんか。
※中学生以下は保護者同伴でおいで
下さい。
日２月１０日㈰午後１時～４時（小雨実
施、荒天時は小山田桜台集会所で講
話のみ実施）、集合は小山田バス停
内講話、植樹体験、鶴見川源流保水の
森の散策（アップダウン有り）
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
※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。
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、

２月５日まで（必着）にハガキ、ＦＡＸま
たはＥメールで（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
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２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＝「八木義
德」／おはなし＝「サーカスのライオ
ン」（川村たかし作）、「ほうき屋のシ
ョーン」（アイルランドの昔話）、「金
の毛が三本ある悪魔」（グリム童話）
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、２月１日午前９時
から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。

団地街～写真で巡る団地の時間
　「団地はひとつの街（マチ）である」
をキーワードに、カメラマン・工藤剛
史氏が町田木曽団地にスポットを当
て、夏祭りや花火大会、商店街から日
常の風景まで、そこに住む人と暮ら
しを記録した写真展です。
日２月１２日㈫～２２日㈮、午前８時３０

分～午後５時（土・日曜日を除く）
※１２日は正午から、２２日は午後４時
までです。
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
問住宅課☎７２４・４２６９

マ タ ニ テ ィ ヨ ガ
対市内在住の妊娠４か月以降で安定
期の方
※かかりつけの医師に相談のうえ、
お申し込み下さい。
日２月２０日㈬午前１０時３０分～１１時
１０分
場子どもセンターつるっこ
講ヨガ講師・池末玲氏
定６人（申し込み順）
申２月９日午前１０時３０分から直接ま
たは電話でつるっこ（☎７０８・０２３６）
へ。

大地沢青少年センター
【①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。２月の
特別プログラムは、「おひなさまパズ
ルセット」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）。
日２月１０日㈰午前１０時～午後３時
（雨天実施）
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）

【②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。講習受講後
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２月１７日㈰午前１０時～午後３時
定２０人（申し込み順）
費４００円
申２月１日午前９時から電話で同セン
ターへ。

【③めざせデビュー！キャンプ体験
会】
　日帰りで行う体験会です。
対市内在住、在勤、在学のテント泊未
経験の家族
※同体験会に参加したことがない方
が対象です。
日３月９日㈯午前１０時～午後３時（雨
天実施）
内テント張り体験、まき割り・火おこ
し体験、飯

はん

盒
ごう

体験（予定）
定６組（抽選）
費小学生以上１人２００円
申ハガキに住所・電話番号・送迎バス
の利用の有無と、参加者全員の氏名
（ふりがな）・年齢（学年）を明記し、２
月１５日まで（必着）に大地沢青少年
センター（〒１９４－０２１１、相原町
５３０７－２）へ。
※ＪＲ横浜線相原駅西口～同センタ
ー間の無料送迎バスを運行します。

◇
場同センター①研修棟②野外炊事場
③野外炊事場等
問同センター☎７８２・３８００

市HP 暮らしに関する相談 検索暮らしに関する相談
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 １３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

１日、８日、１５日㈮ 午後１時３０分～４時 電話予約制（随時）
④国税相談 ５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 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㈫ 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 ５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 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･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水曜日を除く〕）
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）

市内に家屋を所有の方
（空家・居住中問わず） １２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、「町田市わたしの便利帳２０１９」５２～５８ページを参照

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【栄養講座～スポーツをす
る小学生から中学生の食事】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日３月２５日㈪午前１０時３０分～
１１時３０分内スポーツをしている小
・中学生に必要な栄養の特徴や食事
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）申
往復ハガキに必要事項を明記し、２
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）
【まちだスポーツ広場】
　直接会場へおいで下さい対市内在
住、在勤、在学、在園の方日３月２２日
㈮午後３時～５時３０分内２０２０年東
京オリンピック・パラリンピック種
目（ボッチャ・卓球・バドミントン・バ
スケットボール）の体験

に各種目を練習定各８０人（抽選）費
２万５０００円
【②炭焼き体験教室】
　親子参加も歓迎です日２月２３日㈯
午前９時～正午内炭焼き体験、しい
たけのほだ木づくり定５０人（申し込
み順）費持ち帰りのほだ木１本８００
円、栽培場で保管するほだ木１本
１２００円、炭販売１袋５００円、豚汁１杯
１００円
【③自然観察教室　野鳥編～冬の野
鳥観察】
対小学４年生以上の方（保護者同伴
の場合は小学４年生未満の参加も
可、大人１人での参加も歓迎）日２月
１６日㈯午前９時～正午講日本野鳥の
会・島津哲也氏定２０人（申し込み順）
費中学生以上５００円、小学４～６年生
３００円（保険料・材料費込み）／大人
１人につき小学４年生未満１人まで無

【トライ・スポーツ！まちだ２０１９】
対市内在住、在勤、在学の方（障がい
のある方の参加も歓迎）日２月１１日
㈷午前９時～午後４時内オリンピア
ン・パラアスリートによるトークシ
ョー、パラスポーツの体験、子ども向
け体力測定、健康測定会等／申込方
法等の詳細は同館ホームページをご
確認下さい
●野津田公園☎７３６・３１３１
【①元五輪選手が教えるキ
ッズ陸上競技教室】
対市内在住、在学の新小学１～６年生
日４月８日～２０２０年３月２３日の月曜
日（祝休日、７月２２日、２９日、８月５
日、１２月３０日、２０２０年１月６日を除
く）、４月～９月＝午後４時１５分～５時
４５分、１０月～３月＝午後４時～５時
３０分、全３６回内基本的なフォーム
から速く長く走るコツまで、時期別

料、２人目からは１人につき３００円必
要

◇
申①往復ハガキ（１人１枚）に必要事
項を明記し、２月２８日まで（消印有
効）に同公園へ②③２月１日午前９時
から電話で同公園へ／受付時間＝午
前９時～午後５時、土・日曜日、祝休日
も可
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
【うめ写真展】
　日本各地で
撮影された梅
の写真を公募
した作品展で
す日２月２１日
㈭～３月３日㈰
〈臨時休館〉� �
　館内清掃のため、２月１８日㈪～２０
日㈬は臨時休館します

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。



72019．2．1催しや講座など、申込方法の記載がない場合は直接会場へおいで下さい。

詳細はお問い合わせ下さい。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131 検索町田市立図書館移動図書館“そよかぜ号”ご利用下さい！

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

●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）、3日＝はぎの耳鼻咽喉
科（☎728・8737、玉川学園7-1-6）、
10日＝まちだ耳鼻咽喉科（☎794・
6108、木曽西2-17-26）、11日＝稲
垣耳鼻咽喉科医院（☎722・3115、
原町田6-22-15）

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 中村内科 ☎799・6656 金森東4-42-28
内科、
小児科 佐藤寿一クリニック ☎710・2251 原町田1-7-17

内科 やました内科・脳神経クリニック ☎794・6327 山崎町2055-2

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
町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

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 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

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 熊谷医院 ☎795・5325 金森東4-33-4
内科 近藤医院 ☎728・6898 成瀬1-6-7
内科 多摩境内科クリニック ☎703・1920 小山ヶ丘3-24

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
多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491
あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

11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 すずかけ台診療所 ☎795・2121 つくし野3-17-9

内科 田村胃腸科内科クリニック ☎735・5667 能ヶ谷2-12-6
内科 おやま内科クリニック ☎860・0326 小山町233-1

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
町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41
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 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 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

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

●町田市民文学館☎７３９・３４２０
【ことばであそぼう！３・４歳児あつま
れ！】
対3・4歳児とその保護者日2月9日
㈯午前10時30分～11時40分場同
館2階大会議室内紙芝居、絵本、わら
べうた、言葉遊び等上演桃の木工房
●ひなた村☎７２２・５７３６
【①ひなた村科学クラブ～光を集め
てみよう】
対市内在住、在学の小・中学生日2月
10日㈰午前10時～正午内光を集め
る方法とその仕組みについて学ぶ講
電気の先生・伊藤泰郎氏定20人（申
し込み順）費300円
【②ひなた村科学クラブ“ぷち”～科
学捜査“なぞりん”からの挑戦状】
　科学の力で指紋や証拠品を調べ、
隠されたお宝を探そう！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2月17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
【③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

話でひなた村へ④⑥直接会場へ／③
は、2月17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Ⅲ】
対市内在住、在学の小・中学生の親子

学2年生は保護者同伴）日2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定10人（申
し込み順）費300円（糸のこ1台につ
き）
【④ひなた村シアター】
日2月24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「たぬきの糸車」「ひなま
つり」「エリック・カールコレクショ
ンⅠ～はらぺこあおむし他～」
【⑤ピザ窯講習会】
対市内在住、在勤、在学の16歳以上
の方日3月2日㈯午前10時～午後3
時内ドラム缶ピザ窯の使い方を学ぶ
（受講者には、今後ピザ窯の利用がで
きる修了証を交付）定20人（申し込
み順）費400円
【⑥たきびのじかん】
　小学3年生以下のお子さんは保護
者同伴でおいで下さい日3月9日㈯
午前10時～11時30分（正午に消火、
雨天中止）場ひなた村てっぺん広場
内たき木を拾い、たき火体験（焼く物
や軍手等の持参も可）

◇
申①②③⑤2月1日午前10時から電

日2月24日㈰午前10時～午後3時場
同センター／ＪＲ横浜線相原駅西口
～同センター間の無料送迎バスを運
行内しいたけのほだ木作りと竹細工
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
600円申2月1日午前9時から電話で
同センターへ

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。

情報コーナー
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【①ポイント方式（家族向）②単身者
向、単身者車いす使用者向、シルバー
ピア（単身者向・二人世帯向）③居室
内で病死等があった住宅】
　都内に3年以上居住等、いずれも
要件有り／詳細は募集案内を参照配
布期間2月4日～13日配布場所市庁
舎1階総合案内、各市民センター、木
曽山崎連絡所、町田・玉川学園・鶴川
・南町田の各駅前連絡所、同公社町
田窓口センター、都庁等（各施設で開
所日時が異なる）／同公社ホームペ
ージで配布期間中に限りダウンロー

ドも可申郵送で2月18日まで（必着）
問同公社都営住宅募集センター☎
0570・010・810
●町田消防署～テロ災害合同訓練
　東京2020オリンピック・パラリ
ンピック競技大会に向け、町田消防
署と町田警察署が連携したテロ災害
合同訓練と市民参加型訓練を実施／
詳細は町田消防署ホームページを参
照日2月17日午前11時～午後0時
30分（荒天中止）場原町田大通り、町
田センタービル及び町田東急ツイン
ズ周辺内市民参加型訓練＝ＶＲ車体
験、まちかど防災訓練車体験、東京消
防庁音楽隊による演奏、消防・警察車
両の展示（予定）問町田消防署☎794
・0119



8 2019．2．1 聴覚に障がいのある方が記事へのお問い合わせをご希望の際は、FAXで市役所代表返０４２・７２４・５６００へ。

広告欄：掲載のお問い合わせは広報課☎７２４・２１０１、掲載内容については広告主へお問い合わせ下さい。

広　　告

今
号
の
広
報
紙
は
、１２
万
５
５
０
１
部
作
成
し
、１
部
あ
た
り
の
単
価
は
１２
円
と
な
り
ま
す（
職
員
人
件
費
を
含
み
ま
す
。ま
た
作
成
経
費
に
広
告
収
入
等
の
歳
入
を
充
当
し
て
い
ま
す
）。

　２０２０年４月に予定している町田薬師池公園四季彩の杜西園エリア「ウェルカムゲート」のオープンに合わせ、皆さんの投票でロゴマークを決定します。
ロゴマークは、園内に設置する案内表示やパンフレット等、幅広く使用します。　市HP 四季彩の杜ロゴマーク  検索

　ＮＨＫ厚生文化事業団主催の「認
知症にやさしいまち大賞」におい
て、全国から寄せられた４５の取り
組みの中から「ＨＡＴＡＲＡＫＵ認知
症ネットワーク町田」の竹林管理
・活用の取り組みが最高賞である
本賞を受賞しました。本賞の受賞
は昨年の認知症カフェ「Ｄカフェ」
に続いて２年連続となります。
　同団体と市は、下小山田町にある市有林の管理・活用に関する協定
を締結しています。竹林を管理しながらタケノコ販売・タケノコ掘り
・竹細工作りといった有償イベントを認知症の方と一緒に行ってお
り、全国展開できるような汎用性の高さや認知症の方がいきいきと
活動している姿が評価され、受賞に至りました。
　１月１０日、関係者が受賞報告のために市役所を訪れました。

　大交流会は、作戦提案者が自分の提案・アイデアをＰＲし、仲間づくりやアイ
デア磨きができる機会です。気軽に参加できる相談会や東京２０２０大会の最
新情報報告会、ひとつのテーマで語り合う「○ごとトーク」も行います。
日２月１６日㈯午前１０時～午後４時（途中入退場自由）
場市庁舎３階会議室３－２・３

投票しよう！
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８

「ＨＡＴＡＲＡＫＵ認知症ネットワーク町田」の竹
林管理・活用が「認知症にやさしいまち大
賞」本賞を受賞� 問農業振興課☎７２４・２１６４

　７月２１日㈰の自転車競技ロードレース・テストイベント（東京２０２０大
会のテストのために行う男子の国際大会）の開催を支える「まちだサポー
ターズ（市民ボランティア）」を募集します。
※登録者には、継続的に東京２０２０大会関連イベント等でのボランティ
ア募集のお知らせをします。
対２０１９年４月１日時点で満１５歳以上の方
内資機材の設置・撤去のサポート、コース沿道での観戦者等の整理・案内など
申指定申込用紙（各市民センター等で配布、町田市ホームページでダウン
ロードも可）に記入し、３月３１日まで（消印有効）に直接、郵送、またはＦＡ
Ｘでオリンピック・パラリンピック等国際大会推進課（市庁舎１０階、〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２、返０５０・３０６６・０１７８）へ。

東京２０２０大会に向けたボランティア募集 まちだ○
まる

ごと大作戦１８−２０　作戦会議
大交流会〜語って、聞いて、つながろう

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

　市では、認知症等の症状がある方が外
出先から自宅に帰らず、家族から依頼が
あった場合に、市内の郵便局や新聞販売
店、タクシー事業者等に情報提供をし、
早期発見への協力を求めています。
　今回新たに、協力していただく事業者
に東京急行電鉄（株）・小田急電鉄（株）・
東日本旅客鉄道（株）・京王電鉄（株）・ヤ
マト運輸（株）・（株）エフエムさがみの６事業者が加わりました。
　今後も認知症の方やその家族が安心して暮らせる地域づくりを進めてい
きます。

「認知症等の症状により行方不明になった
高齢者等の情報提供に関する協定」を締結

問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

■直接投票
　観光まちづくり課（市庁舎９階）、各コミュニティセ
ンター（上小山田を除く）、各連絡所、各市民センター、
小野路宿里山交流館、町田市フォトサロン、リス園、ダ
リア園、七国山ファーマーズセンター、ふるさと農具
館、町田ツーリストギャラリー、町田商工会議所の窓口
へ（各施設で開所日時が異なる）。

■ハガキまたはＥメール
　投票するロゴマークの番号を１
つ明記し、観光まちづくり課町田
薬師池公園四季彩の杜ロゴ担当

（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２、
遍ｍｃｉｔｙ３５８０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏ
ｋｙｏ．ｊｐ）へ。

■イベントダイヤル
　☎７２４・５６５６へ。
■ソーシャルメディア
　町田市農業情報・町田市観光コンベンション協会の
Ｆａｃｅｂｏｏｋ及びＴｗｉｔｔｅｒの「いいね」をクリック。

　２０１９年秋にまちびらき予定の「南町田グランベリーパー
ク」は、まちづくりに関する世界標準の環境認証制度「ＬＥＥＤ　
ＮＤ」で、計画段階でのゴールド認証を獲得しました。ゴール
ド認証の獲得は国内で３番目、駅施設を含む開発では日本初
となります。
　南町田拠点創出まちづくりプロジェクトが目指してきた、街歩きを楽しめ、居
心地のよい「すべてが公園のようなまち」の考え方が高く評価されました。

南町田グランベリーパーク
国際的な環境認証制度ＬＥＥＤのゴールド認証を獲得!

問都市政策課☎７２４・４２４８

「まちだサポーターズ」に登録しませんか
問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎７２４・４４４２

町田薬師池公園四季彩の杜ロゴマーク

ロゴマーク案２
　落ち着いた和テイストで、
伝統感のあるロゴマークで
す。４つの円の組み合わせで四
季彩を表現し、やわらかな絵
の具を使用したシンボルマー
クで、しっかりとした中にも温
かみを感じさせてくれます。

ロゴマーク案３
　シンプルで高雅な汎

はん

用
よう

性
せい

の高
い黒一色のデザインです。シン
ボルマークは、家紋によく使用
されている太めの円を組み合わ
せて、色彩の交わりを表現して
います。古風になりすぎず、現代
的なスマートさもあります。

ロゴマーク案１
　ポップな書体で、遊び
に行きたくなる印象を与
えます。公園の多くを占
める緑と、色とりどりの
花や季節を、相性の良い
カラーリングで表現して
います。

投票期限 下記のいずれかの方法により投票して下さい（ハガキの場合は消印有効）。複数応募は無効となります。２月２１日㈭まで
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