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●3面

平成31年度
（2019年度）
施政方針
市では、
市民と行政が協働して「観光振興」と「まちづくり」を

一体的に進めることで「交流感動都市まちだ」を目指しています。

観光とまちづくりが掛け合わされて生まれるものとはどのようなものでしょうか。

市内で活躍している「観光×まちづくり」の担い手に、

●4面

● 賑わいのあるまちをつくる
● 暮らしやすいまちをつくる

町田市教育プラン2019‑2023を策定しました

神谷由紀子さん
能ヶ谷在住。
（特）
みどりのゆび事務局長。
地域にある昔からの風景を楽しみながら
歩く、イギリス発祥の
「フットパス」
を全
国に広める活動を行っている。

山崎さん

神谷さん

ま

國馬靖憲さん
本町田在住。市内で高輝度ＬＥＤ等製造会社
を経営し、町田商工会議所工業部会に所属
する傍らで、町田さくらまつりの運営に関
わり、地域の活性化に貢献している。

それぞれの取り組みの中から見えてきたことを伺いました。

問 観光まちづくり課☎７２４・２１２８

國馬さん

こく

● 安心して生活できるまちをつくる
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観光 ×まちづくり ＝
交流 と感動 が生まれる！

今号の紙面から

● 将来を担う人が育つまちをつくる

山崎凱史さん
小野路町在住。
（特）小野路街づくりの会
理事長、小野路宿里山交流館館長。地域の
歴史、自然、文化などの資源を活用したま
ちづくりを実践している。
小野路宿里山交流館にて撮影
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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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「まちづくり」なんて
考えたことがない？
！



―まずは皆さんが、観光まちづくりを始めたきっか
けを教えて下さい。
（以下敬称略）

國馬：私は町田市出身で、町田さく
らまつり実行委員会恩田川部会の
一員として「町田さくらまつり」の
企画・運営に携わったり、町田商工
会議所の工業部会に所属して市の商工業発展に
微力ながら努めてきましたが、実はまちづくり
をしているなんて考えたことは、ありませんね。
神谷：私は約４０年前に市外から越
してきて、町田の緑に魅了されま
した。
その後、イギリスでの人と緑
が共存する「緑のまちづくり」の取
り組みを母から聞いて感銘を受け、自分でもや
ってみたんです。町田の緑にはオンリーワンの
魅力があり、
そこを歩いて、体験してもらう。そ
の結果として地元が元気になる活動を目指した
んです。
当時は、
「観光まちづくり」なんて言葉は
なく、意識せずに観光によるまちづくりを始め
たんですね。
山崎：私は関西から来て小野路町
に住み始めて、すぐに町内会の役
員になったんです。当時、小野路町
には墓地が次々と作られていて、
まちの大きな課題となっていました。そこで昔
からの住民の皆さんと一緒になって声をあげた
のが、
今思えばまちづくり活動の始まりでした。
課題を解決するために、昔からの住民と外から
来た住民とが、一緒になって取り組んできたの
です。
そんなときでも、特に「まちづくり」という
言葉を意識したことはありませんでした。
神谷：
「観光まちづくり」と大きく目標を掲げる
のも大事ですが、とにかく周りを巻き込んでや
りたいことをやること。これが結果的に「観光ま
ちづくり」
につながるんだと思います。

「ファンづくり」は観光まちづくり
―それぞれの取り組みを進める中で印象に残って
いるエピソードを教えて下さい。

國馬：物事を進めていく際に、最も大切なのは
「自分たちが楽しむこと」です。町田さくらまつ

りの企画・運営をす
る中で、東日本大震
災の復興支援を目的
として、父の地元で
ある福島県三春町の
「滝桜（※１）」の子孫
樹の寄贈を受けて育
てることと、三春町
の野菜などをさくら
まつりで来場者へ紹
介することを亡き父
が提案しました。た
くさんの方が滝桜や
三春町の野菜で笑顔
になってくれるのを見て、自分もうれしくなり
ました。自分が楽しいと思えることは周りの人
たちに伝染し、つながりになるのだと実感しま
した。
一方で、恩田川部会の主要メンバーである地
元商店街の高齢化が進んでいて、これら「観光ま
ちづくり」の取り組みを継続するためには、次の
世代へ人脈を広げていくことが重要だと思いま
す。
神谷：私が一番大変だったことは、地元住民に自
分の活動を理解してもらうことでした。当時、
「緑は金を生まない」という考え方が一般的で、
町田の緑を生かした私たちの活動もなかなか理
解してもらえませんでした。そこで、まず何かや
ってみようと考え、
「100人フットパス（※２）」を
開催しました。
このイベントの中で、地元のお母さんたちに
料理をふるまったり、くつろいでもらう環境を
整えたりなど、
「おもてなし」を頼んだんです。す
るとこれが、外から来た人にも地元住民にも好
評で、地元住民と外から来た住民の交流を生ん
だんです。この経験から私は、何かきっかけがあ
れば交流は生まれ、交流することでまちがつく
られるんだと実感したんです。
山崎：私も当初は、昔からの住民と外から来た住
民との認識のずれを感じました。ささいなこと
でトラブルになってしまうケースが多かったの
です。しかし、何度も話をし、やりとりをしてい
くうちに、まちを良くしようという気持ちは一
緒なんだと気づきました。それから、地元の皆さ
んとの交流をより大切にしようと思うようにな
ったのです。
交流館を運営するときに一番心掛けているこ
とは、
「笑顔」です。笑顔の分だけ理解者・賛同者
が増えていく。そういった「ファンづくり」をし
ていくことが、
「観光まちづくり」につながると
思います。

観光×まちづくり＝交流と感動！
―これから町田がするべきこと、町田に必要だと思
（特）みどりのゆび編集・発行／市監修の「まちだフット
パスガイドマップ」
は、まちの案内所
「町田ツーリストギ
ャラリー」
（☎850・9311）
他で販売しています。

うことを教えて下さい。

國馬：
「観光まちづくり」をしていく中で、後継者
の問題や世代間の考え方の違いなど、避けては

通れない問題もあると思います。ただ、
「自分の
まちを良くしたい！」という気持ちはみんな一
緒なので、それぞれのベクトルを合わせていく
ことが重要ですね。そのパイプ役になる人材を
増やしていくことが、今後の課題だと思います。
山崎：國馬さんくらいの年齢の人が頑張ってく
れると、上にも下にもいい影響があってありが
たいよね。
神谷：
「観光まちづくり」をやってみたいと思っ
ている人は、実はたくさんいるのではないかと
思います。でも、そういう方々を集約する組織が
まだまだ少ないんです。行政と連携しながら地
域住民による「おもてなし」を組織的に行うこと
で、市内外・国内外の方との交流が生まれ、更な
る感動が生まれると思います。
山崎：神谷さんの言う通り、地域住民が「おもて
なし」の精神を持つことは大切だと思います。た
だ、ボランティア精神でずっと続けていくこと
は難しいと思うので、地域が自分たちでお金を
稼いでいくという「経営的な視点」を持つことを
忘れてはいけないと思います。
神谷：私のフットパスの経験でもそうですね。地
元のお母さんが継続的にやる気になってくれた
のは、
イベント参加費という形で「おもてなし」
が
お金になったことも大きかったんじゃないかな。
山崎：自分たちの活動を理解してもらうには継
続することが必要ですが、それにはお金がかか
ります。いろいろな成功事例を参考に自分たち
で「お金を生む仕組み」を考え、ああでもない、こ
うでもないと話し合っていくことで、さまざま
な交流が生まれると思います。そして、一つの大
きな花を咲かせることができれば、自分たちの
達成感につながり、それを見た人に感動を与え
ることができる。またその感動を誰かに伝えて
もらう。このサイクルこそが、
「ファンづくり」で
あり、町田市の目指す「交流感動都市まちだ」に
つながるのではないかと思います。
―ありがとうございました。これからも、一緒に町
田を盛り上げていきましょう！

※１：大正１１年に国の天然記念物に指定された、日本三
大桜の一つ
※２：２００８年３月に小野路町で行われた大規模フット
パスイベント

観光まちづくりや今回お話を伺った皆さんの活動に興味がある方はこちらへ ！

⃝町田さくらまつり恩田川会場では國馬さんが活躍中！
8
 面の「2019町田さくらまつりウィーク」の記事をご
覧下さい。

⃝神谷さんが事務局長を務める
（特）
みどりのゆびがガイ
ドをしてくれます
7面の
「小野路桜ガイドウォーク」
の記事をご覧下さい。

⃝小野路宿里山交流館では館長の山崎さんがお出迎え！
7面の「うどん作り教室」
「春の里山草花観察会」の記事
をご覧下さい。

市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

返０４２・７２４・５６００

施政方針

平成31年度（２０１9年度）

平成３１年
（２０１９年）
第１回市議会定例会が開会され、
石阪
市長は２月２２日の本会議で施政方針を表明しました。
ここでは、
その概要を掲載します。全文は町田市ホーム
ページでご覧いただけます。
市HP 平成31年度施政方針 検索  問企画政策課☎７２４・２１０３

番号間違いにご注意下さい
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輝く町田市の姿を発信
町田市長

英語学習の授業風景

まる

TM

TM

創出を目指し、南北自由通路の基本
設計に取り掛かるとともに、南口の
土地区画整理事業の施行認可を取得
していきます。
多摩都市モノレールの延伸
２０１８年度はモノレール延伸の推
進体制を整え、東京都等との協議を
深めてきました。また、交通事業者や
大規模団地事業者などとの協議を重
ね、協力体制を築いてきました。
２０１９年度は、バス乗り継ぎ拠点の
整備や、連節バスの追加導入など、延
伸の効果を最大限に発揮できる取り
組みを進めます。
多摩都市モノレール

原町田大通りを使った実証実験に取
り組みます。
芸術の杜の魅力向上
町田市は、近年、０歳から１４歳の年
芹ヶ谷公園芸術の杜では、芹ヶ谷
少人口の転入超過数が多く、子育て
公園と（仮称）国際工芸美術館とを一
世代から選ばれるまちとなってきて
体的に整備することで、芸術の杜の
います。しかし、２０１９年１月現在の
持つ魅力と個性の更なる向上を図り
人口総数は、対前年比でマイナス５７
ます。そして、まちなかの多彩なアー
人と市制施行後初の人口減少となり
ト活動とも融合し、他にはないまち
ました。
これは出生数が少なく、亡く
の賑わいを創出していきます。
なる方が多いためです。
町田の「農」を提供
このような状況の中、国は出入国
町田薬師池公園四季彩の杜では、
管理法の改正を決め、外国人労働者
２０２０年４月オープンのウェルカム
の獲得に動き出しました。人口に占
ゲートに、農産物や加工品など、町田
める外国人の割合は加速度的に増加
の「農」を発信する直売所機能を導入
し、
近い将来、
市役所業務のあり方に
します。これまで以上に市内の農業
も大きな転換が訪れることは明白で
者と連携し、安全でおいしい町田産
す。
農産物を提供していきます。
遠い話だと思っていたことが、実
「みる」スポーツの拡充
は既に起こり始めているという昨今
野津田公園スポーツの森では、市
の事態に鑑みると、やはり常に先を
立陸上競技場の増席工事を進めま
見据えた対応をとることが大事であ
す。これによりＪ１クラブライセンス
ると感じています。
の基準を満たし、かつ大規模なスポ
２０１９年度は平成が終わり、新た
ーツの大会にも対応可能となりま
な時代が始まる節目です。今、新たな
す。
気持ちで動き出し、町田市の未来を
同様に、スポーツ観戦の視点から、
明るいものにしていかなければなり
市立総合体育館のメインアリーナに
ません。幸い、まちだ〇ごと大作戦
大型映像装置を整備します。
スポーツの
１８－２０では、６０件以上の提案が実
施に至るなど、市民の持つポテンシ
国際大会開催に向けて
ャルの高さが証明されています。
９月に開催のラグビーワールドカ
また、
今後は、
ラグビーワールドカ
ップ２０１９ では、ナミビア代表のキ
ップ２０１９ の開催など、国際交流や
ャンプを迎え入れ、選手と市民の交
流の機会を設けていきます。
ビジネスのチャンスも数多く控えて
安心して生活できるまちをつくる
東京２０２０オリンピック・パラリ
います。
この機会を逃すことなく、皆
地域活動の支援
が一丸となって、
輝く町田市の姿を、
地域活動団体と住民・企業などと ンピックに向けては、７月の自転車
全国へ、そして世界へと発信してい の橋渡し役を担う町田市地域活動サ 競技ロードレースのテストイベント
きたいと考えています。
ポートオフィスを開設します。相談 をきっかけに、市民ボランティアの
対応や団体運営のノウハウの提供な 活躍の場を拡充させます。更に、マラ
どに加え、まちだ〇ごと大作戦18－ ソングランドチャンピオンシップに
20をきっかけに生まれた地域のつ おいて、パブリックビューイングを
ながりが続いていくようサポートす 行い、町田市出身の選手を応援する
など、２０２０年の大会開催に向けた
る役割も担っていきます。
18
気運醸成を図ります。
高齢者福祉の充実
南町田グランベリーパークの
これまでの特別養護老人ホームの
20
整備により、約９割の市民が申し込
まちびらき
２０１９年度の
みから１年以内に入所できるように
南町田グランベリーパークが今秋
主要な取り組み
なりました。今後は、認知症高齢者グ にまちびらきを迎えます。鶴間公園
将来を担う人が育つまちをつくる ループホームなどの地域密着型サー は新たな装いとなり、まちの中心部
ビス施設の整備を推進します。また、 分であるパークライフ・サイトには、
保育施設の整備と
子どもの居場所づくり
新たな介護人材確保事業を開始する スヌーピーミュージアムやまちライ
２０１９年４月の待機児童ゼロとい など、介護が必要な時に安心して利 ブラリーなどがそろいます。新しい
商業施設も含め、誰にとっても居心
う目標の達成とその状態の維持を目 用できる環境づくりを進めます。
地の良い、何度でも訪れたくなるま
指し、３歳以降の保育ニーズなどに
賑わいのあるまちをつくる
ちに仕上げていきます。
町田駅周辺のリニューアル
対応した施設整備を行っていきま
す。また、
町田地区に市内２か所目と
多摩都市モノレールの延伸は、町
なる病児保育施設を新たに整備する 田駅周辺をリニューアルする最大の
ことに併せ、保育施設での急な発熱 チャンスです。限られたスペースを
等に対応する
「病児保育お迎え事業」 交通基盤で埋め尽くすのではなく、
を開始します。
全体を大きな広場と見立て、その中
子どもの居場所づくりでは、小山 に電車やバス、モノレールへの乗り
ヶ丘の三ツ目山公園に市内4か所目 換え口がある、新しい駅前にはそう
暮らしやすいまちをつくる
となる常設型冒険遊び場を整備する いう思考の転換が必要です。
鶴川駅周辺のまちづくり
など、子どもたちの豊かな遊び場を
これを踏まえ、２０１９年度は、モノ
昨年、小田急電鉄（株）による「鶴川
更に充実させていきます。
レールを迎える駅前空間の構成や機 駅アイディアコンテスト」が行われ、
能配置等のあり方について、関係事 ２００点を超える魅力的な提案が集ま
教育内容・教育環境の充実
学校教育に関しては、子どもたち 業者と検討を深めていきます。また、 りました。駅を中心としたまちづく
道路空間を利活用して賑わいを創出 りへの期待の高まりを実感したとこ
の生きる力を育んでいきます。
まず、町田市ならではの英語教育 すべく、都市再生推進法人を指定し、 ろです。こうした新たな駅前空間の
「えいごのまちだ事業」を更に推進
し、中学校へと取り組みを展開しま
す。外国語指導助手の配置時間を週
８時間に増やすとともに、
「読む、聞
く、話す、書く」の技能を総合的に向
上させるため、ＧＴＥＣという英語検
定を導入していきます。
また、ＩＣＴ機器やソフトウェアを
積極的に活用していきます。大型提
示装置による「一斉学習」をはじめ、
タブレット端末によってグループの
意見や考えを即時に共有する「協働
学習」、個々の学習進度に応じた「個
別学習」を効果的に使い分け、学力向
上につなげていきます。
教員の働き方改革では、学校で発
生するさまざまな問題について、法
的側面から早期に対応し解決を図る
ため、スクール・ロイヤーを新たに導
入します。
そして、小・中学校の体育館への空
調設備設置については、２０２１年度
までに全校への設置工事を完了さ
せ、熱中症対策及び災害時の避難施
設機能の向上を図っていきます。

２０１９年度の
市政運営の視点

3

行政経営改革の取り組み

まちだ○ごと大作戦 －

新しいまちのイメージ

子どもの市政参画
これまでの「若者が市長と語る会」
や高校生を評価人に迎えた「市民参
加型事業評価」が（公財）日本ユニセ
フ協会から高く評価されました。そ
の結果、同協会から委嘱を受け、
「日
本型子どもにやさしいまちモデル」
の検証作業を開始しました。
２０１９年度は、高校生が評価する
事業数を拡大し、市民参加型事業評
価を開催します。
会計年度任用職員制度の導入
２０２０年４月、市役所の臨時職員及
び非常勤嘱託員の統一的な取り扱い
の枠組みを定めるものとして、会計
年度任用職員制度が導入されます。
正規職員は、事業の計画や組織の管
理運営に注力するとともに、会計年
度任用職員は、定型的な窓口対応や
資料作成に特化するなど、役割を整
理し、最適な業務執行体制を構築し
ます。
公共施設の再編
公共施設再編計画の推進のため、
人が集まる場所へ赴き、再編の意義
や必要性について周知していきま
す。
また、町田駅周辺にある公共施設
の複合化案作成に向けた調査・検討
を開始します。案の作成に際しては、
民間活力を取り入れる事業手法を検
討します。

むすびに
２０１９年度は、２０２２年度から始ま
る次期基本構想・基本計画の策定検
討に本格的に着手します。
まずは、町田市の将来像を描くこ
とから始めますが、これらは市民と
ともにつくり上げてこそ意味がある
と思っています。そのため、普段から
皆さんと円滑なコミュニケーション
が取れる関係を築き、信頼される市
役所を目指していきます。
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凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

健康案内

と、個人情報保護制度の運用に関す
ること、コンピューターの運用に関
することについて審議しています。
現委員の任期満了に伴い、市民委
胸部エックス線健診
員を募集します。
対市内在住の２０歳以上で他の審議
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
会などの委員をしていない方＝男女
で、健診受診希望日の前後１年間、胸
各１人（抽選）
部エックス線検査を受ける機会のな
日原則毎月第２月曜日、午前１０時～
い方
正午
日４月１０日、５月８日、６月５日、いず
任期５月１０日～２０２１年５月９日（２
れも水曜日午前１０時～１１時
年間）
場町田市保健所
（中町庁舎）
申ハガキ（１人１枚）に「審議会委員応
定各２０人
（申し込み順）
募」と朱書きのうえ、住所・氏名・電話
申健診受診希望日の１週間前までに、
イベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）
へ。 番号・生年月日・性別を明記し、３月
３１日まで（消印有効）に市政情報課
問保健予防課☎７２２・７６３６
（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２、☎
７２４・８４０７）へ。

募 集

認 可 保 育 所 職 員
詳細は各認可保育所へお問い合わ
せ下さい。
対有資格者
○敬愛桃の実保育園
（☎７７０・１１１３）
＝保育士
（非常勤）
、
調理員
（非常勤）
○多摩境敬愛保育園
（☎７７５・１４７０）
＝保育士
（非常勤）
、
調理員
（非常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８
町田市情報公開・個人情報保護

運営審議会市民委員

市は、知る権利を保障する情報公
開制度と、市民のプライバシーを守
り、自分の情報をコントロールする
権利を保障する個人情報保護制度の
両制度を、適正により良く運用して
いくため、
「町田市情報公開・個人情
報保護運営審議会」を開催していま
す。情報公開制度の運用に関するこ

お知らせ

策定しました

町田市教育に関する
総合的な施策の大綱

市では、教育、学術及び文化の振興
に向け、２０１９年度から２０２３年度ま
でを対象期間とする「町田市教育に
関する総合的な施策の大綱」を定め
ました。
【概要】
○基本理念 誰もが自分らしく夢を
描き、叶えるまちへ
○基本方針Ⅰ 子どもが自ら未来を
切り拓く力を育む
○基本方針Ⅱ 多様なニーズに応
え、学びの環境を整える
○基本方針Ⅲ 地域ぐるみで子ども
に関わり支える
○基本方針Ⅳ 生涯にわたり学び、

カワセミ通信１４６
町田市長

春になったとはいえ、まだ寒さの
日も現れます。
市民の皆さんには、気
温の急な変化にご注意下さい。広袴
にある寒緋桜も開花しました。
今年の桜
（ソメイヨシノ）の開花予
想は、例年より１週間ほど早く、今月
の下旬となっています。さくらまつ
りの日程は、恩田川が23日からとな
っていますので、
ちょうど良い頃で、
芹ヶ谷公園と尾根緑道は４月６日か
らなので、
こちらは、花のピークを過
ぎているかもしれません。
何年か前は、花がまだほとんど咲
いておらず、
逆に、
昨年は花が咲き終
わって葉桜だったというように、な
かなか日取りを決めるのは難しいよ
うです。テントその他の機材の予約
など、事前準備は前年のうちからし
なければならず、悩ましいところで
す。
さて、
先日、
町田法人会から本の寄
贈がありました。タイトルは、
『A PE
ANUTS BOOK featuring SNOO
PY』
（1～26巻 チャールズ・M・シ
ュ ル ツ 著 株 式 会 社KADOKA
WA）
、スヌーピーのピーナッツシリ
ーズ（＝写真）です。１セット26冊を
市立小・中学校６２校分寄贈いただき
ました。

石阪丈一

どんなものか、１、２冊買い求めて
読んでみました。英語が得意でない
自分には、なかなか面白さが分から
ず、英文の横にある谷川俊太郎さん
の和訳を見て、初めて、作者チャール
ズ・モンロー・シュルツさんのユーモ
アを理解しています。
２０２０年から始まる小学校での英
語学習の正式教科化を前に、既に市
内小学校では英語をまるごと体験す
る取り組みも始まっています。また、
今年の秋に「まちびらき」を予定して
いる南町田グランベリーパーク内に
は、スヌーピーミュージアムが開館
します。ここでも、英語体験プログラ
ムが計画されているようです。
漫画を通して英語に親しむことが
できる、そんな期待をいだかせる今
回の本の寄贈に感謝をいたします。

町田法人会からの寄贈図書

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

活躍できる環境を整える
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
問企画政策課☎７２４・２１０３
ふれあい館利用者用送迎バス「長寿
号」の

運行ルートが変わります

問 問い合わせ

補事業者を再募集しています。
今回は、２０１８年１２月の再募集に
おいて、整備運営事業者が決定して
いない分の募集となります。
募集地区、募集概要等の詳細は、町
田市ホームページをご覧下さい。
問いきいき総務課☎７２４・３２９１

町田市メール配信サービス
ふれあい館（高齢者福祉センター）
消費生活情報「くらしのヒ
は、市内または相模原市在住の満６０
ント」の配信を開始します
歳以上の方が無料で利用できる、健
康の増進や教養の向上、
レクリエーシ
４月１日から暮らしに役立つイベ
ョン
（カラオケ、
囲碁・将棋、各種講座、 ントや悪質商法、消費者被害等に関
サークル活動等）のための施設です。 する情報を提供する消費生活情報
４月１日から、ふれあい館の利用者 「くらしのヒント」のメール配信サー
用送迎バス「長寿号」の運行ルートが
ビスを開始します。配信登録は３月
変わります。
１５日㈮午前１１時から、町田市ホーム
運行日程等は、各ふれあい館で配
ページ
（下記ＱＲコード）
で行えます。
布している長寿号のしおりをご覧下
さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
スマートフォン版

第７期整備分

介護保険施設等整備運営
候補事業者の再募集

第７期町田市介護保険事業計画に
基づき、介護保険施設等整備運営候

携帯電話版

問登録方法について＝バイザー（株）
コ ー ル セ ン タ ー ☎０５７０・０５５・
７８３、町田市広報課☎７２４・２１０１、
町田市消費生活センタ－☎７２５・
8805

町田市教育プラン２０１９－２０２３を策定しました

問教育総務課☎７２４・２１７２

市教育委員会では、２０１４年に
教育振興基本計画である「町田市
教育プラン」を策定し、教育施策を
進めてきました。
策定から５年の間に、情報化の
進展に伴う産業構造・ライフスタ
イル等の社会的な変化やグローバ
ル化が予測を超えて進み、それに
伴って教育をめぐる環境は複雑化
・多様化しています。
このような状況を踏まえ、市の
教育施策を更に充実させていくた
め、
「 町 田 市 教 育 プ ラ ン２０１９－
２０２３」を策定しました。同プラン
は、 計 画 期 間 を２０１９年 度 か ら

２０２３年度までの５年間とし、教育
目標として「夢や志をもち、未来を
切り拓く町田っ子を育てる。生涯
にわたって自ら学び、互いに支え
合うことができる地域社会を築
く。」を掲げています。そして、教育
目標の実現に向けて、４つの基本
方針のもと、１４の施策と４４の重
点事業を進めていきます。
※計画の冊子は各市立図書館で閲
覧できるほか、市政情報課（市庁舎
１階）で販売します（１冊１１００円）。
また、町田市ホームページでダウ
ンロードもできます。

基本方針

主な重点事業

基本方針Ⅰ
えいごのまちだの推進／ＩＣＴを活用した教育
学ぶ意欲を育て
「生きる力」
を伸ばす の推進／キャリア教育の推進
基本方針Ⅱ
充実した教育環境を整備する

体育館空調設備の設置／特別支援学級・教室
の整備／不登校初期支援の推進／学校を支え
る人員体制の構築

基本方針Ⅲ
家庭・地域の教育力を高める

コミュニティ・スクールの推進／地域学校協
働本部の設置／家庭教育支援の担い手育成・
活動支援

基本方針Ⅳ
生涯にわたる学習を支援する

子ども読書活動の推進／地域の課題解決に向
けた学習支援／「文学の扉」事業の推進

公園を活用した社会実験を実施します

薬師池公園四季彩の杜がアウトドアパークに
変わります

問未来づくり研究所（企画政策課内）
☎７２４・２１０３

全国的に公園や道路等の公共空
間活用の動きが広がっており、新
たなまちの魅力づくりが、さまざ
まなかたちで実践されています。
市でも公共空間に変化を起こ
し、来訪者の行動を観察し、利用者
の視点に立って魅力ある公共空間
のあり方を考えていきます。
このたび期間限定で、薬師池公
園内にテントやタープなどを設置
し、飲食ブースやアウトドア体験
等が楽しめるアウトドアパークを

開催します。体験を通して公園の
魅力や可能性などを感じながら、
公共空間のあり方について皆さん
で考えてみませんか。
お気軽にご参加下さい。
※詳細は町田市ホームページをご
覧下さい。
日３月２１日㈷～２５日㈪、午前１０
時～午後７時３０分（２１日、２４日は
午後５時３０分まで、２５日は午後３
時まで）
場薬師池公園（芝生広場等）

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

町田市イベント申込システム

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。

イベシス 検索

子 医療証をお送りします
⃝

市では、未就学児の医療費を乳幼
乳 医療証）
児医療費助成制度（◯
で助成
し、
小・中学生の医療費を義務教育就
子 医療証）
学児医療費助成制度（◯
で助
子 医療証の制度には
成しています。◯
保護者の所得制限があります。
乳 医療証を
４月から小学生になる◯
お持ちのお子さんで、保護者の所得
乳 医療証の負
が限度額未満の場合（◯
担者番号下４桁が８３２６）は、４月１日
子 医療証を３月末にご自
から有効の◯
宅に郵送します。申請の必要はあり
子 医療証が
ません。４月になっても◯
届かない場合は子ども総務課へご連
絡下さい。
乳 医療証の負担者番号下４桁が
◯
２３２９のお子さんは所得超過のため
子 医療証の対象になりません。
◯

親 医療証・○
障 医療
※生活保護受給中、○
証（それぞれ負担なしの医療証）に該
当のお子さんは対象外です。
乳医
※現在、対象年齢のお子さんで◯
子
療証、◯医療証をお持ちでない方は
申請が必要です。
問子ども総務課☎７２４・２１３９

気軽に農にふれてみよう！

農業体験農園利用者を
募
集
し
ま
す

１人ずつ区画が割り当てられ、種
まき・苗の植え付けから収穫まで、年
間を通じて約２０種類の野菜作りを
体験します。募集区画は各農園とも
に若干数（申し込み順、定員に達し次
第締め切り）です。
※日程、費用、駐車場等については各
農園へお問い合わせ下さい。
【（特）たがやす小野路農園クラブ】

繁忙期
（３月下旬～４月上旬）の市民課窓口は混み合います

お近くの市民センター窓口をご利用下さい

問市民課☎７２４・２１２３

３月・４月は、引っ越し等で市民 【土・日曜日も各駅前連絡所で証明
課窓口（市庁舎１階）が大変混雑 書が発行できます】
町田・鶴川・南町田の各駅前連絡
し、
待ち時間が長くなります。
引っ越しの手続きや印鑑登録・ 所では、住民票の写し、印鑑登録証
各種証明書類発行を申請する方 明書、戸籍謄本・抄本などの証明書
は、比較的待ち時間の短い各市民 類を発行しています。
開所時間月～金曜日＝午前８時３０
センター窓口をご利用下さい。
【転出手続きは郵送でも受け付け 分～午後７時、土・日曜日＝午前１０
時～午後５時
ます】
鶴川駅前連
市外への引っ越し（転出）手続き ※祝休日はお休みです。
は、転出予定日のおおむね１４日前 絡所は第１・３月曜日もお休みです。
から受け付けます。書面に、新住所 【日曜窓口をご利用下さい】
毎月第２・４日曜日に市民課及び
・旧住所・氏名・生年月日・転出年
月日・電話番号・届出者氏名を明記 各市民センターで日曜窓口を開い
し、押印のうえ、本人確認書類（運 ています。
転免許証、
健康保険証等）のコピー 日３月２４日㈰、４月１４日㈰、午前８
と８２円切手を貼った返信用封筒 時３０分～午後５時
を同封し、
市民課郵送転出担当（〒 【市民課窓口の待合状況の確認が
１９４－８５８０、森野２－２－２２）へ できます】
町田市ホームページから市民課
郵送して下さい。
なお、市外からの引っ越し（転 窓口の待合状況をリアルタイムで
入）と市内での引っ越し（転居）の 確認できます。
手続きは、引っ越しをした日から 市HP 待合状況 検索
１４日以内に市民課窓口または各市 ※ツイッターでの窓口混雑状況確
民センター窓口へおいで下さい。
認サービスは終了しました。

市民課窓口（引っ越し手続き）
の予想待ち時間

午前８時３０分～１０時 午前１０時～午後３時 午後３時～５時
３月１８日～２０日
★★
★★
★★
３月２２日
★
★★
★★
３月２４日～２９日、４月１日
★★
★★★
★★★
４月２日～５日、４月８日
★
★★
★★

★１時間未満、★★１～２時間、★★★２時間以上
※３月２１日㈷、２３日㈯、３０日㈯、３１日㈰、４月６日㈯、７日㈰は閉庁日となります。

固定資産税（評価・公課）証明書を取得する方へ

問市民税課☎７２４・２８７４

年度当初（４月１日から１５日ご
ろまでの間）の税証明（２０７番）窓
口は大変混み合い、待ち時間も非
常に長くなります。お急ぎでない
方は、なるべくその期間を避けて
いただくか、下表の予想待ち時間
を参考に、時間に余裕をもってお

いで下さい。ご理解ご協力をお願
いします。
※税証明書は郵送でも申請を受け
付けています。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。

税証明（２０７番）窓口の予想待ち時間
４月１日㈪
★★★
４月９日㈫
★

４月２日㈫
★★★
４月１０日㈬
★

４月3日㈬
★★
４月１１日㈭
★

４月４日㈭
★★
４月１２日㈮
★

４月５日㈮
★★
４月１５日㈪
★

４月８日㈪
★★

証明書の発行はコンビニ交付サービスをご利用下さい
!
★１時間程度、★★１～２時間、★★★２時間以上

対野菜作りを楽しみたい個人・家族
（子どもの参加も歓迎）
・グループ等
場小野路町７４３番地
内栽培・収穫、自然観察、食育等
申電話またはＦＡＸで（特）たがやす
（☎返７９４・９００２〔電話は☎０９０・
３４３５・８６１１も可〕）へ。
※旬の野菜を収穫する農業体験プロ
グラムもあります。
【あした農場】
場小野路町７５０番地
内羊や日本ミツバチも飼育する自然
豊かな里山の畑で、無農薬での野菜
栽培を体験
申電話またはＥメールであした農場
（☎０９０・７２１９・００４７遍ｎａｂｅ２ｎｅ３
＠ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ）へ。
※詳細はあした農場ホームページま
たはＦａｃｅｂｏｏｋをご覧下さい。
※単発の体験イベントもあります。
また、援農ボランティアも募集して
います。
◇
問農業振興課☎７２４・２１６６

献血にご協力下さい
市庁舎で献血を実施します。輸血
用血液の需要は年々増加していま
す。継続的なご協力をお願いします。
日３月２２日㈮、午前１０時～１１時４５
分、午後１時～３時４５分
場ワンストップロビー（市庁舎１階）
問福祉総務課☎７２４・２５３７

催し・講座

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木曽山崎】
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。
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対介護施設に就職を希望する方
日３月２７日㈬午後１時３０分～４時
場木曽山崎コミュニティセンターＢ
館会議室
※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）。
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
生涯学習センターコンサート事業

まちだフレッシュコンサート

今春、大学を卒業したばかりの若
手音楽家によるコンサートです。
日４月２０日㈯午後３時開演
場生涯学習センター
定１３８人（申し込み順）
申１次受付＝３月１５日正午～１９日午
後７時にイベシス（＝インターネッ
ト）コード１９０３２０Ｂへ／２次受付＝
３月２０日正午～４月１４日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスへ。
※附室からの親子鑑賞希望者（未就
学児、８人まで）は、電話で併せて申
し込みを。
問同センター☎７２８・００７１

普 通 救 命 講 習 会
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）
日４月２０日㈯午後１時３０分～４時３０分
場健康福祉会館
内心肺蘇生法、ＡＥＤの使用方法、窒
息の手当て、止血の方法等
※救命技能認定証を発行します。
定４０人（申し込み順）
費１４００円（教材費）
申３月２０日正午～４月１０日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０３２０Ａへ。
問保健総務課☎７２４・４２４１、町田消
防署☎７９４・０１１９

あなたも市民大学で学びませんか

まちだ市民大学ＨＡＴＳ通年・前期講座

問生涯学習センター☎７２８・００７１

４月以降に始まるまちだ市民大
学講座の受講者を募集します。
※詳細は募集案内
（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、町田市ホームページで
ダウンロードも可）
をご覧下さい。
場生涯学習センター 他
申１次受付＝３月１５日正午～１８日
午後７時にイベシス（＝インター

講座概要

講座名
人間関係学講座～おたがいを
① 認め合い、いろいろな人と共に
生きる
まちだ市民国際学～グローバ
② リズムの光と影 人の移動か
ら考える世界
“こころ”と“からだ”の健康学～
③
自分らしく元気に生きるために
④

町田の歴史Ⅰ～縄文から幕末
まで

環境講座～水とみどりｄｅエコ
・ツアー
多摩丘陵の自然入門～驚き感
⑥
動まちだの自然大発見
⑤

⑦

まちだの福祉～福祉を知り、制
度を活かし、
地域に生きる

ネット）へ（コードは下表参照）／
２次受付＝３月１９日正午～４月８日
に イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・
５６５６）またはイベシスへ。
※市内在住の方を優先のうえ抽選
です。
※⑥は保護者同伴の場合、小学生
以下の方も参加できます。

日時／定員／費用

イベシスコード

４月１７日～７月１０日の水曜日、原則午
１９０３１９Ｅ
後７時～９時、全１０回／５０人／３０００円
４月２３日～７月１６日の火曜日、午後６時
１９０３１９Ｄ
～８時、全９回／１２０人／３０００円
４月２５日～７月１８日の原則木曜日、午
後２時～４時、全７回／７０人／２０００円
４月２６日～７月５日の金曜日、原則午後
２ 時 ～ ４ 時 １ ５ 分、 全 １ ０ 回 ／ ５ ０ 人 ／
３０００円
４月２７日～７月２８日の土・日曜日の日
中、全８回／２４人／２０００円
４月２８日～１２月１日の日曜日の日中、
全１３回／５０人／３０００円
５月１６日～７月１１日の原則木曜日、午
後６時３０分～８時３０分、全８回／３０人
／２０００円

１９０３１９Ｃ
１９０３１９Ｂ
１９０３１９Ｆ
１９０３１９Ｇ
１９０３１９Ａ

（金）
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 問産業政策課☎724・3296
まちなかシネマ「ロラックスおじさんの秘密の種」 日3月22日
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催し・講座

日①３月２０日㈬午後２時～３時３０分
②３月２０日㈬午後３時４５分～５時１５
分③３月２８日㈭午後２時～３時３０分
④３月２８日㈭午後３時４５分～５時１５
分
内①人材育成～労働保険・社会保険
を知ろう②販路開拓～お客様から根
強いファンになってもらう方法を知
ろう③経営～創業当初から行うブラ
ンディングを知ろう④財務～代表的
な財務指標を学んで経営に活かそう
講①みゆき社会保険労務士事務所代
表・栗原深雪氏②クレドパートナー
代表・岡田勇雄氏③（株）コマキ・アン

※詳細は町田市立図書館ホームペー
ジ、またはチラシ等をご覧下さい。
問中央図書館☎７２８・８２２０

ご家族で図書館へ！

町田新産業創造センター

まちだ図書館まつり

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３月２３日㈯午後１時～５時（１人１
時間）
申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】

市民団体でつくる「まちだ図書館
まつり実行委員会」と各市立図書館
の共催で行います。
日程３月２２日㈮～２４日㈰
場各市立図書館、
町田市民文学館
内子ども向けおはなし会や映画会、
各種ワークショップ、大人が楽しめ
る講座や対談、
読書会等

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
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 まちだ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。

ド・カンパニー代表取締役 小巻朱
美氏④（株）ウィルパートナーズ中小
企業診断士・馬場郁夫氏
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 同センター
策課☎７２４・２１２９
ホームページ

【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5月１５日号です。次回申込締切日＝4
月２０日
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
検索
田市ホームページでダウンロードも可）。市HP 市民の広場
問広報課☎７２４・２１０１

おいで下さい 特定の期日に行うイベント
催 し 名
百人一首かるた会（小学生～大人）
はまなすダンスパーティー（ダンス大好き）
江戸芸かっぽれ忠生７周年記念発表会
第５７回まちだ写好会春季写真展～風景花スナップ等
モーニング吹き矢においで下さい
つくし野剣道育成会 いっしょに剣道しませんか
紙飛行機を作って楽しく飛ばそう～思い出作り
日本女子大学・三田教授講演 漢大の異民族対策
健康麻雀 初心者もルールを学べます
歴史講演会「大展望の尾根道と歴史ロマン古道！」
第４回町田落語会
講演会「源頼朝政権と東国武士団」

日
時
３月１６日、４月６日㊏午後１時３０分～
３月１８日、２５日㊊午後１時～４時
３月１９日、２６日㊋午前１０時～正午
３月２０日㊌～２５日㊊
３月２１日㊗午前９時３０分～１１時３０分
３月２４日㊐午前９時～正午
３月２４日㊐午前９時３０分～１１時
３月２６日㊋午後２時～４時
４月２日㊋午前９時３０分～午後３時３０分
４月２日㊋午後１時４０分～４時４０分
４月６日㊏午後２時から
４月２５日㊍午後２時３０分～４時３０分

会
場
生涯学習センター和室１
健康福祉会館
忠生市民センター和室
町田市フォトサロン
忠生市民センター多目的室
市立総合体育館第一武道場
芹ヶ谷公園多目的広場
生涯学習センター６階視聴覚室
町田市民ホール
町田市民フォーラムホール
生涯学習センター６階視聴覚室
町田市民フォーラム３階

お気軽にご相談下さい
事業名

対

象

会

費 用
２００円
５００円
無料
無料
５００円
無料
無料
無料
１０００円
７００円
無料
５００円

開催日
Ａコース

時

4月5日、
5月10日㈮
4月12日、
5月17日㈮

Ｂコース 4月20日、
5月25日㈯

健康福祉会館

鶴川保健センター
乳幼児・母性相談
2か月以上の未 子どもセンターばあん
※母子健康手帳をお持ちのうえ、 就学児とその保 忠生保健センター
直接会場へおいで下さい。
護者
小山市民センター

備考（対象等）
３時間程度、初心者も可
友達と気軽に参加ください
楽しい時間をご一緒に！！
初日午後１時～最終日午後３時
初心者歓迎
ホームページあります
テブラＯＫ、雨天中止
中国文化サークル主催
講師宮田太郎他 当日受付
２時間程度、予約不要
直接会場へお越し下さい

4月、5月の母子健康案内

場

プレママ・パパクラス
（申し込み制）
申 イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル（ ☎724・
16～35週の妊
5656）またはイベシスコードＡコ
健康福祉会館
婦とその夫
ー ス= 1 9 0 2 2 8 Ｍ、Ｂコ ー ス ＝
190228Ｎへ

連 絡 先
𠮷川☎返７２２・６３７０
星山☎７２６・４９７３
青栁☎７９３・２４５９
小林伸太郎☎０９０・４０２６・７７６６
橋本☎０８０・５６４２・５３５４
石松☎返７９５・６２５０
高橋☎返７９３・４０３５
キタニヒサカズ☎７２４・１５５２
𠮷原☎０９０・２６５６・７７１１
鎌倉古道の会・鶴巻☎０９０・７７１７・６２４４
町田落語研究会☎０９０・６１９６・８９７１
まちだ史考会・稲葉☎０９０・７８０５・５１７５

間

内

容／その他

午後1時30分～4時

妊娠中の過ごし方、歯の
衛生等
分娩経過とリラックス
法等

午前10時～正午

もく浴実習、妊婦体験等

問い合わせ

4月8日、
22日、
5月13日、
27日㈪ 受け付け＝午前9時45分～
11時30分、午後1時30分
4月3日㈬、
5月9日㈭
保健予防課
～3時
身長･体重測定、保育相
4月12日、
5月10日㈮
地域保健係
談、栄養相談、歯科相談、
4月15日㈪、
5月21日㈫
受け付け＝午前9時45分～
母親のからだや気持ち ☎725･5127
11時30分
の相談
※2019年度から忠生保健
5月8日㈬
センター、小山市民センタ
ーは午前のみの開催です。

助産師による相談、乳房
4月4日、11日、18日、25日、5月 午前10時～正午、午後1時 マッサージ／電話相談
9日、
16日、
23日、
30日㈭
～3時
は随時可、健康福祉会館
（☎725・5419）へ

母性保健相談、母乳育児相談 市 内 在 住 の 方
申来所相談と乳房マッサージは要 （里帰り中の方 健康福祉会館
予約、
電話で保健予防課へ
の参加も可）
プレママクッキング（申し込み制）
申 イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル(☎ 7 2 4 ･ 16～35週の妊
健康福祉会館
5656）ま た は イ ベ シ ス コ ー ド 婦
190319Pへ

4月25日、
5月23日㈭

4～6か 月 児 の
離乳食講習会(初期・後期）、
保護者
幼児食講習会／申し込み制
申 イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル(☎ 7 2 4 ･ 8～10か月児の
健康福祉会館
5656）またはイベシスコード初 保護者
期=190319Ｓ、後期=190319Ｋ、 1歳6か月～2歳
幼児食=190319Yへ
0か月児の親子

初期
後期
幼児食



午前10時～午後1時

調理実習、会食、妊娠中
の食生活の話
費500円（食材費）

4月11日㈭、22日㈪、5
午前10時5分～11時45分
月9日㈭、
20日㈪

離乳食の話と試食

5月15日㈬

親子遊び、幼児食の話と
試食

4月17日㈬、5月14日
午前10時5分～11時40分
㈫、
29日㈬
午前9時55分～11時45分

離乳食後期の話と試食、
歯の話

保健予防課
保健栄養係
☎722・7996

※プレママクッキングを除き、
各日とも同一内容です。詳細はまちだ子育てサイトでもご覧いただけます。
市HP 暮らしに関する相談

暮らしに関する相談
名

称

①法律相談
②交通事故相談
③人権身の上相談(人権侵害などの問題）
④国税相談
⑤不動産相談
⑥行政手続相談
⑦少年相談
⑧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）
⑨消費生活相談

各種相談①～⑨は、
「町田市わたしの便利帳2019」52～58ページを参照
日

時

月～金曜日（21日、
相談時間はお問い合わせ下さい
25日～29日を除く）
20日、27日㈬
15日、22日㈮
19日㈫
26日㈫
28日㈭
26日㈫
月～土曜日

検索

午後1時30分～4時

対

象

申し込み等
前週の金曜日から電話で予約
市内在住の方 ※3月22日は予約受付を行いません。
次回分は3月29日に受け付けます。
相談日の1週間前から電話で予約
電話で市民相談室
電話予約制（随時）
（☎724・2102）へ
市内在住の方 電話予約制（次回分まで受け付け）

午前9時～午後4時
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〕
） 市内在住、在
勤、
在学の方
午前9時～正午、
午後1時～4時

事前に電話で八王子少年センター（☎042・679・1082）へ
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
電話で消費生活センター相談専用電話（☎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

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。
市民提案型事業

講座づくり★まちチャレ

市民の皆さんの市民力を生かした
発想で、生涯学習センターをはじめ
とする市内の公共施設を会場にした
講座づくりにチャレンジしませんか。
※詳細は、
募集要項
（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、町田市ホームページでダウ
ンロードも可）
をご覧下さい。
対市内在住の代表者を含む３人以上
（市内在住、在勤、在学の方が半数以
上）
のグループで学習講座の企画・運
営をしてみたい方
※市民企画講座で２０１８年度に採用
された団体は申し込みできません。
申申込書（説明会で配布）に記入し、
５月６日午後５時まで（必着）に、直接
または郵送で生涯学習センターへ。
【説明会を開催します】
いずれかの回に参加して下さい。
参加できない場合は、必ずお問い合
わせ下さい。
日４月１３日㈯、午前１０時～１１時（受
け付けは午前９時３０分から）、午後２
時～３時（受け付けは午後１時３０分
から）
場生涯学習センター６階視聴覚室
内選考基準、
スケジュールの説明等
※５月１２日㈰にヒアリングを行いま
す。説明会時に希望の時間帯を伺い
ます。

問生涯学習センター☎７２８・００７１
開講します

２０１９年度前期ことぶき大学

日程等の詳細は、募集プログラム
の冊子（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、町田
市ホームページでダウンロードも
可）をご覧下さい。
対市内在住の２０１９年４月１日現在
６０歳以上の方
日①５月８日～７月２４日の水曜日、午
後２時 ～３時３０分 ②５月１０日～７月
１９日の金曜日、午前１０時～正午③５
月１４日～７月２３日の火曜日、午前１０
時～正午④５月１６日～２０２０年２月
２０日の木曜日、午後２時～４時
（午後４
時３０分～６時３０分の回も有り）
⑤５月
１８日～１０月１９日の土曜日、午前１０
時～正午、
各全６回
（④のみ全１６回）
場生涯学習センター 他
内①音楽コース②歴史コース③生き
がいコース④まちだ探・探ゼミナー
ル⑤文学コース
定①１００人②③⑤各１５８人④２４人
／抽選
申募集プログラムに添付の往復ハガ
キ
（往返信ともに６２円切手貼付）
に必
要事項を明記し、
４月１５日午後５時ま
で（必着）に、郵送で生涯学習センタ
ーへ（62円切手１枚を持参のうえ、直
接同センターで申し込みも可）。
問同センター☎７２８・００７１

急病のときは

ては、他の医療機関につなげる場合があります。

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。

午後7時～9時30分（電話受付は午後6時から）

日曜日
祝休日
診療日

診療時間

15日㈮ 午後7時～翌朝8時
16日㈯ 午後1時～翌朝8時

診療科
内科系

医療機関名（所在地）

電

話

あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

多摩丘陵病院（下小山田町1491）

☎797・1511

内科 虫 明 婦 人 科 内 科 小 児 科 医 院(金 森
☎796・4807
午前9時～午後5時 小児科 3-19-10）

17日㈰

※ミー ナ 町 田 ジ ェ
イクリニックは午前
10時から診療開始

内科

ミーナ町田ジェイクリニック(原町田4-1-17） ☎732・5120

内科 藤の台診療所(本町田3486 藤の台
☎722・2832
小児科 団地1-55）
☎789・0502

内科系 町田病院（木曽東4-21-43）
午前9時～翌朝9時

外科系

18日㈪

おか脳神経外科（根岸町1009-4）

☎798・7337

町田慶泉病院（南町田2-1-47）

☎795・1668

多摩丘陵病院（下小山田町1491）

☎797・1511

19日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47）

☎795・1668

20日㈬

☎789・0502

町田病院（木曽東4-21-43）

内科 薬師台おはなぽっぽクリニック（薬師台1-25-1２） ☎7３７・７３７３
内科
沼田医院（鶴川6-2-1）
午前9時～午後5時 小児科
内科

21日㈷

☎735・2019

おやま内科クリニック(小山町233-1） ☎860・0326

耳鼻科 川野医院(森野1-11-9）

☎726・7673

内科系 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘1-3-8） ☎798・1121
午前9時～翌朝9時
22日㈮ 午後7時～翌朝8時
23日㈯ 午後1時～翌朝8時

午前9時～午後5時

外科系
内科系

町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

内科 内山胃腸科（旭町1-15-23）

☎728・1371

内科
小泉医院（玉川学園2-5-24）
小児科

☎725・8411
☎724・7727

内科 川村クリニック（本町田2943-1）

24日㈰

☎722・2230

内科系 町田市民病院（旭町2-15-41）
町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

25日㈪

多摩丘陵病院（下小山田町1491）

☎797・1511

26日㈫

町田慶泉病院（南町田2-1-47）

☎795・1668

南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

29日㈮

あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

30日㈯ 午後1時～翌朝8時

町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

広瀬クリニック（小川4-17-12）

☎799・5161

午前9時～翌朝9時

27日㈬ 午後7時～翌朝8時
28日㈭

外科系

内科系

内科
午前9時～午後5時
31日㈰
午前9時～翌朝9時

こばやしクリニック(原町田6-3-3） ☎710・3183

内科
木曽診療所（木曽東4-21-37）
小児科

☎791・2088

内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

外科系

おか脳神経外科（根岸町1009-4）

☎798・7337

多摩丘陵病院（下小山田町1491）

☎797・1511

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 日曜日、祝休日の午前9時～午後5時（予約制、受け付けは
健康福祉会館内
歯科診療 午後4時30分まで）
☎725・2225
障がい者 水・木曜日（祝休日を除く）の午前9時～午後5時（予約制、 （下地図参照）
歯科診療 受け付けは午後4時30分まで）

☎ 小児救急相談 子供の健康相談室（東京都） ＃ ８ ０ ０ ０
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

または☎03・5285・8898

東京都内の救急当番病院などの
お問い合わせ

健康福祉会館
小田急線

東京都医療機関案内サービス

ひ ま わ り

または☎042・521・2323

☎03・5272・0303
24時間365日

原町田5-8-21

福祉会館前
町田街道

健康福祉
会館

コンビニ

至町田

3月は「子ども食堂」 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

まちテレ

検索

至金森

５分でわかる町田のストーリー

健康福祉会館内
☎710・0927
（下地図参照）

午前9時～午後4時30分（電話受付は午前8時45分から）

至旭町

〈市立総合体育館及びサン町田旭体
● 小 野 路 宿 里 山 交 流 館 ☎８６０・
育館から営業内容一部変更のお知ら
４８３５
せ〉
【①小野路桜ガイドウォーク】
指定管理者の変更に伴い、トレー
桜や里山の風景を楽しみながら小
ニング機器の入れ替えを行うため、
野路周辺を歩きます日４月２日㈫午
次の期間、営業内容が一部変更とな
前１０時～午後３時、集合は別所バス
ります。ご理解ご協力をお願いしま
停、解散は同館（小雨実施、荒天中止）
す日程市立総合体育館＝全館休館：
定２０人（申し込み順）費１５００円（ガ
４月１日㈪、トレーニング室のみ休場
イド料、保険料、昼食代）
：３月２９日㈮～３１日㈰、４月２日㈫、３
【②うどん作り教室】
日㈬／サン町田旭体育館＝全館休館
小野路の郷土料理である「小野路
：３月３１日㈰、４月１日㈪、トレーニン
うどん」を作ります日４月１０日㈬午
グ室のみ休場：４月２日㈫問市立総合
前１０時３０分～正午定８人（申し込み
体育館☎７２４・３４４0、サン町田旭体
順）
費１０００円（材料代）
【③春の里山草花観察会】
育館☎７２０・０６１１
森林インストラクター・池田倫子
●市立総合体育館☎７２４・
氏のガイドのもと、春の里山で草花
３４４０
の観察を行います日４月１９日㈮午前
【初心者ヨガ教室】
９時３０分～正午（小雨実施、荒天中
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
止）定２０人（申し込み順）費１５００円
の方日４月２３日～７月２日の火曜日
（５月７日を除く）
、午後３時１５分～４ （ガイド料、保険料、昼食代）
◇
時４５分、全１０回内ヨガの基礎・基本
申３月２０日正午からイベントダイヤ
技術の習得定５０人（抽選）費３４００円
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
申往復ハガキに必要事項を明記し、
３月２２日まで（消印有効）に同館へ
コード①１９０３２０Ｃ②１９０３２０Ｄ③
（同館ホームページで申し込みも可） １９０３２０Ｅへ

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

町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小児科）
毎日

詳細は、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。

７３６０
【フルートとピアノとおはなし～春
のコンサート】
子どもから大人まで楽しめます。
生演奏とおはなしのコラボもありま
す日３月２９日㈮午前１１時から１時間
程度場まあち１階ホール内フルート
と ピ ア ノ ＝ ス メ タ ナ 作 曲「 モ ル ダ
ウ」、映画音楽 他、おはなしと音楽
＝おおかみと七ひきのこやぎ

町田市メール配信サービス

本紙に掲載して
いる、夜間・休日
※いずれの機関も受診する前に必ず電話をして下さい。 診療情報等を配
※救急措置・応急処置を行います。専門的治療につい 信しています。

子どものイベントカレンダー
●子どもセンターつるっこ☎７０８・
０２３６
【ふれあいどうぶつランド】
ヤギやうさぎなどに触れたり、え
さをあげたりできます／長袖・長ズ
ボンでおいで下さい対０～１８歳とそ
の保護者日３月２３日㈯、午前１０時
３０分～１１時３０分、午後０時３０分～
２時場つるっこ費１００円（えさ代）
●子どもセンターまあち☎７９４・
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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。

２０１９町田さくらまつりウィーク

技能功労者・永年勤続従業員を表彰しました

問産業政策課☎７２４・２１２９

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
（受付時間＝午前１０時～午後７時）
３月２３日㈯～４月７日㈰に「２０１９町田さくらまつりウィーク」を開催しま
す。
市内各所のイベントを巡って、
「町田の春」を楽しみましょう。
※現在配布中の「２０１９町田さくらめぐり公式ガイドブック」に一部誤りがあ
りました。
訂正及び配布場所等の詳細は、町田市ホームページに掲載しており
ます。
会

場

日 時
３月２３日㈯、２４日㈰、
３０日㈯、
３１日㈰、
町田さくらまつり恩田川会場
午前１０時～午後５時
４月６日㈯午前１０時～午後４時、
町田さくらまつり尾根緑道会場
７日㈰午前１０時～午後３時３０分
町田さくらまつり芹ヶ谷公園会場
４月６日㈯、７日㈰、
午前１０時～午後４時
金井さくら花まつり
４月６日㈯午前１０時～午後４時
（雨天時は７日に順延）
はなびら市＝４月６日㈯午前１１時～午後３時、
玉川学園はなびら市
さくらめぐり＝４月７日㈰午前１１時～午後３時
・さくらめぐりお花見
（いずれも雨天中止）
町田中央公園さくら祭り
４月６日㈯午前１０時～午後４時
都立小山内裏公園さくらまつり
４月７日㈰午前１０時～午後３時
相原中央公園さくらまつり
３月３１日㈰午前１０時～午後８時
３月３０日㈯午前１０時～午後３時
成瀬クリーンセンターさくらまつり
（雨天時は３１日に順延）
小山さくらまつり
３月３０日㈯午前１０時～午後４時

まちだイチオシ市場

「まちだイチオ
シ 市 場 」Face
bookページ

あん

個性豊かなお菓子等を集めた
「まちだ名産品」
、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」
、新鮮な地元野菜の
「まち☆ベジ」
といった、
町田生まれ・町田育ちの商品を「まちだのイチオシ！」として市内外に発信して
います。
これらの商品を紹介・販売する、
「まちだイチオシ市場」
を開催します。

商品紹介

問産業政策課☎７２４・３２９６、農業振興課☎７２４・２１６６

「市役所まち☆ベジ市」

原町田中央通りの未来を考えよう!!
キックオフイベントを開催

問農業振興課☎７２４・２１６６

中心市街地のメインストリート
の一つである原町田中央通りを活
気に満ちた通りにするため、通り
の将来像について考えるキックオ
フイベントを開催します。
※詳細は町田市ホームページをご
覧下さい。
対沿道関係者、原町田中央通りを
利用している方（お子さん連れや
市外在住の方も歓迎）
日３月２８日㈭午後６時３０分～８時

問産業政策課☎７２４・３２９６

「まちだ名産品」の認定を受けた６２品目を、
「まちだ名産品のれん会」の方が
販売します。
また、
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３月２８日㈭、
２９日㈮、午前１０時～午後２時
場市庁舎前

市庁舎１階で開催します

問 ① ～ ③３Ｒ推 進 課
☎７９７・０５３０④資源
循環課☎７９７・９１５５

さんあーる広場

花だより

【③出張リサイクル広場】
家庭で不要となった陶磁器・ガラス
食器、家庭金物、廃食用油などの対象品
目を無料で持ち込めます。
日３月２２日㈮午前１０時～午後２時
場市庁舎前
【④剪定枝たい肥の販売】
町田市剪定枝資源化センターで作ら
れた剪定枝たい肥を販売します。
日３月２２日㈮午前１０時～正午
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
せん てい

町田かたかごの森開園

問市役所代表☎７２２・３１１１、公園緑地課☎７２４・４３９９、開園期間中＝か
たかごの家☎７９４・２２２８
カタクリの開花時期に合わせて開園して
います。カタクリをはじめ、イチリンソウ、
ヒトリシズカ、タマノカンアオイなどの野
草も自生しています。期間中は、
「町田かた
かごの森を守る会」の会員が説明します。
開園期間３月２９日㈮～４月７日㈰、午前１０時～午後３時（雨天閉園）
交通町田バスセンター４番・５番乗り場から山崎団地センター、または山
崎団地行きバスで「山崎団地入口」下車、徒歩約１０分
※駐車場はありません。

し

広

３０分
場町田市民文学館
内基調講演「街路から始まるまち
の活力」、原町田中央通りの将来像
を考えるプレワークショップ
※来年度から継続的に実施するワ
ークショップに向けた内容です。
講（有）小野寺康都市設計事務所・
小野寺康氏
定５０人（申し込み順）
申電話で地区街づくり課へ。

カタクリ

【①３Ｒや環境に関するパネル展示】
日３月１８日㈪～２２日㈮、午前９時～午
後５時（初日のみ午前１０時から、２１日
を除く）
場イベントスタジオ
（市庁舎１階）
内
「まちだ☆おいしい食べきり協力店」
制度及び認定店舗の紹介等
【②スケルトンごみ収集車「みえるく
ん」
の展示・乗車体験】
日３月１８日㈪午前１０時～午後２時（雨
天中止）
場こもれび広場
（市庁舎前）

１２

問地区街づくり課☎７２４・４０２６

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３月１８日㈪午前１１時～午後１時
（売り切れ次第終了） 場市庁舎前

「春のまちだ名産品フェア」

１２

ま

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。

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）。

「まちだのイチオシ！」商品の魅力をパネルや実際の
商品見本で紹介します。
日３月２５日㈪～２９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）

今号の広報紙は、 万４７７１部作成し、１部あたりの単価は

町田の
「おいしい」
「新しい」
が勢ぞろい！

市と町田商工会議所は、２０１８年度の技能功労者・永年勤続従業
員を表彰し、その功績をたたえました。
技能功労者は、永く同一の職業に従事し、技能及び技術の鍛錬や後進
の指導育成にあたり、
市民生活の向上と産業の振興に顕著な功績が認
められる技能者の方が対象で、
今年度は２１人が表彰されました。
永年勤続従業員は、市内の同一事務所に永年にわたり勤務してい
る方が対象で、今年度は７０人が表彰されました。
技能功労者の推薦業種団体、技能職名及び氏名は、次のとおりです
（敬称略）。
○東京都塗装工業協同組合多摩南支部町田地区 塗装職：小笠原潤
○東京都町田食品衛生協会 製菓技術師：河合治道
○東京都理容生活衛生同業組合町田支部 理容師：西村栄太郎、山
下洋一
○東京都柔道接骨師会町田支部町田市接骨師会 按摩・マッサージ
・指圧・鍼灸師：高橋久雄
○東京土建一般労働組合町田支部 大工職：石川正行、河野秀美、佐
藤正一、戸田利二／建具職・表具職・内装職：今村多久磨、小枝靖明
／電気工事士：黒木敬士、目黒幹夫／畳職：小林誠／配管職：小室
英男／造園職・植木職：鈴木啓二、鈴木徳光／鳶職：田中智志／配
筋職：浜田英司／塗装職：和田浩
○東京都電機商業組合町田支部 電気工事士：川崎英夫

