
人口と世帯（外国人含む） 2019年3月1日現在人口 ： 428,502人（ 男：209,902人・女：218,600人）（前月より55人減） ／ 世帯 ： 195,668世帯（前月より23世帯増）

今号の紙面から 　●3面　町田薬師池公園四季彩の杜のロゴマーク決定!　●3面　町田市オリジナル婚姻届・出生届が新しくなりました
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市の許可業者

こんなトラブルの相談が増えています

引っ越しで退去日
が迫っている。時
間がない。

生前整理をはじめ
たら、運べないくら
いのごみが出た。

遺品整理をしたいけ
ど、何から手をつけ
たらいいのやら。

家を改築する前に片付
けたら、いらないものがたく
さん。分別も一人じゃ無理。

ごみの「収集・運搬」は、市の許可業者・委託
業者でないとできません!

　家庭から出るごみは、市町村の責任の下で適正に処理する必要があります。
そのため、市町村の許可や委託を受けずに、回収業者が家庭系のごみを「収集
・運搬」することは認められていません。

トラブル等に
関する相談は

町田市消費生活センター
消費生活相談へ
☎722・0001

市の許可のない回収業者による「収集・運搬」は違法です!

多量ごみの
処分でトラブルに
巻き込まれないた

めに

トラブルに巻き込まれないために
まず市に連絡を

多量ごみの排出に関するお問い合わせは
3R推進課☎797・7111へ

※「整理・分別」、再生利用を目的とする一般廃棄物（古紙、くず鉄、空きビン類、
古布等）のみの「収集・運搬」は、市の許可を持たない業者も行えます。
問環境政策課☎７２４・４３７９

（相談事例）
「トラックに積み放題」と書い
てあったのに、実際は積める
量に制限があった。

トラック型回収
（相談事例）
インターネットで調べた業者
に、見積もりより高い料金を
請求された。

インターネット型回収
（相談事例）
「無料回収」と宣伝していたの
に、回収料金を請求された。

チラシ型回収



2 2019．4．1 広報まちだは1日・15日の月2回発行です

高齢者のみの世帯や単身者世帯が増加し、遺品整理や引っ越し等に伴い発生する多量ごみの処理に関する相談が多く寄せられています。
昨年10月から市が許可した業者に〈収集・運搬〉だけでなく、〈整理・分別〉も依頼できるようになりました。

家庭からたくさんごみが出たら
まずは処理方法をチェック！

リユース（再利用）
できないか
チェック

粗大ごみ
として出せないか

チェック
　捨てる前に、リサイク
ルショップやフリーマー
ケット等を利用し、ごみ
を減らしましょう。

定期収集
で出せないか
チェック

　急ぎではない場合
は、できるだけ定期の
収集に回数を分けて出
して下さい。

　粗大ごみの場合は、戸
別収集を依頼できます。
また、自身で運搬し、清掃
工場に持ち込むこともで
きます。
※いずれも専用ダイヤル

（☎797・1651）に予約
をお願いします。

量が多くて片付けも大変だ。ポスト
に無料回収のチラシが入っていた
なあ。頼んでみようかな。

勧誘電話やチラシ、回収車など、無許可の業者に安易に
依頼すると…トラブルに巻き込まれる可能性があります

ちょっと待った！

市（3R推進課）
☎ 797・7111へ

市で状況を伺い、
許可業者を案内

自ら許可業者に連
絡し、直接契約

許可業者による
〈整理・分別〉作業

許可業者による
清掃工場への
〈収集・運搬〉
作業

市の清掃工場で
処分

時間も短縮できて、とても助かるわ。

◉市の許可業者は、2年おきの更新時に以下の要件を満たしています。

⃝〈収集・運搬〉を行う車両や能力を有している　⃝経営不振でない　
⃝環境認証を取得している　　　　　　　　　 ⃝ホームページで情報公開している　など

◉すべての許可業者に〈整理・分別〉から〈収集・運搬〉の作業まで依頼できます。

家庭系臨時ごみ許可業者一覧� （五十音順）
事業者 電話番号

（株）加藤商事 ☎03・3480・5111
合同資源サービス（株） 錆0800・555・5010
（株）三凌商事 ☎726・2647
多摩興運(株） 錆0120・532・415
ティーエスエンバイロ（株） 錆0120・828・605
内藤産業（株） ☎734・0538
（株）町田清掃社 ☎722・1973

　家庭で不要になった衣類、雑貨、
家電製品等、再利用できるものを
出店できるイベントです。年5回
開催しています。
問（一財）まちだエコライフ推進公
社☎797・9617

まちエコ・フリーマーケット

市HP まちエコ  検索

環境広報紙「ECOまちだ4月1日号」も発行されました。エコな取り組みが満載です。ぜひご覧下さい。

　家庭ごみの中から、リユース・リ
サイクルできる対象品目（陶磁器
・ガラス食器、家庭金物、小型家電
等）を回収しています。ポイントが
たまると景品と交換できます。

リサイクル広場

市HP リサイクル広場  検索

開催日時月
～土曜日、
午前8時30
分～午後4
時（年末年
始・祝休日
を除く）

たくさんごみが出て困った。どう処分しよう。

　リユースやリサイクルを推
進する取り組みを町田リサイ
クル文化センター隣接地（下小
山田町3267-20）で開催してい
ます。

市の職員

　ベッド、学習机、椅子等、掘り出
し物があります。
営業日時月～土曜日、第1・3日曜
日、午前10時～午後4時30分（年
末年始・祝休日を除く）
問リサイクルショップまちエコ☎
785・4023

リサイクルショップ「まちエコ」
（木曽東２－1－1）

修理職人の皆さん

粗大ごみの中から再利用で
きるものを丁寧に修理・再生
し、販売しています。

リサイクルショップまちエコ 検索

市の許可業者は安心して任せられます

部屋の片付けなど〈整理・分別〉も依頼できますよ。
料金は業者によって異なるため、複数の見積もりを
とることをお勧めします。

許可業者作業員
許可業者
作業員

相談して下さい
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自転車ロードレーステストイベントの開催に
関する説明会

問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎７24・4442

「キラリ☆２０１８町田私の好きなお店大賞」受賞店舗が決定！
問産業政策課☎７24・３29６

町田市オリジナル婚姻届・出生届が新しくなりました
問市民課☎７24・2８６５

ふるさと納税で市政に参加しましょう！
「寄附の使い道」と「返礼品」を追加しました！
問�ふるさと納税について＝財政課☎７24・2149、新たに追加した寄附の
使い道及び返礼品について＝スポーツ振興課☎７24・40３６

町田薬師池公園四季彩の杜

ロゴマークが決定しました！
問観光まちづくり課☎７24・212８

　７月２１日㈰に開催される自転車
ロードレースのテストイベントに
関する説明会を、東京２０２０オリン
ピック・パラリンピック競技大会組
織委員会と市の共催で開催します。
日①４月１７日㈬午後７時から②４
月２１日㈰午前１０時から、いずれ
も１時間程度（予定、各日とも同一

内容）
場①堺市民センター②小山市民セ
ンター
内自転車ロードレーステストイベ
ントの実施概要、実施に伴う道路
制限・交通規制、市民生活（路線バ
ス、救急・医療）等への影響と対策
・対応

　「町田私の好きなお店大賞」は、
市内商業の活性化と地域経済の発
展のため、個性的で魅力ある店づ
くりに意欲的に取り組んでいるお
店を表彰するものです。
　市民・来街者の皆さんに投票い
ただいた候補店舗の中から、上位

店舗を専門家が審査し、２０１８年度
は下表の３店舗がお店大賞に決定
しました。
※詳細は町田商工会議所（☎７２２
・５９５７）へお問い合わせ下さい。ま
た、同会議所ホームページで過去
の受賞店舗をご覧いただけます。

　市では、通常の婚姻届と出生届の
他に玉川大学・和光大学の学生と
協働し、オリジナルの婚姻届と出生
届を作成しています。このたび、そ
のデザインが新しくなりました。
　婚姻届は、和光大学の吉田菜々
子さんの作品（＝画像左）と同大学
の和田まりなさん・川石まゆ佳さ
んの共作（＝画像中央）の２種類か
ら選べます。出生届は、玉川大学の

小田千裕さん・新川晃子さん・宮北
莉夏さんの共作（＝画像右）です。
婚姻届・出生届はともに、提出用紙
とデザイン入りの記念用からなる
２枚複写式です。
　結婚やお子さんの誕生の記念に
ぜひご利用下さい。
配布窓口市民課（市庁舎１階）、各
連絡所、各市民センター

　町田市ふるさと納税の魅力をさ
らに高めるため、４月１日から「寄
附の使い道」と「返礼品」を追加し
ます。市民の方でも町田市へ寄附
することができるので、ぜひお申
し込み下さい。
※手続きの詳細は町田市ホームペ
ージ、または市庁舎１階総合案内
や各市民センター等で配布してい
るパンフレットをご覧下さい。

新たな寄附の使い道

【大型映像装置を設置してもっと
もっと町田を盛り上げよう！】
　市立総合体育館をスポーツ以外
のさまざまなイベントにも対応で
きるアリーナとするため、メイン
アリーナに大型映像装置を設置し
ます。
　大型映像装置の供用開始は１２
月を予定しています。

新たな返礼品

【トップスポーツを観戦できる環
境を町田に！】
　市立陸上競技場の観客席を１万
席から１万５０００席に増設するた
め、昨年１１月から寄附の募集を開
始しました。このたび、新たに３万
円・１０万円・１００万円コースの返
礼品を追加します。
　増設された観客席の使用開始は
Ｊリーグ２０２１シーズン開幕から
を予定しています。

公開している会議　傍聴のご案内
 

会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み
町田市情報公
開・個人情報保
護運営審議会

４月８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

町田市教育委
員会定例会

４月１０日㈬午前
１０時から

市庁舎１０階会議
室１０－３～５

会議当日に教育総務課（市
庁舎１０階、☎７２４・２１７２）へ

町田市自殺対
策推進協議会

４月２５日㈭午後
２時～３時３０分

市庁舎２階市民協
働おうえんルーム

５人
（先着順）

直接会場へ問健康推進課
☎７２４・４２３６

　詳細は、町田市ホームページで公表するほか、次の窓口でもパブリックコメントの実
施結果を配布します。スポーツ振興課（市庁舎１０階）、広聴課・市政情報課（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）、木曽山崎連絡所、各駅前連絡所、各市
民センター、市立総合体育館、サン町田旭体育館、市立陸上競技場、相原中央公園管理事
務所、小野路公園管理事務所、成瀬クリーンセンターテニスコート、各子どもセンター、
生涯学習センター、各市立図書館、町田市民文学館
　策定した計画は、町田市ホームページでダウンロードできます。冊子は市政情報課

（市庁舎１階）で４月中に販売する予定です。

ご意見の概要 市の考え方
町田市のスポーツ推進計画はやや総花
的ではあるが、希望に溢れておりとても
良い計画であり支援する。具体的に成
果を出すためには、テーマに優先順位
付けをして実効を上げることが必要。

本計画の目標を達成するために、優先順位を
付け着実に事業を実施していく必要がある
と考えています。優先順位の高い事業は、ア
クションプランに基づき事業を実施してま
いります。

スポーツが「嫌い」な子どもを少しでも
減らすには、体験できる『場』を設け、多
くの子どもに体験させることが大切。

子どもがスポーツに親しむ機会の提供が必要
であると認識しています。学校やスポーツ推
進委員、地域スポーツクラブと連携し、主な事
業として記載しています。「まちとも」など当該
施策に基づくアクションプランを検討し、ス
ポーツに親しむ機会を提供してまいります。

施設が少ない中で、スポーツ実施率を
上げていくのは難しいのではないか。
市民が利用できる施設を増やしていく
必要があるのではないか。

本計画では、市民が生活に身近な場所でスポ
ーツに親しむことができるようスポーツ環
境の充実に取り組んでまいります。ご意見を
参考に、当該施策に基づくアクションプラン
を検討してまいります。

　市では、「町田市スポーツ推進計画１９-２８」の策定にあたり、皆さんのご
意見を募集しました。いただいたご意見は策定の参考にさせていただき
ました。ご意見ありがとうございました。
　ご意見の概要と市の考え方を、いくつかご紹介します。
○募集期間　１月４日㈮～２月１日㈮
○応募者数　５５人　　○意見件数　１０７件

皆さんからのご意見をもとに
「町田市スポーツ推進計画19-28」を策定しました

問スポーツ振興課☎７24・40３６

　町田薬師池公園四季彩の杜のＰ
Ｒのため、ロゴマークの一般投票
を行いました。その結果、「ロゴマ
ーク案２」が、総投票数２４４６票の
うち最多１３０６票を獲得し、決定
しました。
　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
用しており、落ち着いた和テイス
トのロゴマークです。
　今後、園内に設置する案内表示

やパンフレット等に幅広く使用し
ます。

� 大型映像装置（イメージ）

店名（扱い品目等） 所在地 電　話
ハッピーメガネ鶴川店（眼鏡） 能ヶ谷２－５－２ ☎７３４・１７７１
なごみ庵　恵（洋風懐石） 鶴間６－３４－４５ ☎７０５・８０８５
美容室　ｆｌａｐ ｆｌａｔ（美容室） 原町田２－３－１ ☎８６６・５４９２

４月から始まりました

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
問保険年金課国民年金係☎７24・212７、八王子年金事務所☎042・６2６・３５11

　国民年金第１号被保険者（自分
で保険料を納める方）が出産をし
た（する）場合、出産日または出産
予定日が属する月の前月から４か
月間（多胎の方は出産日または出
産予定日が属する月の３か月前か
ら６か月間）の国民年金保険料が
免除されます。
　なお、出産とは妊娠８５日（４か
月）以上の出産をいい、死産・流産
・早産・人工妊娠中絶した方を含
みます。また、産前産後期間として

認められた期間は、保険料納付済
期間として老齢基礎年金の受給額
に反映されます。
対国民年金第１号被保険者で出産
日が２０１９年２月以降の方（該当期間
のうち２０１９年４月分以降が適用）
届け出母子健康手帳等の出産（予
定）日が確認できる書類をお持ち
のうえ、直接保険年金課（市庁舎１
階）または直接各市民センターへ
（出産予定日の６か月前から届け
出可）。

出生届婚姻届婚姻届



4 2019．4．1 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。町田市イベント申込システム 検索イベシス

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

健康案内健康案内
ご利用下さい

高齢者歯科口腔機能健診
　口

こう

腔
くう

診査とともに、噛
か

む力や飲み
込む力などの摂食嚥

えん

下
げ

機能を、問診
と簡単なテストにより健診します。
対町田市に住民票があり、健診日時
点で７１歳以上の方
受診期間２０２０年３月３１日まで
場町田市の契約歯科医療機関
費５００円（生活保護受給・市民税非課
税世帯の方、中国残留邦人等の支援
給付受給証明書を持参の方は無料）
※契約歯科医療機関は、お問い合わ
せいただくか、チラシ（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）をご覧下さい。
問保健予防課☎７２５・５４３７
高齢者肺炎球菌定期予防接種の

経過措置期間が延長されます
　高齢者肺炎球菌定期予防接種の経
過措置期間が、２０２３年度末まで５年
間延長されます。詳細は市役所代表
（☎７２２・３１１１）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。
対次のすべての要件を満たす方　①
年度末（３月３１日）時点での年齢が
６５・７０・７５・８０・８５・９０・９５・１００歳
の方（１０１歳以上の方は２０１９年度
のみ対象）、または６０歳以上６５歳未
満で特定の障がいがある方②町田市

に住民票があり、高齢者肺炎球菌予
防接種を受けたことがない方
場町田市の指定医療機関
費指定医療機関が設定する金額から
４０００円を差し引いた額
問保健予防課☎７２４・４２３９

募　集募　集
町田市農業委員会委員候補者
　現委員の欠員に伴い募集します。
対次のいずれにも該当する方　①農
業に関する識見を有し、農業委員会
の所掌事務を適切に行うことができ
る②法令等により農業委員会委員と
兼職を禁止されている職にない＝１
人
任期７月１日～２０２２年３月３１日
選考書類（必要に応じて面接）
申所定の申込用紙（農業振興課〔市庁
舎９階〕で配布、町田市ホームページ
でダウンロードも可）に必要事項を
記入し、４月２４日まで（必着）に直接
または郵送で農業振興課へ。
※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。
問農業振興課☎７２４・２１６９

お知らせお知らせ
策定しました

第２次町田市食育推進計画
　市では、これまでの食育への取り
組みで明らかになった課題や社会情

勢の変化等を踏まえ、関係機関・団体
が連携・協働して食育を推進するた
め「第２次町田市食育推進計画」を策
定しました。
　計画の冊子は市政情報課（市庁舎
１階）で４月１０日から販売します（１
冊６００円）。なお、町田市ホームペー
ジでダウンロードもできます。
問保健予防課☎７２２・７９９６
策定しました

町 田 市 自 殺 対 策 計 画
　市では、家庭、地域、学校、職場、専
門機関等、さまざまな分野の人々や
組織が密接に連携し、みんなで生き
ることを支えるための取り組みを包
括的に推進するため、「町田市自殺対
策計画」を策定しました。
　計画の冊子は市政情報課（市庁舎
１階）で販売します（１冊５００円）。な
お、町田市ホームページでダウンロ
ードもできます。

【計画推進の一環として「自殺に関連
するグーグル検索対応事業」を開始
しました】
　この事業は、グーグルの町田市内エ
リアで自殺に関連するキーワードを
検索した際に、町田市の悩みの相談先
が検索結果に表示されるものです。
問健康推進課☎７２４・４２３６

平 成 ３１年 度 国 民 年 金 
保 険 料 額 の ご 案 内
　平成３１年度の国民年金保険料は

月額１万６４１０円です。日本年金機構
から納付書が送付されますので、金
融機関やコンビニエンスストアで納
付して下さい（口座振替、クレジット
カードでの納付も可、納付方法によ
る割引も有り）。
※詳細はお問い合わせ下さい。
問ねんきん加入者ダイヤル☎０５７０
・００３・００４、八王子年金事務所☎
０４２・６２６・３５１１、町田市保険年金
課☎７２４・２１２７

「大気汚染医療費助成制度」と「自立
支援（育成）医療費助成制度」の

申請窓口が変わります
　東京都が医療費助成を実施してい
る「大気汚染医療費助成制度」と「自
立支援（育成）医療費助成制度」の申
請窓口を、４月から保健予防課（市庁
舎７階）に変更します。
　大気汚染医療費助成制度の申請書
類の配布・受付、医療券の発行・審査に
ついては保健予防係が担当し、自立支
援（育成）医療費助成制度の申請書類
の配布・受付、その他の手続きや内容
全般については母子保健係が担当し
ます。
※両制度の詳細は、東京都福祉保健
局ホームページをご覧下さい。
問大気汚染医療費助成制度について
＝保健予防課保健予防係☎７２４・
４２３９、自立支援（育成）医療費助成
制度について＝保健予防課母子保健
係☎７２５・５４２２

策定しました　町田市産業振興計画１９－２８
チャレンジするなら、ＴＯＫＹＯの町田から！

問産業政策課☎７24・2129

総務部法制課担当課長（法務担当）を公募します
問職員課☎７24・2199

　市では、法律に関する高度な専門
的知識のある人材を採用すること
で、法務の充実・強化を図るため、法
務部門に任期付職員を募集します。
対次の２つの要件を満たす方　①
法律に関する高度な専門知識を有
し、訴訟活動に関する実務経験が
３年以上ある②司法修習生の修習
を終えている
役職担当課長（法務担当）
募集人員１人
採用日２０２０年４月１日（予定）
任用形態特定任期付職員（２年間）
職務内容訟務事務の指導及び人材
育成、庁内弁護士としての相談、行

政法規の解釈
※給与等は条例等の定めによりま
す。
選考１次＝書類、２次＝面接
※詳細は、実施要項（町田市ホーム
ページでダウンロード）をご覧下
さい。
申受験申込書（町田市ホームペー
ジでダウンロード）と司法修習終
了証の写しを、５月２０日まで（消印
有効）に郵送で職員課人事係（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
※封筒表面に「特定任期付職員募
集」と朱書きし、書留で提出して下
さい。

　2019年度試験から、一般知識や教養中心の筆記試験を廃止し、代わりに民間企業で
広く導入されているSPI試験を実施します。SPI試験は自宅で受験可能なWEB方式で
行います。詳細は、町田市ホームページをご確認下さい。

職　　　種 募集人員 日程等 採用日
（予定）

一般事務（大卒程度） 30人

○電子申請受付期間＝4月22日
㈪午前10時～5月10日㈮午後2
時
※申込受付は電子申請のみです。

○1次試験（SPI試験）＝5月27日
㈪～6月6日㈭

○2次試験日＝6月23日㈰

2020年
4月1日

身体障がい者対象一般事務 若干名
土木技術（大卒程度） 10人
建築技術（大卒程度）

いずれも
若干名

保育士
栄養士
保健師
土木技術（社会人経験者対象）
保健師（社会人経験者対象）
※�受験資格等試験の詳細は「町田市職員採用試験実施要項」をご確認下さい。4月15日
から町田市ホームページでダウンロードできます。
Twitter（ツイッター）で情報発信もしています！
　Twitterアカウント「町田市職員採用試験（町田市公式）」をフォローして下さい。

町田市職員採用試験情報 問職員課☎７２４・２518
返050・3085・４10７

町田市プレミアム商品券を発行します！
問産業政策課☎７24・３29６

　１０月の消費税率引き上げ後も
市内店舗での消費を喚起するた
め、要件を満たす方を対象に、２５
％のプレミアムが付く「町田市プ
レミアム商品券」を発行します。
　プレミアム商品券は、購入対象
者１人につき最大２万５０００円分（販
売価格は２万円）購入でき、１０月か
ら２０２０年２月まで利用できます。
　購入対象者の要件は、２０１９年

度住民税非課税者及び３歳未満の
子がいる世帯主の予定です。
※購入対象者の詳しい要件や購入
方法、商品券を使用可能な店舗など
の詳細は決定次第、本紙や町田市ホ
ームページ等でお知らせします。
※８月ごろから購入対象者に商品
券のご案内を送付する予定です。
引っ越しの際は必ず住所変更手続
きをして下さい。

　町田市が「ビジネスの場」として
も「働く場」としても選ばれ続ける
ため、１０年後の将来の変化を見据
えた市の産業振興の方向性を示す
「町田市産業振興計画１９－２８」
（計画期間＝２０１９年度～２０２８年
度）を策定しました。また、併せて
前期実行計画も策定しました。
　計画の策定にあたっては、学識
経験者、中小企業診断士、産業支援
機関、金融機関、交通事業者、市内
事業者からなる「町田市産業振興
計画策定検討委員会」において検
討を行いました。同委員会では、技
術革新等による環境変化の中で
も、市内事業者がさまざまなチャレ
ンジに取り組むことができるよう、
必要な支援についてそれぞれの立
場からご意見をいただきました。
　策定した計画では、「立ち上げ
る」「拡げる」「つなぐ」の３つのチャ

レンジの促進・支援と「ビジネスし
やすく、働きやすいまちづくり」か
らなる４つの施策の柱を設け、こ
れらの柱に基づく取り組みを推進
することで、「ビジネスに、働く人
に、心地よいまち」を目指します。
※計画書及び前期実行計画は市政
情報課（市庁舎１階）で販売してい
ます（計画書＝１冊１５００円、実行
計画＝１冊１００円）。なお、計画書、
実行計画及び概要版は町田市ホー
ムページでダウンロードできま
す。
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受講者募集
まこちゃん教室（町田市
ひとり親家庭等子どもの
生活・学習支援事業）
　学習支援を通じて、基礎学力の定
着・自学の促進を行うとともに、家庭
環境の改善や幅広い社会性の定着を
促します。学習塾が派遣する大学生
を中心とした講師による講座です。
対ひとり親家庭＝次のすべての要件
を満たす方　①市内在住のひとり親
家庭の子どもで、かつ、小学４年生～
中学２年生②児童扶養手当法による
手当を全額受給している世帯③生活
保護法による保護を受けていない世
帯④生活困窮者自立支援法に規定さ
れている学習支援を受けていない世
帯、養育家庭＝市内在住の養育家庭
に預けられた子どもで、かつ、小学４
～６年生
場集合型＝町田駅周辺（２か所）、派
遣型＝受講者の自宅（町田市内）
定集合型４０人程度、派遣型１０人程
度／選考
申申請書に必要事項を記入し、５月７
日まで（消印有効）に直接または郵送
で子ども家庭支援センター（市庁舎
２階）へ。
※申請書は、子ども家庭支援センタ
ー、町田・玉川学園・鶴川・南町田の各
駅前連絡所で配布します（まちだ子
育てサイトでダウンロードも可）。
問子ども家庭支援センター☎７２４・
４４１９
受講者募集
生活困窮世帯等の子どもを�
対象とした学習支援事業
　大学生を中心とした学習支援員
が、アットホームな雰囲気の中で一
人ひとりの学力に応じた個別指導や
屋外での社会的・文化的な体験活動
を行います。
　また、保護者の方は、子どもの学習
などに関する相談を通じた支援や進

級・進学にあたっての公的支援制度
の案内などを受けることができます。
対市内在住の小学４年生～中学生
で、次のいずれかの要件を満たす方
①生活保護受給世帯（ただし、自立支
援プログラムによる塾代の補助を受
けている子どもを除く）②児童扶養
手当を全額受給している世帯
※まこちゃん教室（ひとり親家庭等
子どもの生活・学習支援事業）と重複
しての利用はできません。
場町田教室（町田駅周辺）、忠生教室
（小山田桜台周辺）
定各２０人（選考）
申申請書に必要事項を記入し、５月７
日まで（消印有効）に直接または郵送
で生活援護課（市庁舎１階）へ。
※申請書は、生活援護課、町田・玉川
学園・鶴川・南町田の各駅前連絡所で
配布します（町田市ホームページで
ダウンロードも可）。
問生活援護課☎７２４・４０１３
高齢者・障がい者のための
福 祉 法 律 相 談
対市内在住の高齢者・障がいのある
方、またはその家族や関係者
日４月１６日㈫午前９時～１１時３０分

場町田市民フォーラム
内成年後見制度、相続、遺言、贈与、財
産分与、権利侵害等の相談
申氏名・電話番号を明示し、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（☎７２０・
９４６１返７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７

農 産 物 出 荷 者 募 集
　２０２０年春オープン予定の町田薬
師池公園四季彩の杜西園ウェルカム
ゲートで、町田産農産物を販売しま
す。販売所で取り扱う農産物を出荷
できる農業者を募集します。
対新鮮・安全・安心で質の良い農産物
を出荷できる農業者
申申請書類（町田市ホームページで
ダウンロード）に記入し、４月２６日ま
で（消印有効）に直接、郵送またはＦＡ
Ｘで農業振興課（市庁舎９階）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。
問農業振興課☎７２４・２１６６
街路灯・公園灯のＬＥＤ照明
更新工事が始まります
　市が管理している街路灯・公園灯

をＬＥＤ照明へ更新するため、２月下
旬から現地調査を進めています。調
査が終わった場所は、４月から工事
を行い、工事完了は２０２１年３月末を
予定しています。工事に関するお問
い合わせのほか、街路灯・公園灯の不
点灯や、電灯がまぶしい等の相談を
受け付けるコールセンターも開設し
ますので、ご利用下さい。
問コールセンター（町田市街路灯・公
園灯ＬＥＤ更新事務所）錆０１２０・２８０
・０７０（受付時間＝午前９時～午後５
時、土・日曜日、祝休日を除く）、町田
市道路維持課☎７２４・１１２１、町田市
公園緑地課☎７２４・４３９９
子どもクラブ
指定管理者を募集します
　（仮称）鶴川第二中学校区子どもク
ラブ（三輪緑山１－５）の指定管理者
を募集します。
対児童館、学童保育クラブ、認可保育
所、認証保育所、保育室、認定こども
園等の子どもに関する施設の運営実
績等があり、市内に事務所・事業所を
有する法人
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、必要書類を
お持ちのうえ、４月２２日午前９時～２６
日午後５時に直接児童青少年課（市
庁舎２階）へ。
問児童青少年課☎７２４・４０９７

該当する方は申請を　各種福祉手当
問障がい福祉課☎７24・214８返0５0・３101・1６５３

利用者募集　おうちでごはん事業
問�募集・申請方法について＝（社福）町田市社会福祉協議会☎７22・4８9８、
事業概要について＝町田市子ども家庭支援センター☎７24・4419

４月１６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、
４月１６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。
　交付の再開は、４月１７日㈬午前
６時３０分からです。
問市民課☎７２４・２８６４

　各手当の概要は下表のとおりです。該当する方は、手当が支給される場合があります。手当によって認定要件や提出書類が異なりますので、申請の前に
お問い合わせ下さい。また、認定とならない場合もありますのであらかじめご了承下さい。

　ボランティアが、平日の夕方に
利用者のご自宅にお弁当を配達し
ます（年２４回）。また、必要に応じ
て、町田市社会福祉協議会の職員
が利用者のご自宅で相談支援を行
います。
※本事業はふるさと納税を活用し
て実施しています。
対次のすべての要件を満たす方　
①市内在住のひとり親世帯で、児
童扶養手当法による手当を受給し

ている世帯の１８歳未満の子ども
とその保護者②生活保護法による
保護を受けていない世帯
※子どものみ、保護者のみの利用
はできません。
定８０人（選考）
申申請書に必要事項を記入し、４月
８日～５月７日（消印有効）に直接また
は郵送で町田市社会福祉協議会へ。
※申請書は対象要件を満たす方に
郵送します。

各種福祉手当一覧� ２０１９年４月１日現在
手当の種類 対　　象 手当額（月額） 支給日

障害児福祉手当

①～③のいずれかに該当する２０歳未満の方　①身体障害者手帳１・２級程度②愛の手帳１・２度
程度③常時介護を必要とする状態にある障がい・精神障がいがある
※手帳の等級にかかわらず所定の診断書で審査します。
※施設入所者、障がいを理由とする年金を受給中、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以
上の方は除きます。

１万４７９０円
（２０１９年３月分までは１万４６５０円）
※請求の翌月分から支給されます。

２月（＝１１月～１月分）、５月
（＝２月～４月分）、８月（＝５
月～７月分）、１１月（＝８月～
１０月分）の１０日

特別児童扶養手当

①～③のいずれかに該当する２０歳未満の児童を扶養している方　①身体障害者手帳１～３級
程度②愛の手帳１～３度程度③日常生活に著しい制限を受ける程度の障がい・精神障がいがあ
る
※所定の診断書で審査します（手帳に代えられる場合有り）。
※児童が施設に入所中、障がいを理由とする年金を受給中、保護者・配偶者・扶養義務者の所得
が一定額以上の場合は除きます。

手当等級１級＝５万２２００円（２０１９
年３月分までは５万１７００円）
手当等級２級＝３万４７７０円（２０１９
年３月分までは３万４４３０円）
※請求の翌月分から支給されます。

４月（＝１２月～３月分）、８月
（＝４月～７月分）、１１月（＝８
月～１１月分）の１１日

特別障害者手当

①～③のいずれかに該当する重度の障がいがあるため、日常生活に常時特別な介護が必要な
２０歳以上の方　①身体障害者手帳１・２級程度②愛の手帳１・２度程度③上記と同等の障がい・
精神障がいがある
※手帳の等級にかかわらず所定の診断書で審査します。
※施設入所者、３か月を超えて継続して入院中の方、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額
以上の方は除きます。

２万７２００円
（２０１９年３月分までは２万６９４０円）
※請求の翌月分から支給されます。

２月＝（１１月～１月分）、５月
（＝２月～４月分）、８月（＝５
月～７月分）、１１月（＝８月～
１０月分）の１０日

心身障害者福祉手当
①～④のいずれかに該当する２０歳以上６５歳未満の方　①身体障害者手帳１･２級②愛の手帳
１～３度③脳性マヒ④進行性筋萎縮症
※施設入所者、所得が一定額以上の方は除きます。精神障害者保健福祉手帳は対象になりませ
ん。年齢要件には例外もありますので詳細はお問い合わせ下さい。

１万５５００円
※請求の当月分から支給されます。

４月（＝１２月～３月分）、８月
（＝４月～７月分）、１２月（＝８
月～１１月分）の２５日

重度心身障害者手当
①～③のいずれかに該当する常時複雑な介護が必要な６５歳未満の方　①重度の知的障がい
で、常時著しい精神症状がある②重度の知的障がいと重度の身体障がいがある③両上肢及び
両下肢の機能が失われ座位困難である
※施設入所者、３か月を超えて継続して入院中の方、所得が一定額以上の方は除きます。

６万円
※請求の当月分から支給されます。

毎月２０日までに前月分を支
給

※扶養義務者＝申請者と同居している父母、祖父母、子、兄弟姉妹、孫等／上記支給日以外に支払うこともあります／支給日が土・日曜日、祝休日の場合は、原則としてその直前の金融
機関営業日を支給日とします／特別児童扶養手当・重度心身障害者手当は東京都から入金されます。
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お知らせお知らせ
固定資産税の縦覧及び 
課 税 台 帳 の 閲 覧

　２０１９年度課税分の縦覧及び課税
台帳の閲覧を実施します。なお、
２０１９年度の固定資産税・都市計画
税納税通知書は、４月２５日に発送し
ます。

【縦覧及び課税台帳（名寄帳）閲覧制
度】
　縦覧制度とは、自己の土地や家屋
に対する固定資産税評価額が適正で
あるかどうかを判断する資料とし
て、固定資産税評価額（税額の記載は
無し）が記載された帳簿を納税者の
縦覧に供するものです。また、課税台
帳の閲覧制度とは、納税義務者の方
が、固定資産税台帳のうち、自己の資
産に対する課税内容を具体的に確認
するためのものです。
○縦覧・閲覧ができる方
①納税義務者、その同居の親族及び

納税管理人（同居でも別世帯の方は
委任状が必要）
②代理人（納税者の方が自署・捺印

〔法人の場合は代表者印を押印〕した
委任状または代理人選任届をお持ち
の方）
○本人確認書類が必要です
　書類の種類に応じ、次に示す１点
または２点の書類をお持ち下さい。
①官公署が発行した写真付きの書類
１点（運転免許証、パスポート、写真
付き住民基本台帳カード、マイナン
バーカード〔個人番号カード〕等）
②上記の書類がない場合は、次の書
類
※組み合わせは、（イ）で２点または、

（イ）と（ロ）で各１点ずつです。
（イ）官公署が発行した写真無しの書
類（健康保険証、介護保険証、年金手
帳及び証書、写真無しの住民基本台
帳カード、納税通知書等）

（ロ）その他（法人が発行した写真付
きの身分証明書等）
縦覧・閲覧期間５月３１日㈮までの午
前８時３０分～午後５時（土・日曜日、

祝休日を除く）
場資産税課（市庁舎２階）
※縦覧時には、土地・家屋の所在地番
を申請書に記載していただきます。
パソコン画面での縦覧になり、画面
の撮影はできません（手書きによる
転記は可）。また、所有者名からの縦
覧はできません。
※閲覧は、納税義務者単位の申請と
なります。
問資産税課☎７２４・２１１６、２１１８

【納税義務者以外の方への課税（補
充）台帳の閲覧】
　土地や家屋に対し、賃借権その他
の使用または収益を目的とする権利

（対価が支払われているものに限る）
及び固定資産の処分をする権利を有
する方（１月２日以降に所有権を取得
した方等）は、権利の対象となる資産
のみ課税（補充）台帳の閲覧ができま
す。
○必要な書類
　本人の身分を確認できる書類（運
転免許証等）と権利を有する資産を
特定するための書類（賃貸借契約書、

賃借権の権利者が記載されている登
記全部事項証明書等）をお持ち下さ
い。また、代理人に依頼する場合は、
権利者の方が自署・捺印（法人の場合
は代表者印を押印）した委任状また
は代理人選任届が必要です。
閲覧時間午前８時３０分～午後５時
※４月上旬は大変混雑が予想されま
すので、時間に余裕をもっておいで
下さい。
場市民税課諸税証明係（市庁舎２階）
費１件３００円
問市 民 税 課 諸 税 証 明 係 ☎７２４・
２８７４

【固定資産税の評価額に不服がある
場合】
　縦覧や閲覧等の結果、自己の土地、
家屋、償却資産に対する固定資産税
評価額に不服がある納税者の方は、
４月１日から納税通知書を受け取っ
た日以後３か月以内に、文書によっ
て固定資産評価審査委員会に審査の
申し出ができます。
問法制課☎７２４・２５０６

町田市のお得な制度を活用しませんか　市内事業者への支援制度 問産業政策課☎7２４・３２９６

町田市エコキャラクター・ハスのんのインスタグラムを始めました!　エコな生活のヒントやイベント情報など、

　市では、市内事業者の皆さんに活
用いただける各種支援制度を用意し
ています。申請書類等の詳細は、町田
市ホームページをご覧下さい。

―補助制度―

❖ 産業見本市出展への補助
対市内中小企業者（市内に住民登録
を有する個人または市内を納税地と
する法人で、１年以上事業を営んで
おり市税を完納していること）
補助対象事業２０２０年３月３１日まで
に開催される国内外の見本市・展示
会等に出展する事業（一部を除く）
補助対象経費国内で行われる見本市
・展示会等＝主催者へ支払う出展料

（会場使用料、補助額上限２０万円）、
国外で行われる見本市・展示会等＝
外国語表記の冊子等の作成費用（補
助額上限５万円、トライアル認定事
業者の場合は上限１０万円）
補助割合一般事業者＝２分の１以内、
小規模事業者＝３分の２以内
※町田市トライアル発注認定事業者
が認定商品をＰＲするために出展す
る場合の補助割合は、４分の３以内で
す。
申申請書（町田市ホームページでダ
ウンロード）に記入し、必要書類を添
えて、直接産業政策課（市庁舎９階）
へ。

❖  特許権等の  
産業財産権取得への補助

対市内中小企業者（市内に住民登録
を有する個人または市内を納税地と
する法人で、１年以上事業を営んで
おり市税を完納していること）
補助対象事業２０２０年３月３１日まで
に終了する次のいずれかの事業　①
特許権・実用新案権・意匠権・商標権
の出願②特許出願にかかる出願審査

請求
補助対象経費及び補助割合①の場合
＝出願印紙代全額と出願にかかる弁
理士手数料の２分の１の額を合計し
た額（上限１０万円、ただし商標権は
５万円）、②の場合＝特許出願審査請
求印紙代全額と出願にかかる弁理士
手数料の２分の１（上限２万５０００円）
の額を合計した額（上限１０万円）
※小規模事業者の出願にかかる弁理
士手数料の補助割合は、いずれも３
分の２の額となります。
※早期審査請求や電子申請等に係る
弁理士に支払う手数料は補助対象外
です。
申申請書（町田市ホームページでダ
ウンロード）に記入し、必要書類を添
えて、直接産業政策課（市庁舎９階）
へ。

❖  ものづくり企業  
地域共生推進事業補助金

　工場に防音壁を導入するなど、も
のづくり企業が市内で行う地域との
共生を目的とした事業に係る経費の
一部を補助します。
対都内で１年以上工場等を操業する
ものづくり企業
補助対象事業地域との共生を目的と
する工場の改修・移転事業、設備更新
・導入事業、住民受け入れ整備事業
※２０２０年３月１３日までに完了する
事業が対象です。
補助額補助対象経費の４分の３以内

（上限３７５万円）
※上限額に達し次第、受け付けを終
了します（先着順、審査有り）。
申申請書（町田市ホームページでダ
ウンロード）に記入し、必要書類を添
えて、直接産業政策課（市庁舎９階）
へ。
※申請の際は事前に産業政策課へご
連絡下さい。

―認定事業―

❖ 町田市トライアル発注認定制度
　市内事業者が開
発する新規性の高
い優れた商品・サ
ービスの信用力向
上や販路拡大を支
援するため、「町田市トライアル発注
認定制度」により、一定の基準を満た
した商品及び開発した事業者を認定
しています。
　認定された商品は、市が作成する

「認定商品カタログ」や「広報まち
だ」、町田市ホームページ等に掲載し
ます。また、認定期間内は市の中小企
業融資制度や産業見本市出展支援事
業においても優遇されます。これま
でに２６事業者３３商品が認定を受け
ており、市内外のイベント等で一体
的なＰＲを広く実施しています。
対新規性の高い優れた新商品及びそ
れを生産する中小企業者（市内に住
民登録を有する個人、または市内を
納税地とする法人で、１年以上事業
を営んでおり市税を完納しているこ
と）
認定基準次の要件をすべて満たす商
品であること　①申請時点で、販売
開始から５年以内である②既存の商
品とは別個の範

はん

疇
ちゅう

に属するものであ
るか、同一の範疇に属しても著しく
異なる使用価値を有するため、実質
的に別個の範疇に属すると認められ
る③技術の高度化、経営能率の向上、
市民生活の利便の増進に寄与すると
認められる④生産方法、必要な資金
額、資金調達方法が、事業者の新たな
事業分野開拓のために適切なもので
ある
※食品並びに医薬品、医薬部外品及
び化粧品を除きます。

認定期間認定された日から２０２２年
３月３１日まで
審査方法専門機関による書類審査及
び「町田市トライアル発注認定制度
選考懇談会」での学識経験者等によ
る意見聴取（事業者プレゼンテーシ
ョン有り）
申申請書（町田市ホームページでダ
ウンロード）に必要書類を添えて、５
月１３日まで（必着）に直接または郵
送で産業政策課（市庁舎９階）へ。

❖ 「先端設備等導入計画」の認定
　生産性向上特別措置法に基づき、
中小企業者が機械・装置などの設備
投資を通じて労働生産性の向上を図
るために作成する「先端設備等導入
計画」の認定申請を受け付けていま
す。計画が認定されると、税制面や国
の各種補助金採択においてメリット
があります。
対市内の事業所に設備を導入する中
小企業者
認定によるメリット①計画認定を受
けた設備（償却資産）に係る固定資産
税が３年間ゼロとなる②国の各種補
助金（ものづくり・サービス補助金、Ｉ
Ｔ導入補助金等）の優先採択（加点）
の対象となり、一部の補助金におい
て補助率が拡充される
※市への申請にあたっては、作成し
た「先端設備等導入計画」の内容につ
いて、経営革新等支援機関（町田商工
会議所、町田新産業創造センター、市
内金融機関等）による事前確認書の
発行を受ける必要があります。
※設備取得は、必ず市による計画認
定後に行っていただく必要がありま
す。
申申請書（町田市ホームページでダ
ウンロード）に記入し、必要書類を添
えて、直接産業政策課（市庁舎９階）
へ。



72019．4．1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。町田市イベント申込システム 検索イベシス

関係図書をご覧（縦覧）いただけます
野津田東土地区画整理 
事 業 の 事 業 計 画 変 更
　住民及び利害関係人で同事業計画
について意見がある場合は、東京都
知事に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４月１４日㈰まで
縦覧場所４月１２日までの月～金曜
日、午前８時３０分～午後５時＝地区
街づくり課（市庁舎８階）、４月６日㈯、
７日㈰、１３日㈯＝南出入口警備員室
（市庁舎１階）、４月１４日㈰＝相談室Ｃ
－５（市庁舎１階）
意見書の提出４月２８日まで（消印有
効）に、直接または郵送で東京都都市
整備局市街地整備部区画整理課（〒
１６３－８００１、新宿区西新宿２－８－
１、東京都庁第二本庁舎１１階中央、☎
０３・５３２０・５１３２）へ。
問地区街づくり課☎７２４・４２６６
原町田一丁目駐車場の

指定管理者を募集します
対有料の自動車駐車場またはこれに
類似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
※共同事業体として応募する場合
は、前記の実績を有する団体が含ま
れていることが必要です。
対象施設原町田一丁目駐車場、原町
田一丁目第２駐車場（２施設を一括で
管理）　
指定期間２０２０年４月１日～２０２５年
３月３１日（５年間）
※募集の詳細は、町田市ホームペー
ジをご覧下さい。
問産業政策課☎７２４・３２９６

助成金の受け付けを開始します
　既に契約や事業に着手している場
合は助成の対象外となります。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。

【木造住宅耐震改修助成金】
　木造住宅の無料簡易耐震診断、精
密耐震診断、耐震設計、耐震改修工
事、耐震シェルター等設置工事、除却
工事に関する助成制度です。
対市内にある昭和５６年５月３１日以
前に着工された木造戸建住宅（賃貸
用の住宅は除く）を、自らが所有して
いる個人の方

【ブロック塀等撤去事業助成金】
　ブロック塀等の撤去工事に関する
助成制度です。
対道路等に面する一定高さ以上のブ
ロック塀等を、自らが所有している
方

◇
問住宅課☎７２４・４２６９
春号を発行しました！～町田市　講
座・イベント情報誌

生涯学習ＮＡＶＩ　好き！学び！
　市内や近隣で４
月～６月に開催ま
たは募集を開始す
る講座・イベント
等の情報を掲載し
ています。これか
ら新たな学びにチ
ャレンジしたい
方、学習の機会を探している方は、ぜ
ひご覧下さい。
配布場所市庁舎、各市民センター、各
市立図書館等
※町田市ホームページでもご覧いた
だけます。
問生涯学習センター☎７２８・００７１

生涯学習センター
障がい者青年学級新入生募集
対市内在住で、障害者手帳をお持ち
の１８歳以上の方
日原則第１・３日曜日、午前１０時～午
後４時
場生涯学習センター、ひかり療育園
内主に知的障がいのある方が中心と
なって「生きる力・働く力の獲得」を
目的とした、音楽・劇・スポーツ・創作
活動・料理・合宿等を行う
定若干名
※応募多数の場合、４月２８日㈰午前
１０時から抽選会を行います。
申住所・氏名・電話番号・年齢・障がい
の種類と程度・応募動機を明記し、４
月２２日まで（消印有効）に封書で、生
涯学習センター（〒１９４－００１３、原
町田６－８－１）へ。
問同センター☎７２８・００７１返７２８・
００７３
大地沢青少年センター～１０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４月６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。
※１０月１日、８日、１５日、１６日、２３
日、２９日は利用できません。
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
１０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４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）。
※１０月２日、３日、８日、９日は利用で
きません。

催し・講座催し・講座
まちだ○

ま る

ごと大作戦
作戦 会 議 ｢大 交 流会～ 
語って、聞いて、つながろう」
　まちだ○ごと大作戦１８-２０は、皆
さんが「やってみたい夢」を、賛同者
の知恵や応援を得て実現を目指す取
り組みです。
　作戦会議は、自分の提案・アイデア
をPRし、参加者の提案を共有・共感
することで、仲間づくりやアイデア
磨きができる機会です。
　当日は、まちだ○ごと大作戦に関
する疑問や悩みを相談できる「なん
でも相談会」や、まちだ○ごと大作戦
で活動を始めている方の話を聞く
「体験者座談会」のほか、「子ども」「福
祉」「エンターテインメント」をテー
マに語り合う「○ごとトーク」を行い
ます。お気軽においで下さい。
日・内４月２０日㈯、午前１０時から＝
なんでも相談会、午後１時～２時＝体
験者座談会、午後２時～４時＝○ごと
トーク（入退室自由）
場市庁舎３階会議室３－２・３
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

分譲マンション管理に 
関 す る 相 談 会
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日４月１７日㈬午後１時３０分～４時
※相談時間は１組３０分です。
場市庁舎　
講（一社）東京都マンション管理士会
町田・たま支部
定４組（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。

子ども創造キャンパスひなた村

指定管理者による運営を開始します
問子ども創造キャンパスひなた村☎７２２・５７３６、児童青少年課☎７２４・

　  ４０９７

南多摩斎場

ダイオキシン類等調査結果
問南多摩斎場☎７９７・７６４１、町田市市民総務課☎７２４・４３４６

ストーマ装具保管事業を行っています
問障がい福祉課☎７２４・２１４７返０５０・３１０１・１６５３

　ひなた村は児童館相当施設とし
て位置付けを改め、「町田市子ども
創造キャンパスひなた村」として
新たに運営を行います。
　併せて、提供サービスの質の向
上と施設運営の効率化を図るた
め、指定管理者制度を導入し、アク
ティオ（株）が管理運営を行いま
す。
　今後は指定管理者が「ひととな
かよくたのしいミライ」をコンセ
プトに、遊び、野外体験、創作活動
などさまざまな事業を提供し、子
どもたちの自由な発想や元気で健
やかな心身を育み、伸ばすサポー
トをしていきます。
　また、地域の方々と連携し、協力
を仰ぎながら、さらに市民の皆さ
んに愛される施設を目指します。

【子ども創造キャンパスひなた村
にｐｅｐｐｅｒがやってくる～ｐｅｐｐｅ
ｒ隊長のウォークラリー】
　ヒト型ロボットｐｅｐｐｅｒ（ペッ
パー）と一緒に遊んでみませんか。

隊長が示すコースのチェックポイ
ントを回って、答えを報告しよう。
※午後２時３０分までに直接会場へ
おいで下さい。
対市内在住、在勤、在学の１８歳以
下の方（小学２年生以下は保護者
同伴）
日４月１３日㈯午前１１時～午後３時
場子ども創造キャンパスひなた村
子どもサロン（スタート及びゴー
ル地点）
費１００円（保険料）

【子ども創造キャンパスひなた村
ホームページを開設します】
　今後もさまざまな講座やワーク
ショップを実施します。
　各事業についてはホームページ
等でご案内します。

　昨年１１月２２日に火葬炉排ガス中
のダイオキシン類等の測定を行いま
した。測定結果は下表のとおりです。
　なお、火葬によるダイオキシン類

の発生や焼骨の損傷を防ぐため、棺
の中に副葬品（特にプラスチック製
品や化学繊維製品等）を入れないよ
う、ご協力をお願いします。

　市では、ストーマ装具を使用する
方が、災害時に自身のストーマ装具
を持ち出せない場合に備えて、個人
が使用しているストーマ装具を市内
３か所の施設で保管する事業を実施
しています。
対市内在住のストーマ装具使用者
保管場所ひかり療育園、（社福）町田
市社会福祉協議会（町田市民フォー
ラム内）、わさびだ療育園
申保管事業利用申請書（障がい福祉

課及び各障がい者支援センターで配
布、町田市ホームページでダウンロ
ードも可）に必要事項を記入し、直接
障がい福祉課（市庁舎１階）または各
障がい者支援センターへ（郵送で障
がい福祉課〔〒１９４－８５２０、森野２
－２－２２〕へ申し込みも可）。
※後日、保管事業利用承認書を送付
します。指定された搬入期間にスト
ーマ装具と併せて各保管場所へ持参
して下さい。

調査項目（単位） 6号炉 11号炉 指針値等
ダイオキシン類濃度（ng-ＴＥＱ／㎥N） 0.17 0.2 5（※1）
ばいじん濃度（g／㎥N） 0.008未満 0.007 0.15（※2）
塩化水素濃度（mg／㎥N） 18 7 700（※2）
硫黄酸化物濃度（volppm） 3 6 無し
窒素酸化物濃度（volppm） 93 97 250（※2）
※1　「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」による指針値
※2　「大気汚染防止法」の廃棄物焼却炉の規制値

子ども創造キャンパスひなた村
ホームページ

ハスのんがお届けします。　詳細は、ＥＣＯまちだ 4 月 1 日号をご覧下さい。　問環境政策課☎724・4386



8 2019．4．1 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。

催し・講座催し・講座
自動車・二輪車の安全運転を学ぼう！

町田市春の交通安全教室
　５月１１日から始まる春の全国交通
安全運動に合わせ、町田市・町田警察
署・町田ドライヴィングスクールの
共催で開催します。
開催日５月１２日㈰
場町田ドライヴィングスクール（南
大谷１－５５）
※駐車場はありません。
※②③は運転に不慣れな方向けの内
容です。

【①交通安全体験ブース】
時間午前９時～午後３時４５分（雨天
実施）
内自動車・二輪車シミュレーター、飲
酒ゴーグルの体験等

【②ペーパードライバー安全運転教
室】
時間午前９時１５分～正午（雨天実施）
内指導員とマンツーマンでのコース
走行、警察官による交通安全講話等
定３６人（市内在住の方、初参加者を
優先のうえ、抽選）

【③ペーパーライダー安全運転教室】
　安全のため長袖・長ズボンを着用
し、ご自身の二輪車でご参加下さい
（原付も可、整備不良車は不可）。
時間午後１時１５分～３時４５分（小雨
実施、荒天中止）
内白バイ隊員による安全運転の指
導、コース走行等
定６０人（市内在住の方、初参加者を
優先のうえ、抽選）

◇
申①直接会場へ②③４月３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②
１９０４０３Ａ③１９０４０３Ｂへ。
問市民生活安全課☎７２４・４００３、町
田警察署交通課安全教育係☎７２２・
０１１０、町田ドライヴィングスクー
ル☎７２３・２４８０
ハローワーク町田・八王子・相模原
合同

介護・福祉ミニ面接会
　介護・福祉業界で働きたい方の合
同面接会を開催します（未経験者も
歓迎）。正社員・パート等の採用担当
者に相談できます。
※参加する法人は毎月変わります。

対１８歳以上の社会人の方
日４月１７日、５月１５日、６月１９日、７
月１７日、９月１８日、いずれも水曜日
午前９時３０分～正午
場ハローワーク町田２階会議室
問町田市介護人材バンク☎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「 笑 い ヨ ガ 」
　笑いの体操とヨガの呼吸法を合わ
せた、誰にでもできる体操・健康法で
す。
※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（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）を希望す
る方
日４月１９日㈮午後２時～４時３０分
場町田市民フォーラム
定３０人（申し込み順）
申４月１０日までに電話で町田市介護
人材バンク（☎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）へ。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６
おいしく！楽しく！健康に！

男 性 料 理 教 室
　栄養バランスが良く、繰り返し作
れるメニューを調理・会食します。
対市内在住の６５歳以上の料理初心
者の男性で、全回参加できる方
日５月８日㈬、１４日㈫、２３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４月２４日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申４月４日正午～１０日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０４０４Ａ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①５月１６日㈭午前８時５０分～午後
３時②５月３０日㈭午前８時５０分～午
後３時３０分③６月６日㈭午前８時５０
分～午後３時、全３回
※集合は①②鶴川駅前やすらぎ公園
③町田バスセンターです。
内①野津田②三輪③ＪＡＸＡの各コー
ス（各約７㎞）を歩く
定３０人（抽選、結果は４月２４日ごろ
発送）
費１２００円（資料代等）
申４月４日正午～１０日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０４０４Ｃへ。
※当日の詳細は、町田市シルバー人
材センター（☎７２３・２１４７、受付時
間＝午前９時～午後４時）へお問い合
わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
市民公開講座

今 日 か ら 役 立 つ 
生 活 習 慣 病 セ ミ ナ ー
　「健康づくりに向けた包括的連携
に関する協定」に基づき、協和発酵キ
リン（株）と共催で行います。
日４月２０日㈯午後２時３０分～４時
場町田市民フォーラム３階ホール
内糖尿病治療や運動療法の紹介、地
域で診療している専門医２人と管理
栄養士によるディスカッション
講町田市民病院糖尿病・内分泌内科
部長　伊藤聡医師
定１５０人（先着順）
問健康推進課☎７２５・５１７８

ダンボールコンポスト講習会
　参加者はダンボールコンポスト１
セット（幅３７㎝、奥行３３㎝、高さ３２
㎝、重さ約７㎏）をお持ち帰りいただ
けます。
※講習会を受講したことがある方は
申し込みできません。
対市内在住の方
日４月１５日㈪、２５日㈭、午後２時３０
分～４時
場市庁舎
定各１５人（申し込み順）
申４月２日正午～９日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード１９０４０２Ａへ。

問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
消費生活センター

くらしに役立つテスト教室
【ビタミンＣを測ってみよう！調理に
よってどう変わるかな？】
　野菜・果物の調理の仕方や時間の
経過で、ビタミンＣにどのような変
化が見られるか実験し、その結果か
ら調理の注意点等を学びます。また、
実際の飲料や食品中のビタミンＣを
測定します。
対市内在住、在勤、在学の方
日４月２４日㈬午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
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４月２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１９０４０２Ｂ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。
問消費生活センター☎７２５・８８０５
自由民権資料館

古 文 書 講 座
　江戸時代の古文書等をテキストに
使用し、古文書を読む手掛かりや勉
強の仕方を学ぶ入門講座です。　
対市内在住、在勤、在学の方（市内の
歴史学習団体等で活動している方を
含む）
※初受講者優先です。
日５月１６日、３０日、６月１３日、２７日、
７月１８日、８月１日、９月１２日、２６日、
１０月１０日、２４日、１１月７日、２１日、
いずれも木曜日午前１０時～正午、全
１２回
場同館閲覧室
講神奈川大学講師・川鍋定男氏　
定２０人（抽選、結果は４月１６日ごろ
発送）
費４０００円
申往復ハガキに講座名「古文書講座」
・住所・氏名（ふりがな）・電話番号、
在勤・在学の方はその旨を書き、返信
面にも宛先を明記のうえ、４月１５日
まで（必着）に自由民権資料館（〒
１９５－００６３、野津田町８９７）へ。
問同館☎７３４・４５０８

みんなの鶴川駅プロジェクト～開催します

第2回鶴川駅を考える会
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

わくわく仲間づくりカレッジ

講座参加者募集
問高齢者福祉課☎724・214６

　「鶴川駅を考える会」実行委員会
〔町田市・小田急電鉄（株）・（株）ＴＮ
Ａ〕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」を開催しま
す。
日４月２０日㈯午前１０時～正午
場和光大学ポプリホール鶴川
内鶴川駅アイディアコンテストで
提案された駅活用について考える
定５０人(申し込み順)
申鶴川駅を考える会公式ホームペ

ージの参加申込フ
ォーム（右記QＲコ
ード）で申し込み。

対市内在住の６５歳以上の方
定①②⑤３０人③④２０人／抽選、結
果は４月２４日ごろ発送
費１回あたり２５０円（別途材料費と
して、脳トレ書道５００円、水墨画に挑
戦１０００円が必要）
申希望する講座を選び（重複申し込

み不可）、４月４日正午～１０日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１９０４０４Ｂ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。

参加申込フォーム
講座名 日　時 会　場

①からだほぐし 5月14日～7月30日の火曜日（6月4日、7月2日を除く）、午後1時30分～3時30分、全10回
わくわくプラ
ザ町田（森野）

②笑いヨガと脳
の活性ゲーム

5月23日～7月25日の木曜日、午後1時30分～3時30
分、全10回

③脳トレ書道 5月23日～7月25日の木曜日、午後1時30分～3時30
分、全10回

④水墨画に挑戦 5月20日～7月29日の月曜日（7月15日を除く）、午後1時30分～3時30分、全10回 成瀬あおぞら
会館（西成瀬）⑤脳活と歌 5月24日～7月26日の金曜日、午後1時30分～3時30

分、全10回

4月1日から、町田市民バスまちっこ（公共施設巡回ルート）は経路を変更して運行しています。詳細は町田市ホームページをご覧下さい。 問交通事業推進課☎724・4261
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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4月は「子ども食堂」

ミュージカル「つまづいても」
観 覧 者 募 集

　主人公の大学生が、就職活動やブ
ラックバイトなど複数の悩みを抱え
て追い込まれながらも、保健センタ
ーの相談員や精神科医、友人、家族と
協力して再生を目指す姿を描いたミ
ュージカルです。
　観劇を通して、うつ病の症状や、治
療・回復への道について理解できま
す。
日９月１１日㈬午後３時～５時
場町田市民ホール
公演（特）社会貢献ミュージカル振興
会
定８００人（申し込み順）
申４月３日正午～９月９日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９０４０３Ｄへ。
※当日席に空きがあれば、申し込み
をしていなくても入場できます。
問健康推進課☎７２４・４２３６
生涯学習センター
「まなびテラス」で学び 
な お し て み ま せ ん か

　日常生活で使う文字の読み書きや
計算、小・中学校程度の学力を身に着
けたい方を対象にした学習会です。
このような学習を必要としている方
にもお知らせ下さい。
対１６歳以上の方
日毎週金曜日、午後６時～８時
場生涯学習センター
申電 話 で 同 セ ン タ ー（ ☎７２８・
００７１）へ。
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ

公 開 講 座
【“こころ”と“からだ”の健康学～男
と女のおしゃれ術　色を知って５歳
若返る】
　講師がファッションモデルなどで
培ってきた「色」への知識・経験を、日
本の四季・フランスの絵画などをヒ
ントに分かりやすく解説します。
日５月９日㈭午後２時～４時
場堺市民センター
内おしゃれの講義と即席ファッショ
ンショーの参加型講演
講国際モード協会理事・ファッショ

ンコーディネーター　芹澤紀世美氏
定６０人（申し込み順）
申４月２日正午～２５日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０４０２Ｄへ。

【町田の歴史　地中の文化財を掘る
～縄文・弥生時代のくらし】
　１万年以上続いた縄文時代の後半
を中心に、弥生時代までの市内の様
子について、発掘された町田の遺跡
から考えます。
　田端ストーンサークルと国宝類似
の中空土偶（通称まっくう）との関係
や、呪術性に富んだ縄文晩期のなす
な原遺跡について、文化財の学芸員
が解説します。
日５月１０日㈮午後２時～４時
場生涯学習センター
定１０８人（申し込み順）
申１次受付＝４月１日正午～午後７時
にイベシス（＝インターネット）コー
ド１９０４０２Ｅへ／２次受付＝４月２日
正午～５月７日にイベントダイヤル

（☎７２４・５６５６）またはイベシスへ。
【人間関係学～児童虐待と叩

たた

かない
子育て】
　児童虐待防止や感情的にならない
子育てについて、長年取り組んでい
る高祖氏に語っていただきます。
日５月１５日㈬午後７時～９時
場生涯学習センター
講育児情報誌ｍｉｋｕ編集長・高祖常子
氏
定１０８人（申し込み順）
申１次受付＝４月１日正午～午後７時
にイベシス（＝インターネット）コー
ド１９０４０２Ｇへ／２次受付＝４月２日
正午～５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
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合唱を通してみなさまと元気！
笑顔！健康の輪！】
日５月１２日㈰、１８日㈯、６月１日㈯、９
日㈰、午後１時３０分～３時３０分、全４

回
講全日本合唱教育研究会顧問・千葉
佑氏
定１００人（申し込み順）
費３０００円

【②多色使いのオリジナルテキスタ
イルを作りましょう】
　織物に透かし模様をつけるオパー
ル加工でオリジナルテキスタイルを
染め上げましょう。
対１６歳以上の方
日６月１日㈯午前１０時～午後３時
講女子美術大学芸術学部非常勤講師
・眞田玲子氏
定１５人（抽選）
費５０００円（材料費含む）

◇
場生涯学習センター
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①５月９日まで②４月２１日
まで（いずれも必着）に郵送またはＦ
ＡＸ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）。
※②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
生涯学習センター

若 葉 と そ よ 風 の 
ハーモニーコンサート

【いのちのかずだけおもいがある～
だからみんなちがってもいっしょに
いきる】
　若葉とそよ風のハーモニーコンサ
ートは、障がい者青年学級に集う仲
間たちを中心に、主体的に生きられ
るよう、一人ひとりの思いを多くの
人に伝えるために始めたコンサート
です。
日５月１１日㈯午後１時３０分開演
場町田市民ホール
定６００人（申し込み順）
申１次受付＝４月１日正午～午後７時
にイベシス（＝インターネット）コー
ド１９０４０２Ｆへ／２次受付＝４月２日
正午～５月６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・鶴川地区協議会
共催～３水スマイルラウンジ

畦地梅太郎　わたしの山男
　「山の版画家」として広い世代に親
しまれる畦地梅太郎（１９０２～１９９９
年）は、１９７６年に鶴川に移り住み、
そのアトリエは現在「あとりえ・う」
として公開されています。
　国際版画美術館の学芸員が、畦地
の人物と作品について山男シリーズ
を中心にお話しします。
日４月１７日㈬、午前１０時～１１時、午
後１時～２時

場和光大学ポプリホール鶴川３階多
目的室
問生涯学習センター☎７２８・００７１
生涯学習センター

親と子のまなびのひろば
【きしゃポッポ】
　お母さん同士で育児の工夫等を共
有しましょう。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の月末まで）とその保護者、妊婦
の方
日４月２日、９日、１６日、５月７日、１４
日、２１日、６月４日、１１日、１８日、７月
２日、９日、１６日、いずれも火曜日午
後２時～４時（自由遊びを含む）
※参加は月２回までです。
内自由遊び、スキンシップ遊び、ミニ
ミニ井戸端会議等

【パパと一緒にきしゃポッポ】
　お父さんが赤ちゃんと楽しく過ご
すためのヒントが見つかるひろばで
す。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の月末まで）とその父親
日４月２８日、５月２６日、６月２３日、７
月２８日、いずれも日曜日午後２時～
４時
内自由遊び、スキンシップ遊び、手作
りおもちゃ制作等

◇
場生涯学習センター６階保育室
問同センター☎７２８・００７１

大地沢青少年センター
【①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４月２０日㈯午前１０時～午後３時
定２０人（申し込み順）
費４００円
申４月１日午前９時から電話で同セン
ターへ。

【②青空アトリエ】
　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、「青空おままごとセット」を予定
しています。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日４月２１日㈰午前１０時～午後３時

（雨天実施）
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）

◇
場同センター①野外炊事場②研修棟
問同センター☎７８２・３８００

出張認知症カフェ（Ｄカフェ）
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

　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。
市HP Ｄカフェ  検索

市内スターバックスコーヒー各店の開催日（４月・５月）
会　場 日　時

町田パリオ店（森野１－１５－１３） ４月１０日㈬、５月１３日㈪

午前１０時～正午町田金森店（金森３－１－１０） ４月１２日㈮、５月１０日㈮

町田東急ツインズ店（原町田６－４－１） ４月１５日㈪、５月２４日㈮

多摩境店（小山ヶ丘３－２－８） ４月１７日㈬、５月２０日㈪ 午前９時～１１時

ぽっぽ町田店（原町田４－１０－２０） ４月１９日㈮、５月２２日㈬

午前１０時～正午
ルミネ町田店（原町田６－１－１１） ４月２２日㈪、５月１７日㈮

鶴川店（能ヶ谷１－５－１） ４月２４日㈬、５月２７日㈪

小田急町田駅店（原町田６－１２－２０） ４月２６日㈮、５月２９日㈬

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）
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催し・講座催し・講座
生涯学習センター～乳幼児の保護者
向け講座・保育付き

子 育 て の ツ ボ
　子育てに役立つ情報を得られるマ
マ向けの講座です。
対市内在住の全回参加できる乳幼児
の保護者
日５月１５日、２２日、２９日、６月５日、
１２日、１９日、２６日、いずれも水曜日
午前１０時～正午、全７回
場生涯学習センター
内保育面接・オリエンテーション、
「頭のツボ～親子関係の基本につい
て考える」「体のツボ～子どもの心と
体を育む運動遊び」「みんなでワイワ
イグループワーク！」「とっさのツボ
～応急手当ての講義と実習」「お出か
けのツボ～町田で子育て」「まとめ～
ツボを押さえてママ元気！」
講東京大学教授・遠藤利彦氏、白百合
女子大学准教授・石沢順子氏、（特）日
本救急メッセンジャー
定保育付き＝２０人、保育無し＝５人
（過去に乳幼児・幼児講座を受講して
いない方を優先のうえ、抽選）
費保育利用者のみ３５０円
申ハガキまたは用紙（様式は不問）
に、講座名・住所・氏名（ふりがな）・電
話番号・子どもの年齢・保育希望者
（５月１日現在、８か月以上の未就学

児）は子どもの名前（ふりがな）・生年
月日を明記し、４月１７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（〒１９４－００１３、原町田
６－８－１）へ（所定の用紙〔同センタ
ーに有り〕に記入し、直接同センター
へ申し込みも可）。
問同センター☎７２８・００７１

絵本の読み聞かせ講座（基礎編）
　小学校の読み聞かせ活動をする保
護者向けに、絵本の選び方・読み聞か
せのコツ等をお教えします。
※昨年度と同じ内容です。
※講義形式ですので、お子さん連れ
での参加はご遠慮下さい。
対市内の小学校で読み聞かせをして
いる保護者（予定も含む）
日①５月２１日㈫②５月２３日㈭③５月
２８日㈫、午前１０時１０分～正午（各日
とも同一内容）
場①②中央図書館③忠生図書館
定各２５人（抽選）
申往復ハガキ（１枚につき３人まで申
し込み可）に、代表者の住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号・お子さんの通っ
ている小学校名・希望日（第１～３希
望、または「どれでも可」と記載）・代
表者以外の参加者がいる場合は氏
名、返信用にも代表者の宛先を明記
し、４月２７日まで（必着）に、中央図書
館児童担当（〒１９４－００１３、原町田
３－２－９）へ。　　
問中央図書館☎７２８・８２２０　

大日本タイポ組合展オープニングイ
ベント～ライブ&トーク
「Match DA 文ッ字」開催
　大日本タイポ組合展「文ッ字－い
つもの文字もちょッと違ッて見える
かも」のオープニングイベントとし
て企画するライブ＆トークイベント
です。
　出演は、女子高校生ラッパーで、詩
人やトラックメイカーとしても活躍
している玉名ラーメン氏と東京芸術
大学に在学しながら音楽活動をして
いるアーティスト・なみちえ氏、２人
組のグラフィックデザイナー・大日
本タイポ組合です。
日４月２０日㈯午前１０時～１１時
場町田市民文学館２階展示室
定６０人（先着順）
問同館☎７３９・３４２０
わたなべゆういち「ねこざかな」シリ
ーズ

絵 本 原 画 ミ ニ 展 示
　町田市民文学館では、市内在住の
絵本作家・わたなべゆういちさんか
ら寄贈いただいた約２４０タイトルの
絵本原画を整理・保存しています。
　今回は、その中から代表作「ねこざ
かな」シリーズの絵本原画を展示し
ます。展示に合わせて、普段は同館や
市立図書館の本棚には置いていな
い、複雑な仕掛けのある絵本も手に
とって読めるコーナーを設けます。

この機会に楽しいおはなしと原画の
魅力を味わってみませんか。
日４月２１日㈰まで、午前９時～午後
１０時
休館日月曜日、４月１１日㈭
場町田市民文学館１階文学サロン
問同館☎７３９・３４２０

©わたなべゆういち

文学館でたのしむ
おとなのためのおはなし会
　「耳から聴く文学」を楽しみません
か。
※保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日４月１８日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分
場町田市民文学館２階大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「新村　
徹」／おはなし＝「みつけどり」（グリ
ム童話）、「聴耳頭巾」（日本の昔話）、
「心臓がからだの中にない巨人」（ノ
ルウェーの昔話）
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、４月２日午前９時
から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【ニュースポーツ体験教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日５月１０日～７月５日の金曜日

（６月７日、２１日を除く）、午前１０時～
１１時３０分、全７回講同館スタッフ定
２０人（抽選）費２３００円申往復ハガキ
に必要事項を明記し、４月８日まで

（消印有効）に同館へ
●小野路公園☎７３７・３４２０
【健康体操教室～運動しなくなった
のはいつからですか】
対市内在住、在勤、在学の５０歳以上
の方日毎週月・金曜日、午前１０時３０
分から、午前１１時から、午後３時か
ら、午後３時３０分から内膝や腰が痛

電話で同公園へ
●ふるさと農具館☎７３６・８３８０
【七国山そば・そば粉の販売】
　七国山のそば畑で収穫された玄そ
ばを使用した乾麺・そば粉を販売し
ます。今回から乾麺を一新しました
日４月２日㈫午前９時３０分から（売り
切れ次第終了）費乾麺（１袋２００ｇ入
り）３００円、そば粉（１袋２５０ｇ入り）
５００円
【なたね油しぼり　実演と販売】
　野津田町の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４月１３日、５月１８日、６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

い方向けの軽い筋肉トレーニングや
ストレッチ講同公園スタッフ定各
１２人（申し込み順）費１００円申参加
希望日の午前８時３０分から電話で同
公園へ
●野津田公園☎７３６・３１３１
【アクティブヨガ教室～月
替わりのテーマで体づくり】
対市内在住、在勤、在学の２０歳以上
の方日４月９日～６月２５日の火曜日

（４月３０日、５月７日、６月４日を除
く）、午前１０時１５分～１１時４５分、全
９回講アシュタンガヨガインストラ
クター・内田広美氏定１２人（申し込
み順）費月２０００円（保険料込み）、ヨ
ガマット貸し出し＝１００円（初回無
料）、持参も可申４月１日午前９時から

れ次第終了）、実演時間＝午前１１時
～午後２時
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
【「写真展　わたしの平成」写真募集】
　「平成」に撮影した写真を、記憶・記
録とともに募集します／写真展は４
月２４日～５月６日に開催募集内容平
成（１９８９～２０１９年）のうち、身の回
りで起きた出来事（家族・親族の成長
や別れ、犬・猫との生活、地域社会の
変わったことや変わらないこと、観
光で出かけた遠くの場所等）定５０人

（先着順）費５００円写真サイズＬサイ
ズ～Ａ４申応募票に記入し、作品が折
り曲がらないよう封筒などに入れ
て、４月７日午前１０時から直接同サ
ロン１階受付へ（１人２点まで）

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。

暮らしに関する相談 市HP 暮らしに関する相談 検索

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

名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談 月～金曜日 相談時間はお問い合わせ下さい 市内在住の方
前週の金曜日から電話で予約
※４月１２日は予約受付を行いませ
ん。次回分は４月１９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 １０日㈬

午後１時３０分～４時

相談日の１週間前から電話で予約
③人権身の上相談(人権侵害などの問題） ５日、１２日㈮

市内在住の方

電話予約制（随時）
④国税相談 ２日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）
⑤不動産相談 ９日㈫
⑥登記相談 ４日㈭
⑦行政手続相談 １１日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 ３日㈬
⑨少年相談 ９日㈫ 午前９時～午後４時 事前に電話で八王子少年センター（☎０４２・６７９・１０８２）へ
⑩国の行政相談 ２日㈫

午後１時３０分～４時 直接市民相談室（市庁舎１階）へ
⑪建築・耐震相談 ３日㈬
⑫電話による女性悩みごと相談（家庭、人間
関係、女性への暴力、ＬGBT等） 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〕）
市内在住、在
勤、在学の方

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
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親 子 で 里 山 散 策 と 
タ ケ ノ コ 掘 り 体 験
　緑豊かな北部丘陵の里山と谷戸を
散策し、小野路町奈良ばい谷戸でタ
ケノコ掘り体験を楽しみませんか。
※タケノコのお土産付きです。
対５歳～中学生とその保護者
日４月２０日㈯午前１０時～正午（小雨
実施、中止の場合は４月２７日に延期）
定１５家族（抽選）
費１組１０００円（材料費、保険料等）
申４月２日正午～４日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード１９０４０２Ｃへ。
問（特）まちだ結の里事務局☎０８０・
７４６５・７６５１、町田市農業振興課☎
７２４・２１６４

町田産新鮮野菜の販売
　市内の認定農業者が作った町田産
新鮮野菜の販売です。いずれも売り

切れ次第終了です。
【日曜朝市】
日４月７日㈰午前７時～８時
場教育センター駐車場

【市役所まち☆ベジ市】
日４月１５日㈪午前１１時
～午後１時
場市庁舎前

◇
問農業振興課☎７２４・２１６６
忠生公園

定 例 自 然 観 察 会
【春に息づく花と昆虫】
　春のいきものを観察します。
日４月７日㈰午前９時３０分～１１時３０
分（雨天中止）
場同公園
※集合は同公園自然観察センター
（忠生がにやら自然館）です。
問同公園☎７９２・１３２６

情報コーナー
●八王子都税事務所～便利な電子申
告・電子納税等をご利用下さい
　東京都では、法人事業税・地方法人
特別税・法人都民税について、ｅＬＴＡ
Ｘ（地方税ポータルシステム）を利用
した電子申告・電子納税等の受け付
けを行っています問電子申告、電子
申請・届出について＝同事務所事業
税課法人事業税班☎０４２・６４４・
１１１５、電子納税について＝同事務
所徴収課徴収管理班☎０４２・６４４・
１１２２
●東京労働局からのお知らせ

【女性の活躍推進の取り組み】
　女性が働きやすい、魅力ある職場
づくりは「働き方改革」の近道です。
市内事業者におかれても、自社の女
性の活躍状況の把握・課題分析やそ
れに基づく行動計画の策定、社内へ
の通知・公表により、女性の活躍推進
に積極的に取り組みませんか。詳細
は同局ホームページ「女性活躍推進
法特設ページ」を参照対市内事業者
問同局雇用環境・均等部指導課☎０３
・３５１２・１６１１

【家族の介護を行う労働者の離職を
防ぐために】
　労働者が家族の介護で突然離職し
てしまわないよう、社内で利用でき
る制度（介護休業・介護休暇・介護勤
務時間等の短縮の措置・所定労働時
間の制限〔介護勤務時間等の短縮の
措置との併用も可〕）の内容や必要な
手続き、給付制度等について、あらか
じめ労働者へ周知しましょう／詳細
は同局ホームページを参照／会社の
制度が育児・介護休業法の内容を上
回る場合もありますので、就業規則
等も併せてご確認下さい問同局雇用
環境・均等部指導課☎０３・３５１２・
１６１１

【家内労働の「委託状況届」は５月７日
までに提出して下さい】
　家内労働者へ仕事（内職）を委託し
ている事業主は、家内労働法による
「委託者」になりますので、「委託状況
届」の提出が必要です。これは、毎年
４月１日現在の家内労働者数等につ
いて、所管労働基準監督署を通じて
東京労働局に届け出るものです。詳
細は同局ホームページを参照対家内
労働者へ仕事を委託している事業主

申用紙（労働基準監督署で配布、同局
ホームページでダウンロードも可）
に必要事項を記入し、５月７日までに
同局へ提出問同局労働基準部賃金課
☎０３・３５１２・１６１４、八王子労働基
準監督署町田支署☎７１８・８３４２
●人事院関東事務局～国家公務員募
集
受付期間①一般職試験（大卒程度試
験）＝４月５日～１７日②一般職試験
（高卒者試験、社会人試験〔係員級〕）
＝６月１７日～２６日第１次試験日①６
月１６日②９月１日申国家公務員試験
採用情報ＮＡＶＩホームページで申し
込み問人事院関東事務局☎０４８・
７４０・２００６～２００８
●町田市観光コンベンション協会～
春爛

らん

漫
まん

「かたかごの森」と桜を訪ねる
ガイドウォークツアー
日４月６日午前９時～午後３時ごろ、
集合は小田急町田駅ビル東口広場
（カリヨン広場）／小雨実施コース町
田駅～忠生公園がにやら自然館～梁
田寺～長慶寺～日大さくら通り～町
田さくらまつり尾根緑道会場～矢箭
八幡宮～桜美林大学前バス停解散
（約８㎞）費１２００円（保険料、ガイド
料、資料代等）／別途路線バス代が必
要申参加者住所・氏名（ふりがな）・電
話番号・生年月日・性別を明記し、４
月４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）
●町田商工会議所～新入社員・若手
社員の仕事意識とビジネスマナー実
践講座
対市内中小企業の新入社員・若手社
員日４月１１日午前９時３０分～午後５
時３０分場同会議所費１万円（非会員
企業１人につき１万５０００円）申電話
で同会議所（☎７２４・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４月２日～４日、午前９時～正午、４
月９日～１１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

●子どもセンターつるっこ☎７０８・
０２３６
【１４周年記念イベント～あにばーさ
りぃ１４】
日４月１４日㈰午前１０時～午後３時
（雨天実施）内ゲーム、工作、ステージ
発表、模擬店（午前１１時から、有料）
等／駐車場は利用できません
●町田市民文学館☎７３９・３４２０
【春の子ども俳句教室】

子どものイベントカレンダー
　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。

対小学生日４月２０日、５月１８日、６月
１５日、いずれも土曜日午前９時～正
午、全３回（雨天実施）場同館、沢谷戸
自然公園、小山田緑地、薬師池公園内
同館からバスで各施設へ移動し、散
策しながら俳句を創作講俳人・市村
栄理氏、庄原明美氏定１２人（申し込
み順）申４月２日午前９時から電話で
同館へ

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 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
（下地図参照）日曜日

祝休日 午前９時～午後４時３０分（電話受付は午前８時４５分から）

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、祝休日の午前９時～午後５時（予約制、受け付けは
午後４時３０分まで） 健康福祉会館内

☎7２５・２２２５
（下地図参照）障がい者

歯科診療
水・木曜日（祝休日を除く）の午前９時～午後５時（予約制、
受け付けは午後４時３０分まで）

※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急病のときは

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

１日㈪

午後7時～翌朝８時
内科系

多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎7９7・１５１１

２日㈫ 町田慶泉病院（南町田２-１-４7） ☎7９５・１６６８

３日㈬ 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎7８９・０５０２

４日㈭ ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘１-３-８） ☎7９８・１１２１

５日㈮ 町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎7２２・２２３０

６日㈯ 午後１時～翌朝８時 あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎7２８・１１１１

7日㈰

午前９時～午後５時

内科
町田東口クリニック（森野１-３５-８） ☎7２１・８８５５

榛名坂たなか内科クリニック（金井３-１7-１３）☎7３7・３８６０

内科
小児科 泰生医院（小山町２４7０-５） ☎7９7・7４２３

耳鼻科 あいの耳鼻咽喉科医院（木曽町４９９-１５） ☎7２５・１１０８

午前９時～翌朝９時

内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎7８９・０５０２

外科系
おか脳神経外科（根岸町１００９-４） ☎7９８・7３３7

南町田病院（鶴間４-４-１） ☎7９９・６１６１

８日㈪

午後7時～翌朝８時
内科系

多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎7９7・１５１１

９日㈫ 町田慶泉病院（南町田２-１-４7） ☎7９５・１６６８

１０日㈬ 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎7９９・６１６１

１１日㈭ 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎7８９・０５０２

１２日㈮ あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎7２８・１１１１

１３日㈯ 午後１時～翌朝８時 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎7８９・０５０２

１４日㈰

午前９時～午後５時 内科

甲斐内科クリニック（成瀬が丘２-２４-２）☎7９６・８7１１

川口内科クリニック（中町１-３０-２４）☎7２５・６２０６

横沢クリニック（大蔵町５００２-２） ☎7０８・８５５０

午前９時～翌朝９時

内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎7９９・６１６１

外科系
あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎7２８・１１１１

町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎7２２・２２３０

または☎042・521・2323

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

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

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～11時

土・日曜日・祝休日・年末年始　午前９時～午後11時
☎ ＃ ８ ０ ０ ０

または☎03・５28５・8898
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　春は、花を愛
め

でたり、新しいことをはじめ
たり、まちを歩いたりするのに良い季節で
す。そこで、４月から大型連休にかけて、市
内でおすすめのお出かけ先を紹介します。

　四季折々の顔で私たちを迎えてくれる町田薬師池公園四季彩の杜。
春はぼたん・しゃくやく・えびね等の花が見ごろです。開花状況やイベ
ント案内等は町田市ホームページでお知らせしています。
※ぼたん・しゃくやくまつりの期間中、薬師池公園の駐車場は有料で
す。駐車場は混雑が予想されますので、公共交通機関をご利用下さい。
※ぼたん園・えびね苑はペットを連れての入園はできません。

　国際版画美術館では、展覧会の他に、コンサート
や公開制作など年間を通してさまざまなイベント
を開催しています。

　市では、㈱久美堂と締結した「２０１８年度町田市ふるさと納
税『まちだ未来づくり寄附』の推進に関する協定書」に基づき、
市内商業の活性化を目的として、「ランチ
パスポート町田ｖｏｌ．５」を作成しました。
　有効期間中に掲載された市内の飲食店
でランチをする際、お得な価格（原則、通
常７００円以上のランチを５４０円〔税込
み〕）でお楽しみいただけます。
有効期間６月３０日㈰まで
販売場所久美堂各店、市内の一部書店、コ
ンビニエンスストア　他
価格１冊９８０円（税込み）

新緑の回廊を散策
町田薬師池公園四季彩の杜

伝統木版画を体験

２０１９春の巻　其ノ一
復刻浮世絵版木・摺り体験

問国際版画美術館☎７２６・２８８９
今
回
の
作
品（
紙
サ
イ
ズ
＝
約
３２

㎝
×
２３
㎝
）

おなかがすいたら……
ランチがお得に!
ランチパスポート町田ｖｏｌ．５

問産業政策課☎７２４・３２９６

ぼたん園有料開園
ぼたん・しゃくやくまつり

問ぼたん園☎７３６・４４７７
（有料開園期間中のみ）、町田
市公園緑地課☎７２４・４３９９

　ぼたんの育て方教室や園内ガイドも実
施します。
有料開園期間４月１６日㈫～５月６日（振
休）、午前８時３０分～午後４時
入園料一般５００円、中学・高校生２００円、
小学生以下無料
○無料送迎バスを運行します
　薬師池公園とぼたん園間の無料送迎バスを運行します。
運行期間４月２７日㈯～５月６日（振休）、始発＝薬師池公園発午前１０時
ごろから、最終＝ぼたん園発午後２時３０分ごろ

関連イベント  
【町田市フォトサロン～作品募集】� 問同サロン☎７３６・８２８１
　お出かけして撮影した写真を出展してみませんか。
①春の薬師池公園作品展
　今春の薬師池公園を撮影した作品を募集します（作
品は５月８日～１９日に同サロンで展示）。
②ぼたん・しゃくやく写真展
　ぼたん園で撮影したぼたん・しゃくやくの写真を募
集します（作品は６月２６日～７月７日に同サロンで展示）。

◇
定各３０人（先着順）
費各５００円（Ａ４サイズ、１人２点まで）
申写真裏面に応募用紙（同サロンに有り、同サロンホームページでダウ
ンロードも可）を貼付し、①４月１４日②５月１２日、いずれも午前１０時か
ら直接同サロンへ。

交通案内
目的地 バス乗り場

ぼたん園・町田
市フォトサロン

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「薬師ヶ丘」下車、徒歩７分

えびね苑
町田バスセンター１１番乗り場から、藤の台団地行きバスで「藤の
台団地」下車、徒歩５分。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」下車、徒歩３分

　江戸時代から続く伝統的な制作方法による版木
で墨一色の浮世絵の摺

す

りを体験します（１人１点）。
対小学５年生以上の方
※参加者以外は入室できません。
日５月４日㈷、午前１１時～１１時５０分、午後１時３０分～
２時２０分、午後３時～３時５０分（各回とも同一内容）
場同館

定各２０人（申し込み順）
費２００円
申４月１０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１９０４１０Ａへ（２人まで申
し込み可）。

　ジエビネ、キエビネ、タカネエビネ
など約３万株のエビネが群生してい
るほか、クマガイソウやクリンソウ
などの野草も観賞できます。また、高
松宮両殿下が御愛好されていたキエ
ビネも公開しています。
※歩きやすい靴でおいで下さい。
開園期間４月２０日㈯～５月６日（振休）、午前８時３０分～午後４時（入園は
午後３時３０分まで）
※荒天等により一時閉園する場合があります。
入園料一般３００円、中学・高校生１００円、小学生以下無料

えびね苑開園 問えびね苑☎７２４・１６６８（開園期間中
のみ）、町田市公園緑地課☎７２４・４３９９

国際版画美術館

薬師ヶ丘バス停にバスベイを設けました
問公園緑地課☎７２４・４３９８、交通事業推進課☎７２４・４２６１

　市では、町田駅から薬師池公園四季彩
の杜へのアクセス向上を目的として、鎌
倉街道の薬師ヶ丘バス停（多摩市方面へ
向かう車線側）に連節バスが停車できる
バスベイを整備しました。
　「ぼたん・しゃくやくまつり」期間中は、
町田バスセンター４番乗り場から「山崎
団地センター経由薬師ヶ丘行き」の連節
バス（平日４便／土・日曜日、祝休日２便）を運行する予定です。
　また、薬師池公園北駐車場の改修工事を行い、駐車場内に周回路を設
けるとともに、駐車区画を増やしました。


