
子

池や広場、遊具もあるよ！

　大型連休も半ばにさしかかりました。遠くまで出かけ
なくても、市内にもおすすめしたい場所がたくさんあり
ます。大型連休後半は、町田で遊びませんか。
問市役所代表☎722・3111

１面掲載の施設は連休中、開園・開館しています。
開園・開館について

市立博物館

遊 リス園
　約200匹のタイワンリスが
放し飼いになっています。
開園時間午前１0時～午後5時

☎734・１00１

☎73６・4477（＝有料開園時のみ）

直接ヒマワリの
種をあげられるよ

　薬師池やぼたん園
など、花と緑に癒や
されるエリアです。

町田観光ガイドマップ 　市内の名所やイベント情報が掲載された、便利
なガイドマップです。「まちの案内所　町田ツーリ
ストギャラリー」等で配布しています。
問町田市観光コンベンション協会☎724・１９5１

観 歩 ぼたん園

　ぼたんやしゃくやくが見ごろです。園内の散策もおすすめです。
有料開園期間5月６日（振休）まで　午前８時30分～午後4時

※交通・料金等の詳細は、町田市ホームページをご覧下さい。

　公園内には屋外彫
刻や広場、国際版画
美術館があります。
駅近のおすすめスポ
ットです。

問�町田市観光コンベンション協会☎724・4８１６

遊

遊

開場時間午前９時～午後６時

　木製遊具や１㎞に及ぶ園路散策
を楽しめます。
開園時間午前６時～午後９時
交通ＪＲ横浜線相原駅から法政大
学行き・東京家政学院行き、または
大戸行きバスで「相原小学校前」下
車、徒歩１0分

問同公園管理事務所
　☎772・１44９

相原中央公園遊

　同館最後の展覧会です。
会期中は、抹茶をたてて味
わったり、着付けの体験が
できたり、子ども向けのイ
ベントがいろいろありま
す。詳細は、町田市ホームペ
ージをご覧下さい。

☎72６・１53１

　デザインされた文字の美しさや面白さ
を堪能できる、文字と文学の間をデザイ
ンする展覧会です（関連記事5面参照）。
会期６月30日㈰まで
開館時間午前１0時～午後5時

『大日本タイポ組合展�文ッ字』

観
町田市民文学館

☎73９・3420

　ゲーム・工作コーナー、ステージ
発表、模擬店（有料）などが楽しめ
ます。
日5月5日㈷午前１0時～午後3時
※午後3時で閉館します。

町田市観光ガイドホームページで
ダウンロードもできます。

　ばあんをはじめ、子どもセンターは連休中も
開館しています。
問ただON☎7９4・６722、つるっこ☎70８・023６、
ぱお☎775・525８、まあち☎7９4・73６0

問ばあん☎7８８・4１８１

子どもセンター

子どもセンターのご案内

子どもセンターばあん
「２０歳のたんじょう祭」

ぼたん・しゃくやくまつり

発見がいっぱい！

自然がいっぱい

芝生が気持ちいい

子どもが遊べる！

ご利用下さい！

観
歩

　昔ながらの里山風景が楽しめま
す。休憩は歴史や文化とふれあえる
小野路宿里山交流館で、地粉の「小野
路うどん」はいかがですか。
交通小田急線鶴川駅5番乗り場から
小野路経由多摩センター駅行き、ま
たは町田バスセンター行きバスで
「小野神社前」下車、徒歩2分
問小野路宿里山交流館☎８６0・4８35

町田薬師池公園四季彩の杜
リスとお花と

芹ヶ谷公園

町田シバヒロ

里山を歩く！

小野路の里山

観

観

子子

子

子

子
入場無料！
町田市立博物館最終（ファイナル）展
―工芸美術の名品

白地青被葡萄
栗鼠文瓶

市HP 町田市立博物館最終展 検索
会期６月１６日㈰まで
開館時間午前９時～午後4時30分

子

つるっこ

まあち

ばあん

相原駅

玉川学園前駅

鶴川駅

多摩境駅

南町田駅

町田駅
芹ヶ谷公園

市立博物館

町田市民文学館
観

子
子

子
子

子

子
子 子

観子

観子

子

遊

ただON

ぱお

歩

遊

観

歩
観小野路宿里山交流館

ぼたん園

リス園

遊
相原中央公園

町田
シバヒロ

町田薬師池公園
四季彩の杜

まち だ連休は を

極めようぶ場所遊 る場所観

く場所歩 お子さん連れに
オススメ！

５月１日〜６日

市HP おすすめスポット
検索

子
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市税の納税通知書の発送と減免等のお知らせ
　２０１９年度の納税通知書・税額通知書を下表のとおり発送します。納期限までに納付をお願いします。
※納税通知書到着後から１週間程度は、窓口が大変混み合いますのでご注意下さい。

【市税のお支払いに安心・便利な口座振替をご利用
下さい】
　市・都民税と固定資産税・都市計画税の納税通知
書には、口座振替の申込書を同封します。現在、
２０１９年度２期からの申し込みを受け付けていま
す。その他の税目については、納税課へお問い合わ
せ下さい。
【市税のお支払いが困難な方は納税相談を】
　災害や病気等やむを得ない理由で納期限までに
市税の支払いが困難な方には、その事情に応じた
納税相談を実施しています。お早めに納税課へご
相談下さい。

◇
問個人の市・都民税について＝市民税課☎７２４・
２１１４、２１１５、法人市民税について＝市民税課☎
７２４・３２７９、軽自動車税について＝市民税課☎
７２４・２１１３、固定資産税・都市計画税について＝
資産税課☎７２４・２１１６（土地）、２１１８（家屋）、
２１１９（償却資産）、口座振替について＝納税課☎
７２４・２１２１、納税相談について＝納税課☎７２４・
２１２２

　弾道ミサイル情報や緊急地震速
報等が発信されたときに、町田市
防災行政無線屋外スピーカーで市
内全域に放送する訓練です。
※町田市メール配信サービスに登
録している方には、事前及び当日

にメールを配信します。
日５月１５日㈬午前１１時ごろ
内「これはJアラートのテストです」
という音声を３回繰り返し放送
市HP Jアラート  検索

Ｊアラート（全国瞬時警報システム）の試験放送
全国一斉情報伝達訓練� 問防災課☎724・3218

事業承継をサポートします！
町田市事業承継推進ネットワーク

問産業政策課☎724・32９６

町田市総合水防訓練を実施します
問防災課☎724・21０7

会社やお店の広告を載せてみませんか

「資源とごみの収集カレンダー」広告募集
問3Ｒ推進課☎7９7・2723

福祉に関する身近な相談相手

５月１２日は民生委員・児童委員の日
問福祉総務課☎724・2５37

　市では、２０１９年度から２０２８年
度までの１０年間を期間とする「町
田市産業振興計画１９－２８」のも
と、事業を継続し、次世代へつなご
うとしている事業者の皆さんを支
援します。
　その具体的な取り組みとして、
事業承継支援の専門機関や金融機

関等と「町田市事業承継推進ネッ
トワーク」を構築します。事業承継
に関する資金調達の支援や情報発
信、個別のニーズに応じた相談対
応等、事業承継の各ステージに応
じた支援を提供しますので、ぜひ
ご活用下さい。

　「資源とごみの収集カレンダー」
は、毎年９月ごろに市内全戸に約
１９万６千部を配布しているほか、
市内転入者や転居者、希望者へも
配布しています。
　会社やお店の宣伝にご利用下さ
い。
※掲載できる広告に制限等があり
ます。

対市内または近隣市に事業所を有
する事業主
費１枠５万円（縦３㎝×横１１㎝）
募集枠数２３枠（３枠まで申し込み
可）
※市内の事業者を優先のうえ、抽
選です。
募集期間６月５日まで
※詳細はお問い合わせ下さい。

　高齢の方、障がいのある方の相
談や見守り、子育ちや子育ての相
談など、民生委員・児童委員にお気
軽にお声掛け下さい。
　一緒に考え、より良い支援につ
ながるよう、お手伝いさせていた
だきます。
【多目的スペース（市庁舎１階）で
イベントを開催します】

○民生委員・児童委員ＰＲ展
日５月１３日㈪～１７日㈮、午前８時
３０分～午後５時（最終日は午後４
時３０分まで）
○民生委員・児童委員による相談
会
日５月１６日㈭、１７日㈮、午前１０時
～午後３時

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

町田市教育委員会定
例会

５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

町田市立図書館協議
会

５月１３日㈪午後
３時～５時

中央図書館６階
中集会室

３人
（申し込み順）

事前に電話で中央図
書館（☎７２８・８２２０）へ

町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

５月２０日㈪午前
１０時～正午

市庁舎２階会議
室２－２

３人
（申し込み順）

事前に電話で市政情
報課（☎７２４・８４０７）へ

町田市都市計画審議
会

５月２０日㈪午後
３時から

市庁舎３階第１
委員会室（予定）

１０人
（申し込み順）

事前に電話で都市政
策課（☎７２４・４２４７）へ

町田市地域包括支援
センター運営協議会

５月２３日㈭午後
４時３０分～６時

市庁舎２階会議
室２－１

５人
（申し込み順）

事前に電話で高齢者福
祉課（☎７２４・２１４０）へ

ネットワーク参加機関・支援内容
参加機関 支援内容

町田市 セミナーの開催、法人及び代表者個人を対象とした市
融資制度「事業承継資金」による資金調達の支援

町田商工会議所 巡回・窓口相談による個別相談
多摩ビジネスサポートセンター（町
田商工会議所内）

セミナーの開催、親族間承継・従業員への承継を中
心とした個別相談対応

金融機関〔（株）きらぼし銀行、城南
信用金庫、西武信用金庫、多摩信用
金庫、（株）日本政策金融公庫、（株）
山梨中央銀行、（株）横浜銀行〕

セミナーの開催、資金調達の支援、個別相談対応

東京都多摩地域事業引継ぎ支援セ
ンター Ｍ＆Ａマッチングを中心とした個別相談対応

東京都よろず支援拠点 個別相談対応
町田新産業創造センター 創業希望者・起業家の紹介を中心とした個別相談対応

　町田市・町田消防署・町田市消防
団などの各機関から約２５０人が参
加して町田市総合水防訓練を実施
します。
　この訓練は、台風や集中豪雨が
予想される雨期の前に、大雨によ
る浸水等の被害を想定し、水害へ
の備えを強化するため実施するも
のです。
　都市型水害に対応するさまざま
な水防工法等、本番さながらの訓
練を実施します。
日５月１２日㈰午前９時３０分～１１
時３０分

場鶴見川クリーンセンター（三輪
緑山１－１）
交通小田急線鶴川駅北口から緑山
循環行きバスで「けやき通り」下
車、徒歩５分、または鶴川女子短大
行きバスで「鶴川女子短大」下車、
徒歩３分
【町田市メール配信サービス】
　大雨・台風・集中豪雨などの際
は、気象警報や避難に関する情報
等を配信します。町田市ホームペ
ージまたは右記ＱＲコ
ー ド か ら ご 登 録 下 さ
い。

個人の市･都民税 法人市民税 軽自動車税 固定資産税・都市計画税

発送日

６月３日
・６５歳以上の公的年金所
得のある方＝６月１２日
・給与差し引きの方＝５月
１８日に税額通知書を勤務
先へ

－ ５月１３日 ４月２５日（※１）

納期限 第１期納期限＝７月１日 － ５月３１日 第１期納期限＝５月３１日

減免制度
（※４）

①生活保護法の規定による
保護を受けている方
②災害で住宅や家財に損害
を受けた方
等

収益事業を行って
いない公益社団法
人及び公益財団法
人等（※２）

身体や精神に障が
いのある方が使用
す る 軽 自 動 車 等
で、障がいの程度
が一定の要件に該
当する場合（※３）

①集会所や福祉施設、また一般に
開放された遊び場や公園等、公益
のために専用する固定資産（有料
で利用するものは除く）
②災害等により価値を著しく減
じられた固定資産
③生活保護法により生活扶助を
受けている方などの固定資産

※１　５月１２日までに届かない場合は、資産税課管理係（☎７２４・２５３０）へご連絡下さい。
※２　該当すると思われる法人には、個別にご案内します。
※３　 減免可能な台数は、普通自動車、軽自動車、二輪車及び原動機付自転車等を含めて、いずれか１台限りです。  

福祉事業に専用する車両等についても、減免となる場合があります。手続きに関する詳細は、町田市ホームページ
をご覧下さい。

※４　各税目の納期限までに申請が必要です。申請を希望する方は納付前にご相談下さい。

　現在、市内で「未納料金があるた
め、裁判になる」などと記載された
ハガキが届く詐欺が多発していま
す。
　ハガキに記載された連絡先に
は、絶対に電話をかけないで下さ
い。

詐欺のハガキに
� 気を付けて！
ハガキで裁判には
�なりません！詐欺です！
問市民生活安全課☎724・4００3
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要件等の詳細は町田市ホームページをご覧下さい。　問住宅課☎724・4269市外の子育て世帯を対象に市民住宅の入居者を募集します

募　集募　集
町田市男女平等参画協議会

市 民 委 員
　同協議会は、「男女平等参画社会」
をめざす男女平等推進計画の推進状
況の把握、点検、評価などを行うこと
を目的としています。
　この「町田市男女平等参画協議会」
の市民委員を募集します。
対市内在住で、男女平等参画社会の
実現に向けて意欲的な方＝３人
任期８月～２０２１年３月
報酬１回の会議出席につき１万円
選考作文
申募集要項を送付しますので、電話
で男女平等推進センターへ（町田市
ホームページでダウンロードも可）。
※応募用紙と作文の提出期限は５月
１７日まで（必着）です。
問同センター☎７２３・２９０８
生涯学習センター

障 が い 者 青 年 学 級 
ボランティアスタッフ

　学級生たちと一緒に創作活動をし
たり、食事や外出のサポートをして
いただく、有償のボランティアを募
集します。経験は不問です。
※興味のある方は見学においで下さ
い。職員・スタッフが活動内容等を説
明します。
日毎月２回、土曜日または日曜日の
午前１０時～午後４時
※毎週木曜日の夜間に、スタッフ会
議があります。
場生涯学習センター、ひかり療育園
内知的障がいのある方の音楽・スポ
ーツ・演劇・図画工作といった活動を
支援し、共に学ぶ
問同センター☎７２８・００７１

お知らせお知らせ
５月１１日～２０日

春の全国交通安全運動が
始 ま り ま す

　全国的に高齢運転者の自動車事故
が増えています。ご家族等で改めて
交通安全について考えましょう。

【運動の重点】
１　子どもと高齢者の安全な通行の
確保と高齢運転者の交通事故防止
２　自転車の安全利用の推進
３　全ての座席のシートベルトとチ
ャイルドシートの正しい着用の徹底
４　飲酒運転の根絶
５　二輪車の交通事故防止
○その他の注意事項～違法駐車やス
ピード違反はやめましょう
　警視庁・各警察署のホームページ
で、放置車両の取締り活動ガイドラ
イン等を公開しています。
問市民生活安全課☎７２４・４００３、町
田警察署☎７２２・０１１０、南大沢警察
署☎０４２・６５３・０１１０

５ 月は赤十字運動月間
　日本赤十字社は、皆さんの善意に
よって支えられた活動資金により、
国内外の被災者への救援活動や献血
の推進など、生命と健康を守るため
の活動を行っています。
　赤十字運動月間にあたり、町内会
・自治会の方が、赤十字の協賛委員
として皆さんのご自宅に活動資金の
お願いに伺います。ご理解ご協力を
お願いします。
問福祉総務課☎７２４・２５３７

盲導犬の利用者を募集します
　視覚に障がいのある方を、安全・快
適に誘導する盲導犬の利用を希望す
る方は、５月３１日までにお住まいの

地域の障がい者支援センターへお申
し込み下さい。
対都内在住の１８歳以上で次のすべ
ての要件を満たす方　①視覚障害１
級である②都内におおむね１年以上
居住している③世帯の所得税課税額
が月平均で７万７０００円未満である
④盲導犬の飼育を、家屋の所有者・管
理者から認められている（自宅以外
に居住している方）⑤決められた訓
練を受け、盲導犬を適切に管理でき
ると認められる⑥盲導犬の利用が、
社会活動への参加に効果があると認
められる
※審査のうえ、利用可能となります。
※盲導犬・介助犬・聴導犬の申請受付
は年間を通して行っています。審査
会の日程は、盲導犬が年２回、介助犬
・聴導犬が年１回と定められていま
す。詳細はお問い合わせ下さい。
問各地域の障がい者支援センター

（堺☎７９４・８７９０返７９８・２２９０、忠生
☎７９４・４８５１返７９４・４８５２、鶴川☎
７０８・８８２１返７０８・８９７７、町田☎
７０９・１３０１返７０９・１３０２、南☎７０６
・９６２４返７０６・９６３２）、障がい福祉
課☎７２４・３０８９返０５０・３１０１・１６５３

街 頭 労 働 相 談 会
　解雇、雇い止め、賃金不払い、労働
条件の変更等の労働問題や、再就職
・スキルアップのための職業訓練な
どについて専門機関の担当者が相談
に応じます。
日５月１６日㈭午前１１時～午後２時
３０分（荒天中止）
場小田急町田駅東口広場（カリヨン
広場）
相談担当機関東京都労働相談情報セ
ンター八王子事務所、八王子労働基
準監督署町田支署、町田公共職業安

定所、八王子年金事務所、東京しごと
センター多摩、東京都多摩職業能力
開発センター八王子校
問東京都労働相談情報センター八王
子事務所☎０４２・６４５・６１１０、町田
市産業政策課☎７２４・２１２９
大地沢青少年センター～１１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５月４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。
※１１月５日、６日、１２日、１９日、２５
日、２６日は利用できません。
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
１１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５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）。
※１１月１２日、１３日は利用できません。

「テロ等違法行為の未然防止に関する協定」を締結
問保健総務課☎７２２・６７２８

　ラグビーワールドカップ２０１９ TM　
及び東京２０２０オリンピック・パ
ラリンピック競技大会の開催を見
据え、市では、薬局等で市販されて
いる化学薬品を原材料とした爆発
物による違法行為を未然に防止す
る取り組みの一環として、４月１７
日に（一社）町田市薬剤師会、町田
・南大沢警察署と協定を締結しま
した。
　今後、４者でテロ等違法行為を

未然に防止するため協力体制を充
実し、市民の安心・安全を支えてい
きます。

南多摩斎場　施設保守点検に伴う臨時休業
問同斎場☎７９７・７６４１

　火葬炉の保守点検を行うため、下表のとおり臨時休業します。ご理解ご
協力をお願いします。
保守点検に伴う業務予定� （○＝平常どおり、×＝休業）

火葬業務
式場利用 受　付 霊安室

（※1）告別式 通　夜 電話申込
（※1）

使用料
（※2）

5月14日㈫ ○ ○ × ○ ○ ○
5月15日㈬
友引日 × × × ○ × ○

5月16日㈭
臨時休業日 × × ○ ○ × ○

※1　電話申込・霊安室の業務時間は午前8時30分～午後10時です。
※2　使用料の受付時間は午前8時30分～午後5時です。

　１月～３月に頂いた苦情の件数は右
下表のとおりです。
　市では、騒音解消に向けて国・米軍
に対し要請活動を行っており、今後
も、粘り強く要請を行ってまいりま
す。皆さんから頂いた苦情は、国や米
軍へ伝えるほか、要請の際の資料とし
て活用しています。苦情は企画政策課

・環境保全課で電話受付しているほ
か、Eメール（遍mcity４７０@city.mac
hida.tokyo.jp）でも受け付けていま
す。なお、具体的な被害状況を把握す
るため、苦情をお受け
する際に、お住まいの
町名、騒音の発生時間
をお聞きしています。

月 件　数
1月 16件
2月 13件
3月 17件

測定場所 測定月
騒音発生回数（回） 月間最高

音（ｄB）70～79
ｄB

80～89
ｄB

90～99
ｄB

100ｄB
以上 合　計

本町田東小学校
1月 63 7 0 0 70 88.3 
2月 91 10 1 0 102 90.1 
3月 130 9 0 0 139 85.0 

小山小学校
1月 289 20 1 0 310 91.1 
2月 309 23 1 0 333 97.6 
3月 359 18 0 0 377 88.3 

町田第五小学校
1月 90 9 0 0 99 86.9 
2月 138 14 0 0 152 85.3 
3月 187 20 0 0 207 82.9 

忠生第三小学校
1月 42 8 2 0 52 90.9 
2月 73 3 2 0 78 92.3 
3月 90 2 0 0 92 84.9 

南中学校
1月 44 7 0 0 51 89.0 
2月 58 5 0 0 63 89.9 
3月 49 1 0 0 50 81.9 

※ 発生回数は、70ｄB（デシベル）以上の騒音が5秒以上継続した回数です／音の目安は、
70ｄB…新幹線の車内、80ｄB…航空機の機内、90ｄB…騒々しい工場内、大声による
独唱、100ｄB…電車通過時のガード下の最大値

お詫びと訂正
　４月１５日号５面に掲載した「カ
ワセミ通信」で、以下の表記に誤り
がありました。
　お詫びして訂正します。

（誤）旧埋立地の池の辺地区
（正）最終処分場の池の辺地区
問広報課☎７２４・２１０１

2019年1月～3月の航空機騒音

測定結果（速報値）

苦情受付件数

市HP 航空機騒音測定結果  検索

問企画政策課☎７２４・２１03
市HP 航空機騒音苦情件数  検索

問環境保全課☎７２４・２７１１
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移動・移乗介助、高齢者の疑似体験等
講（公社）東京都介護福祉士会
定４０人（申し込み順）
費③のみ４０００円（会員事業所職員
は２０００円）
申住所・氏名・電話番号を明示し、５
月２４日午後５時までに、電話または
ＦＡＸで、町田市介護人材開発センタ
ー（☎８５１・９５７８返８５１・９５７９、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

まちエコ・フリーマーケット
　不用品をリユースしましょう。「包
丁研ぎ」もあります（正午まで）。
日５月１２日㈰午前９時～午後２時
場町田リサイクル文化センター隣接
地

【フードドライブを同時開催】
　家庭で余っている食材を持ち寄
り、集まった食材を福祉団体・施設な
どに寄附するフードドライブを（株）
協栄の協力のもと開催します。
○特に喜ばれるもの　調味料・レト
ルト食品・缶詰・お菓子・お茶等
※混雑時は、駐車できない場合もあ
ります。
※詳細は、（一財）まちだエコライフ
推進公社（☎７９７・９６１７）へお問い
合わせいただくか、同公社ホームペ
ージをご覧下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

ダンボールコンポスト講習会
　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５月２１日㈫、２３日㈭、午後２時３０
分～４時
場市庁舎
定各１５人（申し込み順）
申５月８日正午～１５日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０５０８Ｂへ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

町田市女子ゲートボール大会
対市内在住のゲートボール愛好者で
編成する女性チーム
日５月２３日㈭午前９時３０分～午後３
時３０分（予備日は２４日）
場木曽山崎グラウンド
申所定の用紙（町田市ゲートボール
協会に有り）に記入し、５月９日午後３
時までに直接同協会へ（祝休日を除
く）。
※郵送でも受け付けます（５月９日必
着）。
※同協会未登録の場合は、同協会（せ
りがや会館内、☎７２２・２２５３）へご
相談下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

お知らせお知らせ
市役所はクールビズに 
取 り 組 み ま す
　市では、１０月３１日㈭までクール
ビズを実施します。期間中、市職員は
ノーネクタイ、上着無し等の軽装で
業務を行うことがあります。
　ご理解ご協力をお願いします。
問職員課☎７２４･２１９９

催し・講座催し・講座
町田新産業創造センター

創業・起業に関するセミナー
【町田創業～ファーストステップ相
談会】
日５月１８日㈯午後１時～５時（１人１
時間）
申５月１１日までに同センターホーム
ページで申し込み。

【町田創業～ファーストステップセ
ミナー】
日①５月２３日㈭午後２時～３時３０分
②５月２３日㈭午後３時４５分～５時１５
分③５月２８日㈫午後２時～３時３０分
④５月２８日㈫午後３時４５分～５時１５
分
内①経営～起業の心構え、経営者の
仕事について知ろう②財務～決算書
（損益計算書・貸借対照表）の読み方
を知ろう③人材育成～エゴグラムを
使って経営者としての性格の特長を
知ろう④販路開拓～基本的な販路開
拓の手法を知ろう
講①（株）ウィルパートナーズ・辺見
香織氏②④中小企業診断士和泉朱美
事務所・和泉朱美氏③こころサロン
創・佐藤りさ氏
定各３０人（申し込み順）
申参加希望日の前日午後５時までに
同センターホームページで申し込
み。

◇
対創業予定の方、創業して間もない
方等
場同センター
問同センター☎８５０・
８５２５、町田市産業政
策課☎７２４・２１２９

認知症サポーター養成講座
　講座終了後に、認知症サポーター
の証しとなるオレンジリングをお渡
しします。
対市内在住、在勤、在学の方
日５月２５日㈯午後７時～８時３０分
場小山市民センター
定１２０人（申し込み順）
申５月８日正午～２２日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０５０８Ｄへ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

基 礎 介 護 技 術 講 習 会
対市内在住の①家庭で介護をしてい
る方②介護職に就労したい、または
関心のある方③現在介護の仕事をし
ていて基本を学びたい方
日６月２日㈰午後１時～５時
場（特）桜実会デイサービス玉川学園
※駐車場はありません。
内認知症の基礎知識に関する講義、

福祉サポートまちだ
成年後見制度出張講座

【ご存知ですか？成年後見制度】
日５月２３日㈭午後２時～３時３０分
場鶴川市民センター
内成年後見制度（法定後見制度）の概
要や手続きの流れ、相談先の紹介等
講福祉サポートまちだ職員
定２０人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、直接、電
話またはＦＡＸで、（社福）町田市社会
福祉協議会福祉サポートまちだ（町
田市民フォーラム４階、☎７２０・
９４６１返７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７
おいしく！楽しく！健康に！

男 性 料 理 教 室
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６月５日㈬、１４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５月２４日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申５月９日正午～１５日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０５０９Ｄ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
歌って　踊って　楽しく　健康長寿
をめざそう

音 楽 体 操 教 室
対市内在住の、医師から運動制限等
を受けていない満６０歳以上の方
日①６月４日、１１日、１８日、いずれも
火曜日午前１０時１５分～１１時１５分
②６月１３日、２０日、２７日、いずれも

文学館でたのしむ
おとなのためのおはなし会
　保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日５月１６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＝「富安陽
子」／おはなし＝「白いぼうし」（あま
んきみこ作）、「馬の首」（ロシアの民
話）、「わらしべ長者」（宇治拾遺物語）
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、５月７日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。
これさえ読めば明治が分かる！

小森陽一と読む近代文学
対全回参加できる方
日６月１４日、２８日、７月１２日、いずれ
も金曜日午前１０時～正午、全３回
場町田市民文学館
内「浮雲」「金色夜叉」「それから」の講
義
講日本文学者・小森陽一氏
定５０人（抽選）
申往復ハガキ（１人１枚）に講座名・住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢
の年代を明記し、５月２３日まで（必
着）に町田市民文学館（〒１９４－
００１３、原町田４－１６－１７）へ。
問同館☎７３９・３４２０
大日本タイポ組合展

関 連 イ ベ ン ト
【字事鼎

てい

談
だん

～円城塔×大日本タイポ
組合「文ッ字渦～文字の想像と創
造」】
　日本と中国大陸を舞台に漢字を巡
る１２編の物語を著した作家の円城
塔氏と、２人組のグラフィックデザ
イナー・大日本タイポ組合が、さまざ
まな角度から文字について語り合い
ます。
日６月９日㈰午後２時～４時
定８０人（申し込み順）
申５月１０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１９０５１０Ｂへ。

【字ッ験工房～活字を組み合わせて、
名前入りポストカードをつくろう】
　大日本タイポ組合が講師となり、
４マス×４マスで１６個の活字を組み
合わせて、オリジナルポストカード
を作ります。
対両日参加できる方
日６月１５日㈯午後２時～４時、２９日

㈯午前１０時３０分～午後４時、全２回
定１２人（申し込み順）
費２０００円
申５月１０日正午から電話で町田市民
文学館へ。

◇
場町田市民文学館
問同館☎７３９・３４２０

米 作 り 農 業 体 験
　農業委員の指導で、米作りを体験
してみませんか。
対市内在住の全回参加できる小学生
以上の親子（中学生以上の方は１人
での参加も可）
日田植え＝５月２６日㈰、草取り＝７
月６日㈯、稲刈り＝１０月５日㈯、脱穀
等＝１０月２６日㈯、収穫祭＝１１月２４
日㈰、午前９時から、全５回（雨天実
施）
場忠生公園
定３０人（申し込み順）
費１人１０００円
申５月８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１９０５０８Ｅへ。
問農業委員会事務局☎７２４・２１６９
ぼくとわたしのデンタルケア

歯 の 無 料 相 談
　「歯と口の健康週間」にちなんで開
催します。
対乳幼児～１８歳の方
日６月２日㈰午前１０時～午後５時
場小田急百貨店町田店
内虫歯・歯並び相談、歯科衛生士によ
る正しい歯の磨き方指導
定１２０人（申し込み順）
申５月９日から電話で町田市歯科医
師会（☎７２６・０５５５、受付時間＝月
～金曜日、午前１０時～正午、午後１時
～４時）へ（同会ホームページで申し
込みも可）。
問保健総務課☎７２２・６７２８
町田市文化プログラム

親子でつくるフラワーアート
　フラワーアレンジメントをお子さ
んと一緒につくります。お花と一緒
に飾れる小さなアート作品も制作し
ます（予定）。
対０歳以上の未就学児とその保護者
※保育はありません。
日５月１６日㈭、午前１１時～午後０時
３０分、午後２時～３時３０分（各回とも
同一内容）
場市庁舎
講花とんぼ代表・座間アキーバ氏
定各１０組（兄弟姉妹を連れての申し

込みも可）
費１組２０００円
申５月８日正午～１４日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０５０８Ａへ。
問文化振興課☎７２４・２１８４

鶴見川・泳げ鯉のぼり
　大形のぼり約４０本が立ち並ぶ中、
約２００匹の鯉のぼりが川を渡りま
す。
日程５月５日㈷まで
場鶴見川「参道橋」上流付近
交通小田急線鶴川駅から野津田車庫
行きバス、または町田駅から本町田
経由野津田車庫行きバスで「田中入
口」下車
※詳細は鶴見川育成会（☎０９０・
２２０５・８４３６）へお問い合わせ下さ
い。
問下水道総務課☎７２４・４２８７

忠 生 公 園
【定例自然観察会～青葉の頃の花と
昆虫】
日５月５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。
【花と緑の交換会】
　草花や盆栽などの鉢物を持ち寄

り、交換しませんか。
日５月２３日㈭午前９時３０分～１１時
３０分（受け付けは午前９時～９時３０
分、小雨実施）
場同公園花見の広場
※出品できる植物は、鉢植えに限り
ます（ポット苗での出品は不可）。植
物名を記載したラベルをつけて出品
して下さい（１人１０点まで）。

◇
問同公園☎７９２・１３２６
国際版画美術館～２０１９春の巻　其
ノ二

復刻浮世絵版木・摺り体験
　復刻版木を用いて、墨一色で簡単
に浮世絵の摺

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
は入室不可）
日６月９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５月１０日正午～６月５日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０５１０Ａへ（２人ま
で申し込み可）。
問同館☎７２６・２８８９

木曜日午後２時３０分～３時３０分、各
全３回
場①ふれあいけやき館②ふれあいも
みじ館
定各２０人（ふれあい館の利用登録が
ない方を優先のうえ、抽選）
申５月９日正午～１５日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード①１９０５０９Ｃ②１９０５０９
Ｅへ。　
※会場への申し込みはできません。
※参加にはふれあい館の利用券の作
成（無料）が必要です。身分証明書（保
険証等）と２つの緊急連絡先が必要
になりますので持参して下さい。
※会場については、ふれあいけやき
館（☎７７０・６２３４）・ふれあいもみじ
館（☎７９６・１０２０）へお問い合わせ
下さい（ただし、祝休日は休館）。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日６月６日㈭午後２時～４時
場小山市民センター
内認知症になった方が安心して暮ら
すための社会資源の紹介、薬剤師に
よる認知症の方への服薬介助の講話
定３０人（申し込み順）
申電話で堺第２高齢者支援センター
（☎７９７・０２００）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

5月5日は「こどもの日」　市内のお風呂屋さんで「しょうぶ湯」を実施 5月5日㈷、大蔵湯　723・5664＝午後2時～11時、・場日 ☎☎ 問産業政策課　724・3296☎☎金森湯　796・5926＝午後4時～11時☎☎ 保護者同伴で入浴した12歳以下のお子さんにはドリンク１本プレゼント保護者同伴で入浴した12歳以下のお子さんにはドリンク１本プレゼント保護者同伴で入浴した12歳以下のお子さんにはドリンク１本プレゼント

同センター
ホームページ

町田市立図書館5月、6月の子ども向けの催し
催　し 日　程 時　間 会　場

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

①5月15日、19日、22日、29日、6月12日、16日、
19日、26日
②5月4日、11日、18日、25日、6月1日、8日、15日、
22日、29日
③5月10日、24日、6月14日、28日
④5月8日、6月5日

①午後2時30分から（5月19日、6月16
日のみ午前11時から）
②午前11時から
③午前10時30分から、11時から
④午後3時から

中央図書館
☎728・8220

※詳細は町田市立図書館ホームページ、または、まちだ子育てサイトをご覧下さい。
※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 

●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集

【①世帯向（一般募集住宅）②若年夫
婦・子育て世帯向（定期使用住宅）③
居室内で病死等があった住宅】
　都内に居住等、いずれも要件有り
／詳細は募集案内を参照配布期間５

月７日～１５日配布場所市庁舎１階総
合案内、各市民センター、木曽山崎連
絡所、各駅前連絡所、同公社町田窓口
センター等（各施設で開所日時が異
なる）／同公社ホームページで配布
期間中に限りダウンロードも可申郵
送で５月２０日まで（必着）問同公社都
営住宅募集センター☎０５７０・０１０・
８１０

７２万人のふるさとづくり

みんなの鶴川駅プロジェクト

第３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

町田市イベントダイヤル・ 
イ ベ シ ス を 一 時 休 止
　システムメンテナンスのため、
５月２４日㈮午後７時～２７日㈪はイ
ベントダイヤル及びイベシス（イ
ベント申込システム）が利用でき
ません。
※イベシスのみ２７日午後７時に再
開予定です。
問広聴課☎７２４・２１０２

　「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５月１８日㈯午前１０時～正午
場和光大学ポプリホール鶴川
内「みんなの鶴川駅のつくり方」～

鶴川駅をこんな場所にしたい、鶴
川駅で何がしたい、人の居場所を
考える
定５０人（申し込み順）
申鶴川駅を考える
会ホームページの
参加申込フォーム
（右記ＱＲコード）
で申し込み。となりの

まちから
相模原市

相模原市民若葉まつり
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）

　市役所さくら通りを主な会場とし
て、パレードや展示、ステージ発表、
模擬店など盛りだくさんの内容で皆
さんをお迎えします。
日５月１１日㈯午後１時～５時、１２日
㈰午前１０時～午後５時
場相模原市役所さくら通り　他
交通ＪＲ横浜線相模原駅から徒歩約
１５分

【無料巡回バス】
　いずれも１５分間隔程度で運行し
ます。
○ＪＲ横浜線相模原駅南口臨時停留
所～まつり会場臨時停留所

運行時間５月１１日㈯午前１１時～午
後６時１５分、１２日㈰午前８時～午後
６時１５分
○アリオ橋本～まつり会場臨時停留
所
運行時間５月１１日㈯、１２日㈰、午前
１０時～午後６時１５分

情報コーナー

参加申込フォーム

市HP 暮らしに関する相談 検索暮らしに関する相談 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

名　称 日　時 対　象 申し込み等
①法律相談 月～金曜日

（1日～6日を除く）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
※5月1日～6日は予約受付を行いません。

電話で市民相談室
（☎724・2102）へ

②交通事故相談 8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） 10日㈮

市内在住の方

電話予約制（随時）
④国税相談 7日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）⑤不動産相談 14日㈫
⑥行政手続相談 9日㈭
⑦少年相談 14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
⑧国の行政相談 7日㈫ 午後1時30分～4時 直接市民相談室（市庁舎1階）へ
⑨電話による女性悩みごと相談（家庭、
人間関係、女性への暴力、LGBT等）

月～土曜日
（1日～6日を除く）

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

⑩空家に関する相談（弁護士・宅地建物
取引士） 20日㈪ 午前9時～正午

（相談時間は50分）
市内に家屋を所有の方

（空家・居住中問わず）
前週の水曜日午後4時までに、電話で住宅課（☎724・4269）へ
※以降は第2・4月曜日(祝休日の場合は火曜日)に実施／第4月曜
日は税理士も同席



6 2019．5．1 ☎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町田市イベントダイヤル

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5月は「職員募集」

ヘルスアップクッキング
【デリ・惣

そう

菜
ざい

を使ったアレンジレシピ】
対市内在住の方
日５月２４日㈮午前９時４５分～午後０
時３０分
場健康福祉会館
内栄養士の話、調理実習、会食
定２４人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申５月８日正午～１５日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０５０８Ｃへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

市 民 公 開 講 座
【まぶたが重い、視界が狭い、眠たそ
う～もしかして眼瞼下垂！？】
　医師が眼

がん

瞼
けん

下垂について分かりや
すく講演を行います。
日５月３１日㈮午後３時～４時３０分
場町田市民病院
講町田市民病院形成外科部長・林淳
也医師
定１００人（申し込み順）
申５月８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１９０５０８Ｇへ。
問町 田 市 民 病 院 医 事 課 ☎７２２・
２２３０（内線７１３２）
地産地ＳＨＯＷコンサート

柳生絵美子ピアノコンサート
　市内で活躍するピアニスト・柳生
絵美子さんのコンサートです。
日５月２４日㈮正午～午後０時５０分

（開場は午前１１時４５分）
場市庁舎３階アトリウム
曲目平井康三郎「幻想曲“さくらさく
ら”」、ショパン「英雄ポロネーズ」「革
命」、谷村新司「いい日旅立ち」　他

（予定）
定１１９席（先着順）
問文化振興課☎７２４・２１８４

大地沢青少年センター
【①青空アトリエ】
　毎月第２日曜日に、電動糸のこや、

のこぎりなどを使い、木やまゆ等で
椅子やクラフトを作ります。
　特別プログラムは、「母の日メモス
タンド」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５月１２日㈰午前１０時～午後３時

（雨天実施）
※開催時間内であれば、何時からで
も参加できます。
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）

【②ピザ窯・薫製箱利用講習会】
　石窯とドラム缶窯でピザを焼き、
薫製箱で基本的な薫製をつくり、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５月２６日㈰午前１０時～午後３時
定２０人（申し込み順）
費４００円
申５月１日午前９時から電話で同セン
ターへ。

◇
場同センター①研修棟②野外炊事場
問同センター☎７８２・３８００
生涯学習センター

利 用 者 交 流 会
【町田でカフェだよ！全員集合】
日５月２５日㈯午後１時～５時
場生涯学習センター
内オープニングイベント、基調講演

「考えるってどういうこと？～カフ
ェの可能性」、分科会＝「公民館カフ
ェ」「哲学カフェ」「認知症カフェ」「子
どもと子育て世代の“ゆるカフェ”」

「学生主催カフェ」、分科会報告
講東京大学教授・梶谷真司氏
定１００人（申し込み順）
申電 話 で 同 セ ン タ ー（ ☎７２８・
００７１）へ。
和光大学共催講座

死にいかに向かい合うか 
ユーラシアの民族伝承から考える

　人はなぜ死ぬのか、いかにして死
から逃れることができるのかという
人類の長年のテーマについて神話や
叙事詩から読み解きます。

日①６月１４日②６月２１日③６月２８
日、いずれも金曜日午後７時～９時、
全３回
場生涯学習センター
内①叙事詩と民間伝承が語る死と不
死②神話と宗教聖典が語る死と不死
③ユーラシアを横断するテーマとし
ての死と不死
講和光大学教授・坂井弘紀氏、松村一
男氏
定３０人（申し込み順）
申５月１日午前９時から電話で同セン
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
【①まちだ市民国際学～安田純平　
シリアを語る　戦争の真実とジャー
ナリストの責任】
　ジャーナリストの安田氏が、中東
の現状やシリアで４０か月間拘束さ
れた経験を語ります。
日５月２８日㈫午後６時～８時
講ジャーナリスト・安田純平氏
定７０人（抽選）

【②町田の歴史～江戸後期の町田 成
熟する地域社会】
　１９世紀を中心に町田市域の村む
らが、江戸前期と比べて、どのような
変化を遂げたのか、江戸に近いとい
う地理的な特徴も踏まえながら、具
体的な事例を挙げて自由民権資料館
の学芸担当が解説します。
日６月２１日㈮午後２時～４時
定１０８人（申し込み順）

【③まちだの福祉～公共トイレにお
けるユニバーサルデザイン　企業の
取り組みから】
　ニーズが多様化している公共トイ
レについて、ユニバーサルデザイン
の視点から企業の取り組みを紹介し
ます。
日６月２７日㈭午後６時３０分～８時３０
分
講ＴＯＴＯ(株)・ＵＤプレゼンテーショ
ン推進部　長谷寛氏 
定１２８人（申し込み順）

【④環境講座～適応法の施行と流域
思考の水土砂災害対策】
　近年、日本各地で多発している台

風や豪雨による水害・土砂災害につ
いて語っていただきます。
日６月３０日㈰午後２時～４時
講慶應義塾大学名誉教授・岸由二氏 
定１３４人（申し込み順）

◇
場①町田市民フォーラム②③④生涯
学習センター
申①１次受付＝５月１日正午～７日午
後７時にイベシス（＝インターネッ
ト）コード１９０５０８Ｆへ／２次受付＝
５月８日正午～１９日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベシ
スへ②③④１次受付＝５月１日正午～
１３日午後７時にイベシスコード②
１９０５１４Ａ③１９０５１４Ｃ④１９０５１４
Ｂへ／２次受付＝５月１４日正午から
②６月１３日まで③④６月２３日まで
に、イベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）またはイベシスへ。
問同センター☎７２８・００７１
再び！本気でつくる

町田の縄文土器と野焼き体験
　町田市は、都内でも遺跡が多く、優
れた縄文土器が発掘されています。
市内で出土した縄文土器を見なが
ら、当時の手法で土器を制作します。
※東京都埋蔵文化財センターとの共
催です。
日①６月１２日㈬午後１時～３時②６月
１９日㈬午前９時３０分～午後４時③６
月２０日㈭午前９時３０分～午後４時④
１１月２０日㈬午前９時３０分～午後３
時、全４回
場①②③町田市陶芸スタジオ（下小
山田町）④大地沢青少年センター
内①学芸員による町田の縄文のはな
し②③縄文土器の制作（３㎏の土を
使用）④野焼き
※町田市民文学館の企画展と東京都
立埋蔵文化財調査センターの見学を
予定しています（希望者のみ）。
講②③④東京都埋蔵文化財センター
職員　他
定１６人（初受講者を優先のうえ、抽選）
費１０００円（材料費）
申５月７日午前９時～２９日午後５時に
電話で生涯学習センター（☎７２８・
００７１）へ。

催し・講座催し・講座

お気軽にご相談下さい　6月、7月の母子健康案内
事業名 対　象 会　場 開催日 時　間 内　容／その他 問い合わせ

プレママ・パパクラス（申し込み制）
申イベントダイヤル（☎724・
5656）またはイベシスコードＡコ
ース=190228Ｍ、Ｂコース＝
190228Ｎへ

16～35週の妊
婦とその夫 健康福祉会館 Ａコース

6月7日、7月5日㈮
午後1時30分～4時

妊娠中の過ごし方、歯の
衛生等

保健予防課
地域保健係
☎725･5127

6月14日、7月12日㈮ 分娩経過とリラックス法
等

Ｂコース 6月22日、7月20日㈯ 午前10時～正午 もく浴実習、妊婦体験等

乳幼児・母性相談
※母子健康手帳をお持ちのうえ、
直接会場へおいで下さい。

2か月以上の未
就学児とその保
護者

健康福祉会館 6月10日、24日、7月8日、22日㈪ 受け付け＝午前9時45分～
11時30分、午後1時30分～
3時

身長･体重測定、保育相
談、栄養相談、歯科相談、
母親のからだや気持ちの
相談

鶴川保健センター 6月3日、7月1日㈪
子どもセンターばあん 6月21日、7月5日㈮
忠生保健センター 6月17日㈪、7月19日㈮ 受け付け＝午前9時45分～

11時30分小山市民センター 7月3日㈬
母性保健相談、母乳育児相談

申来所相談と乳房マッサージは要
予約、電話で保健予防課へ

市内在住の方
（里帰り中の方
の参加も可）

健康福祉会館 6月6日、13日、20日、27日、7月4
日、11日、18日、25日㈭

午前10時～正午、午後1時
～3時

助産師による相談、乳房
マッサージ／電話相談は
随時可、健康福祉会館（☎
725・5419）へ

プレママクッキング（申し込み制）
申イベントダイヤル(☎724・
5656）またはイベシスコード
190319Pへ

16～35週の妊
婦 健康福祉会館 6月27日、7月25日㈭ 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）

保健予防課
保健栄養係
☎722・7996

離乳食講習会(初期・後期）、
幼児食講習会／申し込み制

申イベントダイヤル(☎724・
5656）またはイベシスコード初期
=190319Ｓ、後期=190319Ｋ、幼
児食=190319Yへ

4～6か月児の保
護者

健康福祉会館 初期
6月6日㈭、7月9日㈫、
22日㈪ 午前10時5分～11時45分 離乳食の話と試食

鶴川保健センター 6月25日㈫ 午後1時40分～3時20分
8～10か月児の
保護者

健康福祉会館 後期 6月11日㈫、7月18日㈭ 午前10時5分～11時40分 離乳食後期の話と試食、
歯の話鶴川保健センター 6月25日㈫

1歳6か月～2歳
0か月児の親子 健康福祉会館 幼児食 6月12日㈬ 午前9時55分～11時45分 親子遊び、幼児食の話と

試食
※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。
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※いずれの医療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
7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
8日㈬ 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎799・6161
9日㈭ 町田病院（木曽東4-21-43） ☎789・0502
10日㈮ あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111
11日㈯ 午後1時～翌朝8時 町田市民病院（旭町2-15-41） ☎722・2230

12日㈰

午前9時～午後5時

内科 
小児科

とくとみ内科消化器科医院
（南成瀬1-19-4） ☎729・1616

内科 鶴川胃腸科（鶴川2-17-1） ☎734・1958
ふくいんクリニック（山崎町2200） ☎791・1307

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 おか脳神経外科（根岸町1009-4） ☎798・7337
あけぼの病院（中町1-23-3） ☎728・1111

13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
14日㈫ 町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎795・1668

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～翌朝８時

土・日曜日・祝休日・年末年始　午前８時～翌朝８時
☎ ＃ ８ ０ ０ ０

または☎03・5285・8898

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）

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）

　連休期間中（5月 1日～ 6日）の各医療機関については、4月 15日号
11面の保存版をご覧いただくか、町田市医師会ホームページまたは町田市
ホームページをご覧下さい。

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電子書籍出版のススメ】
　電子書籍のイロハから出版のノウ
ハウまでを紹介します。
日6月8日㈯午前10時30分～正午
場相模女子大学 
講同大学非常勤講師・春山純一氏
定30人（申し込み順）
費1000円

【②感じて描いてリラックス～クリ
ニカルアート】
日6月23日、30日、7月7日、いずれ

も日曜日午前9時30分～11時30
分、全3回
場なるせ駅前市民センター
内オイルパステルやアクリル絵具等
を使って、さまざまな技法で描く
講臨床美術士・三宅和歌子氏
定18人（申し込み順）
費4000円（材料費含む）

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①6月5日まで②5月31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）。
※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

国際版画美術館　企画展

ＴＨＥ ＢＯＤＹ ～身体の宇宙
問市役所代表☎７２２・３111、同館☎７２6・２７７1

　古くから人の身体はさまざまなま
なざしで見つめられてきました。理
想を求める美術、仕組みを明らかに
する解剖学、そして天体とのつなが
りを見いだす占星術など、私たちの
感性と知性と想像力は多彩な身体の
イメージを生み出してきました。
　本展では、15世紀の西洋の古版画
から現代日本の美術家の作品まで約
140点で、小宇宙ともいうべき身体
の世界を紹介します。
会期前期＝5月19日㈰まで、後期＝
5月21日㈫～6月23日㈰
開館時間火～金曜日＝午前10時～
午後5時、土・日曜日、祝休日＝午前
10時～午後5時30分（いずれも入場
は閉館の30分前まで）
休館日月曜日（ただし5月6日は開館
し、5月7日は休館）

場同館企画展示室
観覧料一般800円、高校・大学生・65
歳以上400円、中学生以下無料

同時関催
「彫刻刀で刻む社会と暮らし～戦
後版画運動の広がり」
会期6月23日㈰まで
場同館常設展示室

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またはまちだ子育てサイトをご覧下さい。

●町田市民文学館☎７３９・３４２０
【ことばであそぼう！３・４歳児あつま
れ！】
対3・4歳児とその保護者日5月11日
㈯午前10時30分～11時40分場同
館2階大会議室内紙芝居や絵本、わ
らべうた、言葉遊び等上演桃の木工
房
●環境・自然共生課☎７２４・４３９１
【初夏の薬師池公園でザリガニを釣
ってみよう】
　さお・糸・えさは市で用意します。
たくさん釣ったお子さんには大漁賞

もあります対市内在住の小学生以下
のお子さん（小学3年生以下は保護
者同伴）日6月1日㈯午前10時～11
時30分（荒天中止）場薬師池公園内
ザリガニを釣り、生きものについて
学ぶ（ザリガニは1匹のみ持ち帰り
可）定20人（申し込み順）申1次受付
＝5月1日正午～8日午後7時にイベ
シ ス（ ＝ イ ン タ ー ネ ッ ト ）コード
190509Ａへ／2次受付＝5月9日正
午～17日にイベントダイヤル（☎
724・5656）またはイベシスへ

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。

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【ちびっこ体操教室】
対市内在住、在園の4・5歳児日5月9
日～7月11日の木曜日、午後3時15
分～4時15分、全10回費1400円
【小学生球技教室】
対市内在住、在学の小学生日5月9日
～7月11日の木曜日、午後4時30分
～6時、全10回費1600円
　　　　　　　　◇
講同館スタッフ定各40人（申し込み
順）申往復ハガキに必要事項を明記
し、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分から内ひざや腰が
痛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円申開催
日当日の午前8時30分から電話で同
公園へ
●市立室内プール☎７９２・
７７６１
〈休館期間変更のお知らせ〉
　施設の安全維持のため実施して
いる大規模改修工事の工期延長に
伴い、休館期間が変更となります。
ご理解ご協力をお願いします
休館期間11月末まで（予定）

●子ども創造キャンパス 
ひなた村☎７２２・５７３６
【①春のひなた村まつり】
日5月6日（振休）午前11時～午後3
時内野外体験、工作、アウトドアクッ
キング、星たまご（移動式プラネタリ
ウム）等／一部有料
【②げんきっず】　
対乳幼児とその保護者日5月16日㈭
から原則木曜日、午前10時30分～
11時15分内親子体操、手遊び、体遊
び、お話等
【③レッツ・サイエンス　町田ひなた
村科学クラブ～ホタルはなぜ光る】
対市内在住、在学の小・中学生日5月
19日㈰午前10時～正午内ホタルの
卵から成虫までの映像を見て、実際
に人工的に光らせる定20人（申し込
み順）費300円
【④子どものための日本舞踊教室】
対市内在住、在学の全回参加できる
小・中学生日5月22日、6月5日、19
日、7月10日、9月11日、10月2日、
23日、11月13日、いずれも水曜日午
後5時～6時30分、全8回内日本舞踊
を学ぶとともに、作法の基本や浴衣
の着方等の日本文化も学ぶ定20人

（申し込み順）費2000円（1回目に集
金）

◇
申①②直接会場へ③5月3日午前10
時から電話でひなた村へ④電話でひ
なた村へ／その他の講座やワークシ
ョップについては、子ども創造キャ
ンパスひなた村ホームページをご覧
下さい

　追加イベントは同館ホームペー
ジ、Ｔｗｉｔｔｅｒ（＠ｍａｃｈｉｄａ_ｈａｎｂｉ）で
お知らせします。

【スライドトーク～美術館／学芸員
の解剖】
　美術館の裏側や学芸員の仕事など
を本展の担当学芸員が解説します。
所蔵品の特別観覧も行います。
※参加には本展観覧券（半券可）が必
要です。

日5月11日㈯午後2時～3時30分
場同館講堂
定70人（先着順）

【学芸員によるギャラリートーク】
　当日有効の観覧券をお持ちのう
え、企画展示室入り口にお集まり下
さい。
日5月25日、6月8日、いずれも土曜
日午後2時から45分程度

関連催事  
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　４月２６日に、東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向けたイ
ンドネシアのホストタウンとして、町田市が登録されました。市の
ホストタウンの登録は、南アフリカ共和国に次いで２か国目です。
　ホストタウンとは、地域の活性化・観光振興等を目的として、オ
リンピック・パラリンピックに参加する国・地域と相互交流を行う
地方公共団体のことです。
　今後は、インドネシアチームのパラバドミントン・空手・バドミ
ントン競技の事前キャンプの受け入れ準備を進めるとともに、文
化やスポーツを通じた相互交流事業を積極的に実施していきま
す。

協賛企業を募集スターバックスコーヒージャパン（株）と
「認知症の人にやさしい地域づくりに関する
包括的連携協定」を締結� 問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
　市は、４月１０日にスターバックスコーヒ
ージャパン（株）と、「認知症の人にやさしい
地域づくりに関する包括的連携協定」を締
結しました。
　この協定に基づき、２０１７年１０月から市
内スターバックスコーヒー全店で協力いた
だいている出張認知症カフェ（Ｄカフェ）の
充実を図ります。また、認知症等の高齢者の
見守りや、認知症に対する普及啓発活動等
を行い、連携して認知症の人にやさしい地
域づくりを進めていきます。

左からスターバックスコーヒージ
ャパン（株）中日本リージョン梅内
本部長、石阪市長

　市と東京急行電鉄（株）では、今秋の
まちびらきを目指し、南町田拠点創出
まちづくりプロジェクトを推進してい
ます。発表会では、新しいまち「南町田
グランベリーパーク」の全体像や駅前、
公園、商業施設等の特徴や整備・活動イ
メージなどをご紹介します。
※市と東京急行電鉄（株）の共催です。
詳細は、南町田拠点創出まちづくりプ

ロジェクトホームページ（下記QRコ
ード）をご覧下さい。
日５月１７日㈮午後７時～８時３０分、５月
１８日㈯午後１時～２時３０分（各日とも
同一内容）
場セミナープラス南町
田２階ホール（鶴間３−
１０−２）
定１７０人程度（先着順）

南町田拠点創出まちづくりプロジェクト 常設型冒険遊び場がオープン！

5月15日から大和市と市立図書館の相互利用を開始
　市では、大和市と市立図書館の相互利用に関する協定を締結しました。５月１５日
から町田市民と大和市民が互いの市立図書館の資料貸出等のサービスを受けられ
るようになります。他市の図書館との相互利用は、相模原・八王子・府中・調布・日野
・多摩・稲城・川崎市に続いて９市目となります。
※予約（貸出中資料の返却待ち、資料の取り寄せ、新刊購入依頼）はできません。
※大和市の市立図書館を利用する際は、登録が必要です。

大和市の市立図書館
名　称 所在地

大和市立図書館 大和南１－８－１ 大和市文化創造拠点シリウス
中央林間図書館 中央林間４－１２－１ 中央林間東急スクエア３階
渋谷図書館 渋谷５－２２　ＩＫＯＺＡ３階
つきみ野学習センター図書室 つきみ野５－３－５
桜丘学習センター図書室 福田１－３０－１

インドネシアのホストタウンに
登録されました!
問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎７２４・４４４２

　市は、町田郵便局と連携し、暑中見
舞用のくじ付き郵便はがき「かもめ
～るはがき」に熱中症予防を呼び掛
けるお知らせを掲載し、７月から順
次、市内在住の方へお届けする予定
です。このはがきの表面に、広告を掲
載する協賛企業を募集します。
※掲載できる広告に制限等がありま
す。詳細は、町田郵便局集配営業部（☎
７２３・３６８６）へお問い合わせ下さい。
対事業主
募集期間５月３１日㈮まで

募集枠１枠４０ｍｍ×１７ｍｍ
※複数枠申し込みもできます。
費１口１万円
申電話で同郵便局集配営業部へ。

スポーツアワードまちだ表彰式典を開催
� 問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
　全国や世界で活躍し、町田の
スポーツ界に貢献した選手やス
タッフ等を公募・顕彰し、アスリ
ート等と市民をつなぐ、スポー
ツアワードまちだ表彰式典を３
月９日に市庁舎で行いました。
　１０６組のエントリーの中から
１２組が最終選考に残り、スキー

（モーグル）の冨高日向子さん
（写真＝左から３番目）がグラン
プリに輝きました。残念ながら
最終選考で受賞に至らなかった
方にも石阪市長から感謝状が手
渡されました。
　各部門の受賞者は次のとおり
です（敬称略）。

【グランプリ】冨高日向子（スキー〔モーグル〕）
【準グランプリ】畠田瞳（体操）
【ベストホープ賞】根府桃子（サッカー）、村井
健一（陸上〔走り高跳び〕）
【ベストインパクト賞】キサイサ ジョスファ
ット レダマ（陸上〔中長距離〕）
【グローバルアクト賞】奥秋李果（スタンドア
ップパドル）
【アクティブシニア賞】山田祐治（ライフル射
撃）

一昨年度に開催したパラバドミントン代表合同合宿での様子

「かもめ〜るはがき」に広告を掲載しませんか

問中央図書館☎７２８・８２２０

　５月５日に市内４か所目となる常
設型冒険遊び場「三ツ目山公園冒
険遊び場」が三ツ目山公園にオー
プンします。
　冒険遊び場は、自然の中で、子ど
もが「やってみたい」と思うことを
実現できる場所です。
活動日時毎週水～土曜日、午前１０
時～午後５時（１０月～２月は午後４
時３０分まで）

場三ツ目山公園芝生広場（小山
ヶ丘５−３８）
運営団体三ツ目山冒険遊びの会

三ツ目山公園冒険遊び場南町田グランベリーパーク発表会を開催します
問都市政策課☎７２４・４２４８

問健康推進課☎７２４・４２３６

問児童青少年課
☎７２４・４０９７


