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今号の紙面から

● 3面

3月議会が開会 ● 3面 市・都民税、
事業所税 申告はお済みですか

共働き世帯やひとり親家庭等の増加を背景に、一人で食事をしたり、保護者の
帰宅を家で待つ子どもからは「みんなで楽しくご飯を食べたい」
、保護者からは
「地域とのつながりが希薄だ」という声があります。こうした思いに寄り添うた
め、
子ども食堂をはじめとする
「地域で子どもを育む」
活動が増えています。
地域や各関係機関が手を取り合い、親も子も安心して過ごせる地域の居場所
をつくる取り組みを紹介します。

問

子ども家庭支援センター ☎724・4419
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イメージ

人口と世帯（外国人含む）

（前月より128 人減）／ 世帯 ： 195,645 世帯（前月より2 世帯増）
人口 ： 428,557 人（ 男：209,917人・女：218,640人）

2019年2月1日現在
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広 報 ま ち だ は 1 日 ・ 15 日 の 月 2 回 発 行 で す
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子どもが安心して過ごせる
子ども食

堂においでよ！

学校と家庭だけではない子どもの居場所づくり
ふくちゃん食堂を運営する
（社福）
福音会の鶴田さんにうかがいました

子ども食堂とは、地域の団体等が子どもに対し、
栄養のある食事や、地域の方々との交流を提供す

野津田町の福音会がある地域の子ども
は、4つの小学校から通う学校を選択でき
ます。お隣同士でも学校が異なると、子ども
同士の交流が少なくなったり、家庭が地域
から孤立する恐れがあります。こうした課
題に取り組む子ども会や地域への支援を通
じて、子ども食堂を求める声が多くあると
知り、地域住民や専門家等の方と話し合い、
「ふくちゃん食堂」を立ち上げました。
集まった子どもたちは、ボランティアの
学生や福音会のスタッフを交えて楽しく過
ごしています。違う学校に通う子どもたち
が仲良く過ごす姿を目にすると、子ども食
堂を始めて良かったなと感じます。

る活動です。
大人も参加できる子ども食堂では、子
育ての相談相手がいなくて困っているお母さん
や、
一人暮らしの高齢者等も一緒に食卓を囲み、団
らんを楽しんでいます。
また、
食事の提供だけでなく、学習支援や遊びを
行っている食
堂もあり、子
どもの成長を
見守り支える
「地域 の 居 場
所」としても
定着しつつあ
ります。

市内の主な子ども食堂
名

場

所

にこにこ清風食堂

金井 7-17-13

みんなでごはん

コミュニティキッチン・山崎

小川 3-2-3
たすけあい小川地域交流スペース
能ヶ谷 3-2-1
コミュニティカフェレストラン・リレイス
山崎町 2055-2
グランハート町田 C-110

ふくちゃん食堂

野津田町 38-2

レッツごはん

真光寺 2-13-20

おむすび食堂

玉川学園地区
（実施回により異なる）

キッチン南いただきます

南地区
（実施回により異なる）

子ども食堂の開設をお考えの方へ

清風園

ぐるんぱ放課後クラブ
つるかわ台教会

子ども食堂に行くことができない方
や困難を抱えた子育て世帯に、家事負
担を軽減し、親子で食事をしながらコ
ミュニケーションを取る時間を増やせ

費

第 1・3 木曜日
午後 5 時～7 時
第 3 金曜日
午後 3 時～8 時
第 3 土曜日
午後 5 時～7 時
第 2 土曜日
午後 5 時 30 分～7 時
第 3 水曜日
午後 4 時 30 分～6 時 30 分
第 1 水曜日
午後 5 時 30 分～7 時

用

運

小・中学生 100 円

営

（社福）
賛育会

子ども 100 円、大人 300 円

みんなでごはん

乳幼児無料、小・中学生 100 円、 （特）
コミュニティ
高校生以上 300 円
フレンド
乳幼児無料、小・中学生 100 円、
（社福）
悠々会
高校生以上 300 円
100 円

（社福）
福音会

子ども 100 円、大人 300 円

チームレッツごはん

月 1 回（不定期）

子ども 100 円、大人 300 円

おむすび食堂

月 １ 回（不定期）

子ども 100 円、大人 300 円

キッチン南
いただきますの会

て
食品を持っ
余っている

フードドライブに参加しよう！

まる

まる

まちだ○ごと大作戦18-20「食でつながるまちだ〇ごとフードチェーン大
作戦」を行っている(株)協栄と共同で、家庭で余っている食品を持ち寄るフー
ドドライブを実施します。集まった食品は、フードバンク等に寄附されます。

るよう、
手作りのお弁当を配達します。
また、お弁当の配達以外にも必要に応

また、子ども食堂やおうちでごはん事業を紹介するブースがあります。

じて町田市社会福祉協議会職員が訪問
イメージ
し、
お悩みの相談に乗ります。
対児童扶養手当受給世帯（生活保護受給世帯を除く）の18歳未満の子ど
もとその保護者

ありがとうございます！２０１８年度寄附目標額を達成！
ふるさと納税「おうちでごはん～子ども食堂を自宅へ！」
市では、ふるさと納税の使い道として「おうちでごはん」事業への寄附
を募っています。皆さんのご協力により、既に2018年度の寄附目標額は
達成しました。引き続き、子育て世帯が笑顔で生活できるよう、皆さんの
応援をお願いします。
市HP おうちでごはん 検索

広報番組

実施日

市と（社福）町田市社会福祉協議会が連携し、開設希望者からの相談受付、子ども食堂運営者・従事者を対象と
した情報交換会やスキルアップ研修等を実施しています。

４月から「おうちでごはん」開始！

紙面で伝えきれ
ない魅力は、

食事は、近所の方
から提供された地域
の野菜等を使って、
福音会の管理栄養士
やボランティアの主
婦の手で調理されて
います。泥の付いた
野菜を見せるなどして食育につなげています。子
どもから「嫌いな野菜を食べられるようになった」
と聞くと嬉しいですね。また、老人ホームの入居者
が地域の昔話や年中行事を子どもたちに教えるな
ど、文化継承にも貢献しています。
たくさんの方の支援でこの事業は成り立ってお
り、地域ぐるみで子どもの成長を見守っています。

※詳細は子ども家庭支援センター
（☎724・4419）
へお問い合わせ下さい。

称

コミュニティキッチン・鶴川

地域の居場所づくり

日3月18日㈪～22日㈮、午前8時30分～午後5時(祝日を除く)
場多目的スペース（市庁舎１階）

放課後子ども教室「まちとも」
放課後に地域の大人に見守られなが
ら、校庭での自由遊びや学習活動、体験活
動ができる、子どもの居場所です。現在、
小学校18校で実施しており、2021年ま
でに全校実施を目指しています。
※当活動では、食事の提供はありません。
問児童青少年課☎724・4097

３月は「子ども食堂」の活動の様子を紹介！ 町田市ホームページ、YouTube、
ケーブルテレビでご覧いただけます

まちテレ

検索

市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

３月議会が開会
平成３１年第１回市議会定例会
（３月議会）が２月２０日に開会され
ました。今議会には平成３１年度一
般会計予算など４１議案が提出さ
れました。
議案等の内訳は予算１２件（平成
３０年度補正予算６件、平成３１年度
当初予算６件）
、条例１３件、契約１０
件、道路２件、その他４件となってい
ます。
会期は３月２８日までです。

返０４２・７２４・５６００

条

例

案

保土ヶ谷バイパス高架部（八王子側）と東名高速が直結します

問国土交通省川崎国道事務所☎０４４・８８８・６４１１、町田市道路政策課☎７２４・１１２４
なお、引き続き一般部（地図参
照）の工事を進めてまいりますの
で、ご理解ご協力をお願いします。
※詳細は国土交通省川崎国道事務
所ホームページをご覧下さい。
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小型乗合交通（タクシー車両）の実証
実験運行を９月まで延長します

問総務課☎７２４・２１０４
◯暮らしやすいまちをつくるため
の「循環型施設整備事業」など
◯その他の取り組みとして「鉄道
駅ホームドア整備補助事業」など

2019．3．1

相原地域における

新年度予算などを審議

◯市民住宅を町田市外の子育て世
帯を対象とした町田市への定住促
進住宅として活用するため、
所要の
改正をする「町田市特定公共賃貸
住宅条例の一部を改正する条例」
予 算 案
◯芹ヶ谷公園の再整備に伴い、関
平成３１年度の予算額は、一般会 係する規定を整備するため、所要
計が１５９７億６０６０万８千円、特別 の改正をする「町田市立公園条例
会計が１１２１億１０８万円、合計で の一部を改正する条例」
２７１８億６１６８万８千円となります。 ◯町田市立学校の教育環境を整備
し、充実した学校教育の実現に資
主な事業は次のとおりです。
◯将来を担う人が育つまちをつく するため、町田市教育委員会の附
るための「えいごのまちだ事業」 属機関として、町田市立学校適正
規模・適正配置等審議会を設置す
「教育の情報化推進事業」など
◯安心して生活できるまちをつく ることを目的として、制定する「町
るための「よりよい介護サービス 田市立学校適正規模・適正配置等
利用のための環境づくり」
「建築物 審議会条例」
耐震化促進事業・ブロック塀等撤 ◯町田市立小学校等の学校給食費
の公会計化を実施するにあたり、
去助成事業」
など
◯賑わいのあるまちをつくるため 必要な事項を定めるため、制定す
の「シティプロモーション推進事 る「町田市立小学校等の学校給食
業」
「町田薬師池公園四季彩の杜整 費に関する条例」
など、１３条例です。
備事業」
など

国道１６号保土ヶ谷バイパス町田
立体ランプ部が3月16日㈯午前2
時に開通し、
高架部の八王子側と東
名高速横浜町田インターチェンジ
が直接アクセス可能になります。

番号間違いにご注意下さい

問交通事業推進課☎７２４・４２６０

市では、地域組織と協働し、道路
が狭いことや採算が見込めないこ
となどから、これまで路線バスが
運行されてこなかった「交通空白
地区」の解消に向けた取り組みを
行っています。
その一環として、相原地区の丸
山団地で、タクシー車両を用いた
小型乗合交通の実証実験運行を

２０１８年１０月から行っています。
当初、運行期間を３月までとし
ていましたが、今後の本格運行を
見据え、通年の利用状況等のデー
タを収集するため、９月末まで運
行を継続します。
※詳細は、町田市ホームページを
ご覧下さい。

コンサート立ち上げスタッフを募集します

問生涯学習センター☎７２８・００７１

障がいのある方と一緒にコンサ
ートを立ち上げませんか。詳細は
町田市ホームページをご覧下さ
い。
日３月３１日㈰、４月１４日㈰、２１日
市・都民税、事業所税

㈰、２８日㈰、５月５日㈷、１１日㈯、午
前１０時～午後４時、全６回
場同センター
申３月１５日午前９時から電話で同
センターへ。

申告はお済みですか

【市・都民税】
申告書の提出期限は３月１５日で
す。期限間近は窓口が大変混雑し
ます。お早めに提出して下さい。
問市民税課☎７２４・２１１５、２１１４
【事業所税】
法人の場合は事業年度終了の日
から２か月以内、個人の場合は事
業を行った年の翌年の３月１５日ま
でに申告して納付して下さい。
問資産税課家屋係☎７２４・２１１８

【個人事業税】八王子都税事務所
対前年に事業主控除額を超える事
業所得等のある個人事業主申告期
限３月１５日まで／所得税の確定申
告書や住民税の申告書を提出した
方は必要ありません。なお、事業を
廃止した場合は、廃止の日から１
か月以内（死亡による廃止の場合
は４か月以内）に申告が必要です
問同事務所☎０４２・６４４・１１１４

大地沢青少年センターのあり方検討の
答申が行われました

問子ども総務課☎７２４・２８７６

民生委員・児童委員に異動がありました

問福祉総務課☎７２４・２５３７

４つの地域の民生委員・児童委員 ※その他の担当は、お問い合わせ
に下表のとおり異動がありました。 下さい。

民生委員・児童委員（2月異動）
地

区

地

１丁目
３丁目
南第二 高ヶ坂団地 全
３丁目
南第二 高ヶ坂
５丁目
３丁目
南第二 高ヶ坂 ４丁目
５丁目

南第二 高ヶ坂

全
１～１４、３４
２１～３３
１～１８、２０、２１、２６
１５～２０
全
１９、２２～２５、２７～３１

公開している会議
会議名

日

担当委員
氏名・電話
（担当地域変更）
小林翠☎７２２・６１１１
（担当地域変更）
欠員
（担当地域変更）
榊賀弓☎７２９・３２３５

域

時

会

（担当地域変更）
鈴木志寿恵☎７２２・６３１５

傍聴のご案内
場

定

員

申し込み

町田市情報公開・個人 ３月１１日㈪午前 市 庁 舎 ２ 階
３人
事前に電話で市政情報課
情報保護運営審議会 １０時～正午
会議室２－３（申し込み順）
へ
（☎７２４・８４０７）
町田市交通マスター ３月２６日㈫午後 市 庁 舎 ３ 階
５人
事前に電話で交通事業推
プラン推進委員会
２時３０分から 会議室３－１（申し込み順）進課
へ
（☎７２４・４２６０）

固定資産税の縦覧及び課税台帳の閲覧

２月１５日に、町田市子ども・子育
て会議会長の金子和正氏（東京家
政学院大学教授）と副会長の吉永
真理氏（昭和薬科大学教授）から市
長へ
「大地沢青少年センターのあり
方検討報告書」
が手渡されました。
この報告書は、２０１８年５月に市
長から諮問を受けた同会議が、市
民アンケートの結果等を踏まえて
検討を重ね、
「民間活力を導入し、
大地沢の魅力を生かした施設運営

となりの
まちから
相模原市

をすること」等の提言をまとめた
ものです。

左から吉永副会長、金子会長、石阪市長

本沢梅園一般開放
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）

梅の開花に合わせて、川尻財産
区の本沢梅園を一般開放します。
約１０００本の梅の花で白一色に染
まる、同園の壮観な景色をお楽し
み下さい。
日３月２日㈯～１７日㈰、午前９時
３０分～午後３時３０分
場相模原市緑区川尻４４５７－１（城
山発電所そば、無料駐車場有り）

交通ＪＲ横浜線橋本駅南口から「若
葉台住宅」行きバスで終点下車、徒
歩約３０分

期間 4月1日㈪～ 5月31日㈮

問 資産税課☎724・2116
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凡例

募 集
障がい児スポーツ教室

指

導

員

【①体育館で行うスポーツの指導員
②水泳の指導員】
参加者が楽しく活動できるための
補助、
個々に合わせた指導、教室の企
画運営等を行います
（謝礼有り）。
※教室の詳細はお問い合わせ下さ
い。
対福祉に理解のある２０～６５歳程度
の方
（指導経験は不問）
日土曜日の①午後３時～５時②午後２
時～４時３０分、月平均３回（全回参加
できなくても可）
場①サン町田旭体育館②すみれ会館
温水プール
内①種目＝ジョギング、トランポリ
ン等
申電話で障がい福祉課へ。
問 障 が い 福 祉 課 ☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３
忠生公園

２０１９年度ボランティア

対１年間を通じて活動できる方
日観察会＝毎月第１日曜日、軽作業
＝毎月第２・４木曜日、午前９時～正午
※季節による時間変更や臨時活動日
もあります。
場同公園自然観察センター（忠生が
にやら自然館）
内同公園の保全整備、自然観察会・準
備・行事への支援等
定１０人
（申し込み順）
申直接忠生がにやら自然館でボラン

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

ティア参加申込書に記入。
※申込者を対象に、３月１７日㈰午前
１０時から忠生がにやら自然館で説
明会を行います。
問同公園☎７９２・１３２６

お知らせ

広報まちだ

無 料 配 布 の ご 案 内

広報まちだはポスト投函による無
料配布を行っています。
申ハガキに住所・氏名（ふりがな）
・電
話番号・
「広報まちだ」無料配布希望
の旨・希望理由を明記し、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。
【更新確認のお知らせ】
既に無料配布のお申し込みをいた
だいている方で、４月以降の配布中
止 を ご 希 望 の 方 は 同 セ ン タ ー（ ☎
７２３・２１４７）へご連絡下さい。
問広報課☎７２４・２１０１
４月１日から国民健康保険加入予定
の方へ

証明書類をお持ちの方は
早 め の 手 続 き を

４月１日は、退職等で健康保険の資
格を喪失した方が国民健康保険の加
入手続きを行うため、窓口が大変混
み合います。これまで加入していた
健康保険の資格を、４月１日に喪失す
ることが分かる証明書類をお持ちの
方は、３月２２日から、保険年金課保険
加入係（市庁舎１階）、各市民センタ
ーで事前に加入手続きを行うことが

４月から町田市子宮頸がん検診・胃がんリスク検診の

対象者が変わります

問健康推進課☎７２５・５１７８

けい

【胃がんリスク検診】
【子宮頸がん検診】
胃がんの発生には、喫煙や食生活
２年に１度の子宮頸がん検診（細胞
診等）
は、
死亡率減少効果があること などの生活習慣や、幼少期に感染す
が明らかになっており、厚生労働省 るピロリ菌が深く関わっています。
の「がん予防重点健康教育及びがん 成人になってからのピロリ菌感染は
検診実施のための指針」においても まれであると言われており、ピロリ
菌の持続感染によって胃粘膜の萎縮
推奨されています。
そのため、検診の対象者を「２０歳 が進むほど、胃がんが発生しやすく
以上の女性」から「２０歳以上で偶数 なります。
若い世代への胃がん対策を行うた
年齢の女性」
に変更します。
奇数年齢の方で前年度受けること め、検診の対象年齢を「３５歳以上」か
ができなかった方は、
「町田市がん検 ら「３０歳以上」に拡大します。
診特例措置」を事前に申請すること ○自己負担金免除の対象者を変更し
で受けることができます。申請書は ます
受診推奨のため、自己負担金（８００
４月から町田市ホームページでダウ
ンロードできます。郵送をご希望の 円）免除の対象者を「３０歳及び４０
歳」に変更します。
方は健康推進課へご連絡下さい。

町田市民病院職員募集

問町田市民病院総務課
☎722・2230
（内線7415）
町田市民病院

職

種 募集人員

受験資格
1984年4月2日以降に生ま
れた、看護師の資格を有す
看護師 20人程度
る、または2020年春までに
取得見込みの方
1984年4月2日以降に生ま
れた、助産師の資格を有す
助産師 若干名
る、または2020年春までに
取得見込みの方

日程等

採用

検索

採用日

○ 郵 送 受 付=3月29日
㈮まで（必着）
7月1日
○持込受付＝3月28日
10月1日
㈭、29日㈮、いずれも午 2020年1月1日
後5時まで
2020年4月1日
○試験日＝4月20日㈯

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

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

市HP 町田市ホームページ

できます。
被扶養者であった方が一緒に加入
する場合は、退職する方だけでなく、
被扶養者であった方の喪失日も記載
されている証明書類が必要です。手
続きには証明書類と印鑑、官公庁発
行の写真付き身分証明書をお持ち下
さい。
問保険年金課☎７２４・２１２４
多摩都市計画道路３・１・６号南多摩
尾根幹線（多摩市聖ケ丘五丁目～南
野三丁目間）建設事業

環境影響評価書の縦覧・閲覧等
日３月６日㈬～２０日㈬、午前９時３０
分～午後４時３０分（土・日曜日を除
く）
場環境保全課（市庁舎７階）、市政情
報課（市庁舎１階）、多摩市環境部環
境政策課、稲城市市民部環境課、東京
都環境局総務部環境政策課、東京都
多摩環境事務所管理課
問環境保全課☎７２４・２７１１

問 問い合わせ

ご確認・ご承諾いただいたうえで、ご
応募下さい。
対市内在住、在勤、在学の方
申川柳（１人３作品まで）
・雅号（ペン
ネーム）
・応募者住所・氏名・電話番号
を明記し、３月３１日まで（必着）に、ハ
ガキ・封書による郵送、ＦＡＸまたはＥ
メールで３Ｒ推進課川柳募集担当（〒
１９４－０２０２、下小山田町３１６０、返
７９７・５３７４遍ｍｃｉｔｙ２９３０＠ｃｉｔｙ．ｍ
ａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
【注意事項等】
○作品は未発表で、自作のものに限
ります。
○応募作品は返却しません。
○採用作品の応募者には、記念品を
差し上げます。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

２０１９年 度 町 田 市 産 業
支援メニュー説明会

【チャレンジするならＴＯＫＹＯの町
田から！】
市では、１０年後を見据え、市内事
黙とうを捧げましょう
業者のさまざまなチャレンジを支援
する「（仮称）町田市産業振興計画１９
いずれも当日は、防災無線で黙と
－２８」を３月に策定します。
うのご案内をします。
本説明会では、計画の概要や、4月
【東京都平和の日】
以降に予定している市の産業支援メ
１９４５年３月１０日、東京大空襲で
ニューについてお話しします。
一夜にして多くの尊い命が失われま
日３月２６日㈫午後３時～５時
した。東京都では、平和国家日本の首
場市庁舎
都として、戦争の惨禍を再び繰り返
内「（仮称）町田市産業振興計画１９－
さないことを誓い、３月１０日を「東京
２８」を策定した背景や最新の産業動
都平和の日」と定めています。
向等の説明、２０１９年度産業支援メ
戦没者のご冥福と世界平和を祈っ
ニュー（補助金や認定制度等）の説明
て黙とうを捧げましょう。
定５０人（申し込み順）
日３月１０日㈰午後２時から１分間
申申込用紙（町田市ホームページで
【東日本大震災から８年】
ダウンロード）に必要事項を記入し、
２０１１年３月１１日、東日本大震災
ＦＡＸで産業政策課（返０５０・３１０１・
で多くの方が被災されました。犠牲
９６１５）へ（電話での申し込みも可）。
者のご冥福と被災地の１日も早い復
興を祈って、黙とうを捧げましょう。 問産業政策課☎７２４・３２９６
日３月１１日㈪午後２時４６分から１分
消費生活センター
間
特 別 相 談 を 実 施
◇
問企画政策課☎７２４・２１０３
【多重債務１１０番】
都と共催で、来所・電話相談を実施
食品ロスをテーマに５・７・５調の
します。お気軽にご相談下さい。
川 柳 を 募 集 し ま す
日３月４日㈪、５日㈫、午前９時～正
午、午後１時～４時
【「まだ食べられたのに」もったいな
【若者のトラブル１１０番】
いことしま川柳】
悪質商法被害防止共同キャンペー
「食品ロス」とは、本来食べられる
ンの一環として、来所・電話相談を実
はずなのに廃棄されてしまう食品の
施します。
ことです。日本では、食品ロスが年間
日３月１１日㈪、１２日㈫、午前９時～正
約６００万トンあり、その半分近くが
午、午後１時～４時
家庭から排出されていると言われて
◇
います。
対市内在住、在勤、在学の方
そこでこの度、食品ロスをテーマ
場消費生活センター
にごみの減量を推進する川柳を募集
相談専用電話☎７２２・０００１
します。
応募規定（各市民センターで配布、 問同センター☎７２５・８８０５
町田市ホームページで閲覧も可）を
開催します

町田市民交通安全のつどい

やさしさが

走るこの街 この道路
問市民生活安全課☎７２４・４００３

市では、町田・南大沢警察署や、町
田・南大沢交通安全協会をはじめと
する関係機関と連携し、交通安全対
策に取り組んでいます。
その一環として、
「町田市民交通安
全のつどい」を開催します。
日３月１７日㈰午後１時３０分開演（開
場は午後１時）

場町田市民ホール
※満席時は入場できない場合があり
ます。
※駐車場はありません。
内式典、歩行者シミュレーターによ
る交通安全教室、木曽中学校吹奏楽
部による演奏、夢二チャコ氏による
歌謡ショー

証明書の発行はコンビニ交付サービスをご利用下さい ! 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

町田市イベント申込システム

イベシス 検索

２０１８年度包括外部監査
報告書がまとまりました
２０１８年度包括外部監査の結果が
まとまり、包括外部監査人の辰巳英
城氏から市長へ報告書が提出されま
した。
包括外部監査は、市政運営へのチ
ェック機能を強化し、市政の透明性
の向上を図り、市政に対する市民の
皆さんからの信頼を高めるために、
２００７年度から行っています。
今年度のテーマは、
「物品等の管理
に関する財務事務の執行について」
でした。
報告書は、
町田市ホームペー
ジでご覧いただけるほか、各市立図
書館でも閲覧いただけます。
問経営改革室☎７２４・２５０３
町田市自然休暇村
９月分の

利

用

受

せせらぎの里～

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３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）
。
※９月１０日～１２日、２６日は利用で
きません。
地域のイベントや学習活動にご活用
下さい

生涯学習ボランティアバンク

生涯学習ボランティアバンクは、
自身の知識や経験、特技などを地域
社会に役立てたいと考えている市民
の方や団体と、学習活動のサポート
を必要としている市民団体との橋渡
しを行う制度です。
地域で行うイベントや講座・講演
ばん

そう

インターネットのイベント申込システムで申し込みができます。コード番号を入力し２４時
間申し込みができます。
※イベシスで１次受付を行う催し・講座の募集数は定員の半数です。

会、サークル活動でお悩みの方はご
相談下さい。なお、利用方法やボラン
ティアの登録情報等の詳細は、各市
民センター等で配布の利用ガイドま
たは町田市ホームページをご覧下さ
い。
対市内在住、在勤、在学の方が半数以
上を占める３人以上の団体
【生涯学習ボランティアを募集して
います！】
活動内容について知識・技術・経験
があり、市民団体やサークル等に対
して講義・実技指導などボランティ
アとして支援ができる個人または団
体であれば、生涯学習ボランティア
として登録できます。まずはご相談
下さい。
◇
問生涯学習センター☎７２８・００７１

援農ボランティア研修生募集
野菜作りのノウハウを学び、農家
の農作業を手伝い、農家を支援する
援農ボランティア研修生を募集しま
す。
対農家への農作業支援等、都市農業
への市民参加に関心がある方（農業
経験のない方も歓迎）
研修期間４月～２０２０年１月の毎週土
曜日、午前９時～正午
場町田ぼたん園、七国山ファーマー
ズセンターそばの七国山農業研修農
園（野津田町）
定１５人程度（申し込み順）
費３万円
申「援農ボランティア研修生申し込
み」と書き、住所・氏名・電話番号（ＦＡ
Ｘ番号・Ｅメールアドレスがあれば併
せて）を明記し、３月３１日までにＦＡ
Ｘで（特）たがやす（返７９４・９００２）
へ。
問（ 特 ）た が や す ☎０９０・３４３５・
８６１１、町田市農業振興課☎７２４・

こう

まちだ・さがみはら絆・創・光 町田市・相模原市

ライトダウンイベント情報

問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

３月１１日に実施する町田市・相
模原市全域での消灯に伴い、星空
観望会とライトダウンイベントを
町田市会場で行います。
【星空観望会】
星のソムリエ が星空観望会を
開催します。高性能の天体望遠鏡
を使い、
星空観察を通して、地球温
暖化や光害について考えます。ま
た観望会のほか、スタジアムツア
ーも開催します
（予定）。
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９日㈯午後７時～９時
場市立陸上競技場
定６０人
（申し込み順）
®

ひかり がい

申３月７日午後５時までに電話で環
境・自然共生課へ。または３月７日
までにイベシスコード１９０３０１Ａ
へ。
【ライトダウンイベント】
商店街の街灯を消しながら、ラ
イトダウンを呼び掛けるキャラバ
ン隊の行進や、節電・省エネに関す
るイベントを行います。
日３月１１日㈪午後７時～８時
場小田急町田駅東口広場（カリヨ
ン広場）
※なお、当日は「ＦＭ ＨＯＴ ８３９」
（８３．９ＭＨｚ）で特別番組を放送し
ます。

２１６６

おいしく！楽しく！健康に！

男

性

問子育て推進課☎724・4468

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

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４月９日㈫、１９日㈮、２５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３月２７日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申３月５日正午～１２日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０３０５Ｄ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
わくわく仲間づくりカレッジ

里 山 ウ ォ ー キ ン グ

対市内在住の６５歳以上の方
※医師から運動制限等を受けている
方はご遠慮下さい。
日①４月４日㈭午前８時５０分～午後３
時②４月１８日㈭午前８時５０分～午後
３時③５月２日㉁午前９時２０分～午後
３時、全３回
※集合は①ＪＲ横浜線成瀬駅前②鶴
川駅前やすらぎ公園③京王相模原線
多摩境駅前広場です。
内①成瀬②小野路③絹の道の各コー
ス（各約７㎞）を歩く
定３０人（抽選、結果は３月２２日ごろ
発送）
費１２００円（施設入場料等）
申３月５日正午～１２日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０３０５Ｃへ。
※当日の詳細については、町田市シ
ル バ ー 人 材 セ ン タ ー（ ☎ ７ ２ ３・
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
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

江戸時代の徴兵制（兵賦）とは
てん

ぐ

江戸時代幕末にあった天狗党事件
や長州征伐などの戦争に参加した農
民の姿を、小野路に伝わる名主の日
記「小島日記」のわずかな手がかりか
ら探ります。
日３月２０日㈬午後１時～２時
場和光大学ポプリホール鶴川１階交

流スペース
講小島日記研究会会長・重政文三郎
氏
問生涯学習センター☎７２８・００７１
大地沢青少年センター
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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（開催時間内であれば何時
からでも参加可）。特別プログラム
は、魚釣りセットとキューブカレン
ダーの予定です。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日①３月１０日②３月２４日、いずれも
日曜日午前１０時～午後３時（雨天実
施）
場同センター研修棟
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）
問同センター☎７８２・３８００

備えよう！
「いつか」のた
め の「 い つ も 」の 防 災
東京都発行「東京くらし防災」の編
集・検討委員を講師にお招きし、実際
に冊子を読みながら防災対策を学び
ます。
日３月１８日㈪午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講（株）危機管理教育研究所代表・国
崎信江氏
定３５人（申し込み順）
申３月１日、４日のみ電話で男女平等
推進センター（☎７２３・２９０８、受付
時間＝午前９時～午後５時）へ。３月５
日正午～１４日はイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード１９０３０５Ｇへ。保育希望者（１歳
６か月以上の未就学児、申し込み順
に６人）は３月１０日までに併せて申
し込みを。
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4月5日㈮午前10時30分～11時
30分
場同館2階大会議室
内森のふしぎなこえ（脚本・画／渡辺
享子）、オオカミのまゆげ（文・絵／Ｙ
ＵＪＩ） 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3月15日午前9
時から電話で同館（☎739・3420）
へ

町田市立図書館3月、4月の催し

催

子育てひろばカレンダー
（毎月25日発行）

催し・講座
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4月から、
中央図書館のおはなし会を土・日曜日も開催します!

①ちいさい子向け
おはなし会
②おおきい子向け
おはなし会
③乳幼児向けおは
なし会
④こどもえいが会

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

町田市ホームページ

URL http://www.city.machida.tokyo.jp/

3月の日時

4月の日時
会 場
①10日、17日、24日 午後
①13日、20日、27日 午後
2時30分から、21日 午前
2時30分から
11時から
②13日、27日 午 後3時
②6日、13日、20日、27日 中央図書館
30分から
☎728・8220
午前11時から
③8日、22日 午 前10時
③12日、26日 午前10時
30分から、
11時から
30分から、11時から
④6日 午後3時から
④3日 午後3時から

※日程の変更は中央図書館のみです。詳細は町田市立図書館ホームページをご覧下さい。
※その他、各市立図書館でも催しを行っています。詳細は各市立図書館へお問い合わせ下
さい。
問さるびあ図書館☎722･3768、鶴川図書館☎735･5691、鶴川駅前図書館☎737・
0263、金森図書館☎710･1717、木曽山崎図書館☎793･6767、忠生図書館☎792・
3450、
堺図書館☎774･2131

パソコン版・スマートフォン版・モバイル版があります
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町田市イベントダイヤル ☎042・724・5656（電話受付時間＝午前7時〜午後7時）番号間違いにご注意下さい
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催し・講座
鶴見川源流域

保水の森づくり体験

鶴見川源流域の保水の森で、自然
環境の保全・再生について学び、植樹
したクヌギの萌芽更新のための伐採
作業を体験します。
対中学生以上の方
日３月１０日㈰午後１時３０分～３時３０
分、
集合は小山田バス停
場鶴見川源流域保水の森（上小山田
町）
内森の再生のお話、
伐採の体験
講慶應義塾大学名誉教授・岸由二氏
定１０人
（申し込み順）
費５００円
持ち物弁当、
飲み物、軍手、雨具
※長袖・長ズボン、しっかりした靴
（長靴・軽登山靴等）
、帽子を着用して
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、
３
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
ほう

田桜台２－４－１４－１０５、返８６０・
０８３０遍ｇｅｎｒｙｕｔｏｕｒ２０１８＠ｏｆｆｉｃｅ．ｅ
ｍａｉｌ．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
遠藤周作「女の一生」

朗

が

イベントカレンダー
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【切 支 丹 弾圧下に貫いたひたむきな
愛の物語】
昨年「長崎と天草地方の潜伏キリ
シタン関連遺産」が世界文化遺産に
登録されたことにちなみ、町田ゆか
りの作家・遠藤周作が、幕末から明治
にかけての長崎における切支丹迫害
事件を背景に、１人の女性の生き様
を描いた小説「女の一生 一部・キク
の場合」の朗読会を行います。
日３月３０日㈯午後２時～３時３０分
場町田市民文学館２階大会議室
講朗読＝俳優・矢代朝子氏、作品解説
＝作家・加藤宗哉氏
定７０人（申し込み順）
申３月５日正午～２８日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０３０５Ｂへ。
問同館☎７３９・３４２０

町田市民文学館・まちだ雑学大学
共催講演会

「御伽草子」の挿絵は語る
～物語の中の排除と逸脱

鎌倉時代末から江戸時代にかけて
成立した御伽草子から、
「一寸法師」
「酒呑童子」を取り上げ、挿絵を手が
かりに物語の主題を読み解きます。
日３月２４日㈰午後２時～３時３０分
場町田市民文学館２階大会議室
講玉川大学教授・今尾佳生氏
定７０人（申し込み順）
申３月５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１９０３０５Ａへ。
問同館☎７３９・３４２０

春 の 映 画 上 映 会
【ぼくはうみがみたくなりました】
４月２日の自閉症啓発デーにちな
んで、市内在住の脚本家による自閉
症の青年を描いた映画です。
日３月３０日㈯午前１０時～正午
【こんばんはⅡ】
教育機会を保障するための公立夜
間中学、自主夜間中学の様子を描い
たドキュメンタリー映画です。

まちだ観光案内人のガイドのも
と、小山田・小野路・野津田の歴史を
学びます日３月１５日㈮午前８時４５分
～午後３時、集合はＪＲ横浜線淵野辺
駅北口２階広場、解散は野津田車庫
バス停（小雨実施、荒天中止）定２０人
（申し込み順）費１５００円（ガイド料、
保険料、資料代、昼食代）／路線バス
代は、別途自己負担です
【②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３月２０日㈬午
前１０時３０分～正午定８人（申し込み
順）費１０００円（材料代）
◇
申３月５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 ①１９０３０５Ｅ②１９０３０５Ｆへ
●町田市自然休暇村☎０２６７・９９・
２９１２
【川上村山菜まつりツアー】
添乗員は同行しません。現地係員
が対応します対市内在住、在勤、在学

暮らしに関する相談
称

①法律相談
②交通事故相談

⑤不動産相談
⑥登記相談
⑦行政手続相談
⑧年金・社会保険・労務相談
⑨少年相談

日
月～金曜日
13日㈬

時

相談時間はお問い合わせ下さい

の方とその同行者（18歳以上の方に
限る）日５月２６日㈰午前７時～２７日
㈪午後５時ごろ、１泊２日、集合は町田
ターミナルプラザ、解散は町田駅周
辺（予定）宿泊先町田市自然休暇村
（長野県南佐久郡川上村）内山菜まつ
り、歌謡ショー、山菜採り定４０人（抽
選、結果は３月下旬に発送）／最少催
行 人 数 は３５人 で す費１万６８００円
（交通費、宿泊費、１日目昼食～２日目
昼食、保険料、ガイド料含む）／旅行
条件書、振込先は申込者に別紙でご
連絡します旅行企画・実施ＪＷＴジャ
パンウインズツアー（株）、長野県知
事登録第２－３９９号、全国旅行協会
会員・長野県旅行業協会会員（長野県
佐久市今井５３３－１、☎０２６７・６６・
１２６８〔代〕）、利用バス会社＝信濃バ
ス（長野県南佐久郡川上村樋沢２３４）
申３月１日午前９時～１０日午後５時に
電話で自然休暇村（錆０１２０・５５・
２８３８）へ（５月１６日以降の取り消し
はキャンセル料が必要）
市HP 暮らしに関する相談

対

象

7日㈭

市内在住の方

午後1時30分～4時

午後1時30分～4時

14日㈭

検索

申し込み等
前週の金曜日から電話で予約
相談日の1週間前から電話で予約
電話予約制（随時）
電話で市民相談室
（☎724・2102）へ

12日㈫
市内在住の方

電話予約制（次回分まで受け付け）

6日㈬
12日㈫
5日㈫

⑪建築・耐震相談

6日㈬

⑬空家に関する相談
（弁護士・宅地建物取引士）

保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日３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＝「和知喜
八」／おはなし＝「うぐいす」
（藤沢周
平作）、
「春のわかれ」
（今昔物語より、
槇佐知子作）
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、３月１日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。

5日㈫

⑩国の行政相談
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）

おとなのためのおはなし会

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

③人権身の上相談（人権侵害な
1日、8日、15日㈮ 午後1時30分～4時
どの問題）
④国税相談

文学館でたのしむ

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。

●野津田公園☎７３６・３１３１
【③自然観察教室 野鳥編～冬の野
【①リフレッシュヨガ教室
鳥観察】
～ヨガで心と身体をリフレ
対小学４年生以上の方（保護者同伴
ッシュ】
の 場 合 は 小 学４年 生 未 満 の 参 加 も
対２０歳以上の女性（お子さんの同伴
可、大人１人での参加も歓迎）日３月
も可）日春季教室＝４月１５日～７月１
１６日㈯午前９時～正午講日本野鳥の
日の月曜日（４月２９日、５月６日を除
会・島津哲也氏定２０人（申し込み順）
く）
、秋季教室＝９月３０日～１２月１６
費中学生以上５００円、小学４～６年生
日の月曜日
（１０月１４日、１１月４日を
３００円
（保険料、材料費込み）
／大人１
除く）
、午前１０時１５分～１１時４５分、 人につき小学４年生未満１人まで無
各全１０回講アシュタンガヨガイン
料、
２人目からは１人につき３００円必要
ストラクター・内田広美氏定各３０人
◇
（申し込み順）
費６０００円（保険料、指
申①電話で同公園へ②③３月１日午
導料込み）／ヨガマット貸し出し＝
前９時から電話で同公園へ／受付時
１００円
（初回無料）
、
持参も可
間＝午前９時～午後５時、土・日曜日、
【②炭焼き体験教室】
祝休日も可
親子参加も歓迎です日３月９日㈯午
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
前９時～正午内炭焼き体験としいた 【春の薬師池公園撮影会】
けのほだ木づくり定５０人（申し込み
日３月３０日㈯午前１０時～正午、集合
順）費持ち帰りのほだ木１本８００円、
は同サロン横円形広場（小雨実施）
栽培場で保管するほだ木１本１２００
●小野路宿里山交流館☎８６０・４８３５
円、
炭販売１袋５００円、
豚汁１杯１００円
【①北部丘陵の歴史＆自然を学ぶガ
※いずれも希望者への販売
イドウォークツアー】

名

日３月３０日㈯、午後２時から、午後４
時から
※１回目と２回目の間に講演会を行
います。
講全国夜間中学研究会・須田登美雄
氏
◇
場生涯学習センター
定各１５０人（申し込み順）
申３月１日午前９時から電話で同セン
ター（☎７２８・００７１）へ。

月～土曜日
11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

午後1時30分～4時

直接市民相談室（市庁舎1階）へ

午前9時30分～午後4時（水曜日の
市内在住、在勤、在学 電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎721・4842）へ
み 午 後1時 ～8時〔 第3水 曜 日 を 除
※法律相談有り＝要予約
の方
く〕）
午前9時～正午
（相談時間は50分）

市内に家屋を所有の方
前週の水曜日午後4時までに、電話で住宅課（☎724・4269）へ
（空家・居住中問わず）

まちだサポーターズ募集中！ あなたも東京2020オリンピックテストイベントの自転車ロードレースをお手伝いしてみませんか？

問オリンピック・パラリンピック等
国際大会推進課☎724・4442

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。

子どものイベントカレンダー
●ひなた村☎７２２・５７３６
【①ひなた村科学クラブ～クリップ
モーターカーを作ろう！】
モーターの仕組みを学び、簡単な
モーターを作って車を走らせます対
市内在住、在学の小・中学生日３月１７
日㈰午前１０時～正午講町田わくわ
く！サイエンス・池田勇五氏定２０人
（申し込み順）
費３００円
【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３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）
【③ひなた村シアター】
日３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「どじょっこふなっこ」
「ミッキーマウスのキャンピングカ
ー」
「３丁目物語 おともだち」
◇
申①②３月１日午前１０時から電話で
ひなた村へ③直接会場へ／②は３月
１６日以降定員に空きがあれば１９歳
以上の方も電話で受け付けます
●産業政策課☎７２４・３２９６、町田新
産業創造センター☎８５０・８５２５

●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

健康福祉会館

福祉会館前

コンビニ

至金森

至旭町

町田街道

至町田

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時
～午後5時）
、3日＝つくし野耳鼻咽喉
小川1-2-32）
科
（☎796・8733、

診療日

※いずれの機関も受診する前に必ず電話をして下さい。

診療時間

診療科

医療機関名

電

話

住

所

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

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

小阪内科クリニック

☎799・3933 金森東4-44-3

内科

にしむら内科クリニック

☎708・1024 大蔵町2222-5

内科

いしかわ内科クリニック

☎727・4970 森野4-21-5

町田慶泉病院

☎795・1668 南町田2-1-47

おか脳神経外科

☎798・7337 根岸町1009-4

南町田病院

☎799・6161 鶴間4-4-1

午前9時～午後5時
3日㈰

内科系
午前9時～翌朝9時

外科系

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

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

はなみ内科

☎796・1111 鶴間1-19-35

内科

鶴川診療所

☎735・2387 鶴川6-7-1

内科

しながわ内科・循環器クリニック ☎791・1545 山崎町333-1

内科系

または☎042・521・2323

午前9時～翌朝9時

東京都医療機関案内サービス

☎03・5272・0303

町田市メール配信サービス

1日㈮ 午後7時～翌朝8時

10日㈰

ひ ま わ り

申郵送で３月１３日まで（必着）問同公
社都営住宅募集センター☎７１３・
５０９４
●自衛隊町田募集案内所～自衛隊一
般幹部候補生・一般曹候補生募集
詳細は同案内所へお問い合わせい
ただくか、自衛隊東京地方協力本部
ホームページを参照対①一般幹部候
補生＝２２歳以上２６歳未満の方、２０
歳以上２２歳未満の大学卒業者また
は２８歳未満の修士課程修了者等（い
ずれも見込み含む）②一般曹候補生
＝１８歳以上３３歳未満の方（ただし、
３２歳の方は採用予定月の末日現在、
３３歳に達していない方に限る）１次
試験日①５月１１日、１２日②５月２５日
申①５月１日まで②５月１５日まで／
必着問同案内所☎７２３・１１８６

本紙に掲載している、夜間・休日診療
※救急措置・応急処置を行います。専門的治療については、
情報等を配信しています。
他の医療機関につなげる場合があります。
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

午前9時～午後5時

東京都内の救急当番病院などの
お問い合わせ

ターぱお講サレジオ工業高等専門学
校機械電子工学科准教授・冨田雅史
氏定１６人（申し込み順）費３００円（材
料費含む）
◇
申３月２０日までに、電話でさがまち
コンソーシアム事務局へ（受付時間
＝月～金曜日の午前９時～午後５時、
さがまちコンソーシアムホームペー
ジで申し込みも可）

情報コーナー

原町田5-8-21
健康福祉
会館

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。

【春休み特別企画～まちだキッズ発
子どもセンターまあち講女子美術大
明体験教室 ｉｎ ＳＰＲＩＮＧ】
学大学院美術教育研究領域・角ほの
「発明」の楽しさについて、電子紙
か氏、山口友梨江氏定２０人（申し込
芝居を使って弁理士の先生たちが分
み順）費３００円（材料費含む）
かりやすく説明した後、グループに
○町田市子どもセンターぱお共催～
分かれて発明工作を体験します対小
エネルギーについて－つくる、ため
学３～６年生（保護者同伴での参加も
る、つかうを実験で体験する
可）日３月３０日㈯午後２時～４時場町
模型を使った実験を通して、エネ
田新産業創造センター講日本弁理士
ルギーについて学びます対小学４～
会所属弁理士・伊藤夏香氏、本谷孝夫
６年生日３月２９日㈮午前１０時１５分
氏、遠田利明氏定３０人（申し込み順）
～午後０時１５分場町田市子どもセン
申同センターホームページで申し込
み
●さがまちコンソーシアム事務局☎
７４７・９０３８、町田市生涯学習センタ
ー☎７２８・００７１
●東京都住宅供給公社～公営住宅入
【さがまちカレッジこども体験講座】 居者募集
詳細は講座案内チラシ（生涯学習
募集戸数市営住宅（一般世帯家族向
センター、各市民センター、各市立図 〔３人以上向＝１戸〕、若年ファミリー
書館等で配布）をご覧下さい（さがま
向＝２戸、単身者用車いす使用者向
ちコンソーシアムホームページでダ
＝１戸）、都営住宅地元割当分（単身
ウンロードも可）
者向シルバーピア＝９戸、２人世帯向
○町田市子どもセンターまあち共催
シルバーピア＝２戸）／いずれも詳
～レジンを使って自分だけのストラ
細は募集案内を参照配布期間３月１１
ップやブローチを作ろう！
日 ま で配布場所 市 庁 舎１階 総 合 案
内、各市民センター、木曽山崎連絡
プラ板とＵＶレジンを使って、カ
所、各駅前連絡所、同公社町田窓口セ
ラフルで立体的な形のオリジナルス
ンター等で配布（各施設で開所日時
トラップを作ります対小学２～６年
が異なる）／同公社ホームページで
生（市内在住、在学の方優先）日３月
配布期間中に限りダウンロードも可
２５日㈪午後２時～３時３０分場町田市

急病のときは
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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

あけぼの病院

☎728・1111 中町1-23-3

11日㈪ 午後7時～翌朝8時

内科系

多摩丘陵病院

☎797・1511 下小山田町1491

子供の健康相談室
（東京都）
12日㈫ 午後7時～翌朝8時
☎ 小児救急相談
月～金曜日
午後６時～午後11時

内科系

町田慶泉病院

☎795・1668 南町田2-1-47

13日㈬ 午後7時～翌朝8時

内科系

南町田病院

☎799・6161 鶴間4-4-1

14日㈭ 午後7時～翌朝8時

内科系

町田病院

☎789・0502 木曽東4-21-43

24時間365日

土・日曜日・祝休日・年末年始

午前９時～午後11時

＃８０００
または☎03・5285・8898

町田産新鮮野菜がいっぱい ! 日曜朝市 日3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

8

2019．3．1

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。

町田さくらめぐり公式ガイドブックができました!
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８、町田ツーリストギャラリ
ー☎８５０・９３１１
市内の桜の見どころやお祭り・イベント情報が満載の小冊子
「２０１９町田さくらめぐり公式ガイドブック」を配布しています
（無くなり次第終了）
。抽選でまちだ特産品詰め合わせが当たる
スタンプラリー台紙も付いています。
配布場所市庁舎１階総合案内、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、
町田ツーリストギャラリー等
【インスタグラムに
「＃町田さくらまつり」をつけて写真を投稿しよう！】
詳細は、
町田市観光コンベンション協会ホームページをご確認下さい。

「鶴川駅を考える会」を開催
問「鶴川駅を考える会」実行委員会☎０３・３２２５・１９０１、町田市地
区街づくり課☎７２４・４２１４

日３月２３日㈯午後１時３０分～３時３０分
場町田市民フォーラム
内基調講演、ディスカッション
講師・登壇者モジョコンサルティング合
同会社代表・長浜洋二氏、札幌大通まちづ
くり（株）取締役統括部長・服部彰治氏、東
京オリンピック・パラリンピック競技大
会組織委員会イノベーション推進室エン
ゲージメント企画部長・天野春果氏、町田
市長
定１８８人（先着順）

町田市農業祭表彰状授与式を行いました

「鶴川駅を考える会」実
行委員会〔町田市・小田急
電鉄（株）
・
（株）ＴＮＡ〕の
企画・運営で、鶴川の住民
の皆さんや駅利用者があ
ったらいいなと思う場所
や使い方を話し合う「鶴
川駅を考える会」を４月
から計７回開催します。
今回が第１回です。

日４月７日㈰午後６時～８時
場和光大学ポプリホール鶴川Ｂ２階ホ
ール
内鶴川駅の将来像、昨年実施の鶴川駅
アイディアコンテスト、
「鶴川駅を考え
る会」の各説明
定３００人（先着順）
※
「鶴川駅を考える会
（キックオフ）
」
を、
３
月２１日㈷午後２時から和光大学ポプリ
ホール鶴川交流スペースで開催します。

ＡＳＶペスカドーラ町田
Ｆリーグ２０１８－２０１９シーズン終了
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

市のホームタウンチーム「ＡＳＶペスカドーラ町田」が所属するＦリ
ーグのシーズンが終了しました。
結果はリーグ５位で、上位３チームで行うプレーオフ進出を逃しま
した。昨シーズンまで２年連続リーグ準優勝という結果を出してい
ただけに、悔しいシーズンとなりました。来シーズンはリーグ初制覇
を目指します。
また、３月２日㈯から始まる第２４回全日本フットサル選手権大会
にも出場します。引き続き、熱い声援をよろしくお願いします。

受賞者を表彰しました

問農業振興課☎７２４・２１６６、
ＪＡ町田市経済センター営農支援課☎７９２・６１１１

問ひなた村☎７２２・５７３６

優秀賞
「社会を明るくする運動」作文 「今、私に出来ること」
内田瑞葉さん
コンテストで入賞しました
（金井中３年）
問福祉総務課☎７２４・２５３７
犯罪や非行のない明るい社会を築くことを目
的に、毎年作文コンテストを法務省主催で行っ
ています。
第６８回「社会を明るくする運動」作文コンテ
ストでは、
東京都推進委員会に都内の小・中学校
から１万４２８２作品（小学生５０５２作品、中学生
９２３０作品）
の応募がありました。市内の生徒の １月７日 に 市 庁 舎 を 訪 れ
作品が、
中学生の部で優秀賞に入賞しました。 ました

告

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。

１２

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）。

「第２２回創作童話コンクール」の応募作品の中から、２７人の受賞者
が決定し、２月３日に表彰式と作品発表会をひなた村で行いました。
受賞者は、次の方々です（敬称略）。
○小学校低学年の部
【市長賞】山口心菜（成瀬中央小２年）
【教育長賞】中尾咲智（南つくし野小２年）
【東京町田・中ロータリークラブ賞】髙戸潤樹（成瀬中央小２年）
【審査員特別賞】梅村奏地（南成瀬小１年）
【ひなた村賞】
塩出実乃里
（南成瀬小３年）
、佐野礼和
（南成瀬小３年）
、望月
幸咲
（南成瀬小３年）
、
大庭唯奈
（南成瀬小３年）
、
高橋みのり
（南成瀬小３年）
○小学校高学年の部
【市長賞】石川一輝（南成瀬小４年）
【教育長賞】後藤沙帆（町田第五小５年）
【東京町田・中ロータリークラブ賞】多田実野里（南成瀬小４年）
【審査員特別賞】渡邉紗帆（南成瀬小５年）
【ひなた村賞】
鈴木さくら
（南第三小５年）
、
高橋健太朗
（南成瀬小５年）
、
根本
晏怜
（鶴川第二小６年）
、
井上咲佳
（南成瀬小５年）
、
立石皆海
（高ヶ坂小６年）
○中学・高校の部
【市長賞】鹿野優佳（都立戸山高校３年）
【教育長賞】大森洋武（金井中１年）
【東京町田・中ロータリークラブ賞】橋爪怜彩（金井中２年）
【審査員特別賞】久保みなつ（つくし野中３年）
【ひなた村賞】
髙橋遥
（金井中２年）
、斎藤志勇
（金井中２年）
、吉田ほたか
（金
井中２年）
、
工藤奈津子
（金井中２年）
、
二階堂嵩斗
（鶴川中１年）
※各部の上位４賞の
作品を掲載した優秀
作品集「童話の木」を
市政情報課（市庁舎
１階）で販売予定で
す（４月予定）。
審査員の映像作家・小林はくどう氏から講評がありました

第４５回町田市農業祭農産物品評会及び営農技術競技会で各賞を受賞
した方の表彰状授与式を２月４日に、
町田市民フォーラムで行いました。
この授与式は、各種審査会において優秀な成績を収めた市内農家を
表彰するものです。品評会と営農技術競技会の各部門で合計６７１点の
出展がありました。
主な受賞者は次の方々です（敬称略、カッコ内は対象の品目）。
○東京都知事賞
田中永治
（立毛ナス）、原恵（キャベツ）、渡邉俊之（ベニシダレ）
○町田市長賞
森和幸（立毛露地トマト）
、北島隆（乳
牛）
、森和宏（ブロッコリー）、河合信男
（イヌツゲ）
○町田市議会議長賞
鎌田勝（立毛ハウストマト）
、安藤裕（サ
トイモ）
、
横田竜雄（ハナユズ）

広

創作童話コンクール

今号の広報紙は、 万４７７１部作成し、１部あたりの単価は

町田市地域活動サポートオフィス開設記念
問市民協働推進課☎７２４・４３６２
シンポジウムを開催
地域の課題に取り組む団体が継続
的に活動できるよう、地域の方々や
企業などとの橋渡し役を担い、地域
活動の総合的な相談窓口となる「町
田市地域活動サポートオフィス」を
４月に開設します。
この開設を記念して、持続可能な
街の賑わいづくりや、スポーツを通
じたまちづくりなど、多角的な視点
からより良い地域づくりを考えるシ
ンポジウムを開催します。

みんなの鶴川駅プロジェクト

