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● 将来を担う人が育つまちをつくる
● 安心して生活できるまちをつくる
● 賑わいのあるまちをつくる
● 暮らしやすいまちをつくる
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今号の紙面から

自分たちの思いを
歌にして届けたい

身近な法律等を
仲間と学びたい

子ども向けイベントを
企画したい

若い人と
一緒に
サークルで
学びたい

●別刷

特集 スポーツで人とまちが一つになる

サークル活動の
成果を発表したい

大学で学んだ
ことを地域に
生かしたい

皆さん、それは…

健康や暮らしの
ヒントが欲しい

学 び です。
学びが人生を豊かにする

同じ趣味の
仲間を見つけたい

“学び”は、知識や技術の習得だけでなく、日常生活
の楽しみや心の豊かさにつながります。学びを通じ
て、一緒に活動する仲間や地域とのつながりができ
るなど、学びは人と地域を元気にします。生涯学習セ
ンターでは、皆さんの学びのお手伝いをしています。

音楽を聴きたい、
弾きたい

問 生涯学習センター☎ 728・0071

育児について話したい、
聞きたい

町田をもっと知りたい、
だから調べたい

写真協力：生涯学習センターを利用している皆さん

2018のぎくの会

りも

友だち作
、
り
知
を
然
自
の
田
町

「２０１８のぎくの会」の皆さんは、まちだ市民大学ＨＡＴＳの講座「多摩丘陵の自然入
門」
の受講をきっかけに、意気投合したメンバーです。講座終了後も、継続して学び
を深めるため、
同会を立ち上げました。
【藤井つね子さん】
町田に５年ぶりに戻ってきて、所属してい
るボランティア団体からの勧めで参加しまし
た。自然だけでなく、歴史等も知ることができ
ました。友だちを作ることもできて本当に良
かったです。
【長島かつ枝さん】
私は、鶴見川や恩田川が好きで、自然の中を
歩きたいと思い参加しました。何をやろうか
迷っている方には、とりあえず参加してみる
ことをお勧めします。

加藤沙耶香さん

２の家

ここは第２の学校・第

私には障がいのある友人がおり、理解を深めるにはどうす
ればいいのかと考えていました。生涯学習センターで障がい
者青年学級のボランティアスタッフ募集を知り、障がいにつ
いて学ぶ良い機会だと思い応募しました。障がい者青年学級
の活動をきっかけに、他の活動にも興味が湧き、現在は大人
の学び直しの会「まなびテラス」のお手伝いもしています。
「生涯学習」を通じて、さまざ
まな年代の方と話すことで、自
分の知らない世界に気づき、“知
る”ことの楽しさ・面白さを学びま
した。ここは、みんなと一緒に経験・成
長できる場であり、第2の学校、第2の家と
いう感覚です。
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なんだろう？

あなたの

生涯学習センターへおいでよ！

が大切

所在地 ： 原町田６－８－１ 町田センタービル6～8階
同センターは、JR横浜線町田駅から徒歩3分、小
田急線町田駅から徒歩5分と駅に近く、午前９時～
午後10時まで開館しており、どなたでも気軽にお
立ち寄りいただけます。
至 新宿

生涯学習センターは、まちだ中央公民館とまちだ市民大学ＨＡＴＳを一つにし、2012年4月に
開設しました。施設貸出や講座・講演会の開催など、まちだ中央公民館で行っていた事業・名称
を継続しながら、生涯学習に関する情報収集・発信などができる、市民の皆さんの生涯にわた
る“学びの場”となっています。

小田急町田駅
至 八王子

マニャミン

マナブゥ

「あなたを励まし、地域を育てる」をコンセプトに、受講者
同士が出会い、学び合い、学習のネットワークをつくること
を目指しています。講座内容は歴史・環境・福祉等、多種多様
です。
◇学びの目標が見えた ！
まちだ市民国際学は取り上げる話題が
広くて、
講師陣も充実しています。講座修
了後に、経済学者ピケティを学ぶ目標が
見えたことが、大きな収穫です。まちだ市
民大学は夜の講座もあるので、仕事など
で忙しい人も関心のあるテーマから生涯 まちだ市民国際学修
学習を始めてみるといいかと思います。 了生・寒河江峰夫さん

親も子も一緒に成長

家庭教育支援事業

乳幼児から思春期のお子さんがいる保護者向けの講座
や、
参加者同士の話し合い、遊びの実習を通して仲間作りも
できます。
保育が付く講座もありますので、安心してご参加
いただけます。
◇乳幼児の保護者向け講座
「ハッピー子育てきほんの木」
参加者アンケートより

楽しく学んで、
豊かに生きる

ことぶき大学

60歳以上の市民を対象に学習や交流を深める講座です。
今年度は、
まちだ探・探ゼミナール、音楽コース、生きがいコ
ース、
文学コース、歴史コースなどを開催しています。
たん

ことぶき大学受講生
・柳沼恵一さん

たん

◇まちだ探・探ゼミナールで、
一緒に調べ学習を始めましょう！
自分で調べたテーマについて、思
いもかけない事柄を知ることができ
たと同時に、他の受講生の発表・報告
の素晴らしさに感動しています。単
に学ぶだけでなく、仲間づくりのき
っかけにもなります。

生涯学習センターの新しい取り組み
◆地区協議会との連携
 地元に密着した楽しい講座などを、地区協議会と共
催で実施しています。
◆まなびテラス
大人の学び直しのための学習会です。

交番

レミィ

町田東急
ツインズ

モディ

JR 町田駅
至 小田原・江ノ島

市民交流、
地域・大学連携等

その他の講座・講演会

市民提案型事業「講座づくり★まちチャレ」、コンサート事業、夏の平和イベン
ト、大学や地域との連携・共催事業、利用者交流会、陶芸講座等、さまざまな事業を
実施しています。
◇利用者交流会参加者の感想より
新しい出会いも数多くあり、人と人との交流の
素晴らしさを体感することができました。

（ネットforシニア・清水静香さん）

サークル活動の発表の場

生涯学習センターまつり

約50の団体・サークル等が参加して日頃の活動成果等を発表する生涯学習セン
ターまつりは、毎年10月に3日間開催します。作品展示やステージでのパフォーマ
ンスで参加者のエネルギーを感じるイベントです。

生きる力・働く力の獲得を目指す

障がい者青年学級

一緒に活動
しませんか？

知的障がい者を対象に、音楽・スポーツ・演劇・創作活動など
の集団活動を通して、生きる力・働く力の獲得を目指します。
※活動をお手伝いいただくボランティアスタッフも募集中で
す（謝礼有り）。

学びのお手伝い

生涯学習の総合案内

私が
作りま
した

親も子どもも成長できまし
た。ありがとうございました。
ママ友もできて、毎回の講座
がとても楽しみでした。

町田市
生涯学習
センター

問 生涯学習センター ☎ 728・0071

市の生涯学習の拠点として展開している学びのメニューを紹介します。
各講座やイベント、施設等の詳細は町田市ホームページをご覧いただくか、生涯学習セン
ターへお問い合わせ下さい。
市HP 生涯学習センター 検索

市民が生涯学び続けられる まちだ市民大学ＨＡＴＳ

郵便局

生涯学習情報の収集・発信や学習機会の拡充、学習
相談を通して、生涯学習を支援しています。また、講
座・イベント情報誌「生涯学習NAVI 好き！学び！」
や、大学生が企画・制作した「生涯学習センター紹介
チラシ」を発行し、市内公共施設などで無料配布して
います。

地域のボランティア講師を紹介！

野口成美さん（北里大学４年生）

生涯学習ボランティアバンク制度
ＰＴＡや町内会等の地域団体が開催するイベント、講
座・講演会で講師を務めるボランティアを紹介してい
ます。お気軽にご相談下さい。

大学生と共に“まちだ”を盛り上げよう ！

学生活動報告会「ガクマチＥＸＰＯ」

町田・相模原地域でボランティア活動をしている
大学生が企画・運営を行い、活動紹介や手作りブース
での交流を通して、地域の皆さんとの新たな連携や
さらなる地域活性化を目指すイベントです。

活動場所を探している方を応援

施設貸出

学習活動を応援するため、施設を貸し出していま
す。ホールやさまざまな学習室、講座や展示のチラシ
が入手できる情報・資料コーナー、個人学習や打ち合
わせにも気軽に使える団体・活動コーナーなど、人数
や用途に応じてご利用下さい。
貸出施設

ホール、学習室、視聴覚室、美術工芸室、
調理実習室、音楽室、和室、保育室、プレ
イルーム、ミニギャラリー 他

団体・活動コーナー

市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

募 集

返０４２・７２４・５６００

番号間違いにご注意下さい
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事務局〕
（遍ｍｃｉｔｙ１８９０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃ
ｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
問文化振興課☎７２４・２１８４
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階〕に有り、町田市ホームページでダ
と「町田市子ども・子育て支援事業計
ウンロードも可）を参照し、必要書類
画」が２０１９年度末で計画終了とな
を審判日から３か月以内（消印有効）
るため、新たな計画の検討を行って
に、直接または郵送で福祉総務課へ。 います。
町田エコフェスタ２０１９
認 可 保 育 所 等 職 員
【報酬費用の給付】
市民の皆さんの率直なご意見をお
実行委員会スタッフ
対次のすべてに該当する被後見人等
聞きするため、無作為抽出した市内
詳細は各認可保育所等へお問い合
の方 ①生活保護を受給中、または
在住の方６０００人にアンケート調査
わせ下さい。
ごみ減量と資源リサイクルを進
準じている②住民票が町田市にあ
を郵送していますので、ご協力をお
対有資格者
め、地域のより良い環境を育てるた
る、または施設等への入所、入居等に
願いします。なお、就学前～小学生の
○小野路保育園（☎７３５・２３１４）＝
め、１０月６日㈰に「町田エコフェスタ
伴って市外に転出した方で保険者等
お子さんがいる世帯の保護者には
２０１９」を市庁舎で開催します。この
保育士
（常勤）
が町田市となっている③他の助成の 「子育て支援に関するアンケート調
企画・運営に参加しませんか。スタッ
○たかね保育園（☎７９１・２７０５）＝
対象とならない④当該年度を含む直
査」を、中学・高校生には「みなさんの
フになると、会場部会・広報部会・事
保育士
（常勤）
生活などに関するアンケート調査」
業部会・事務局のいずれかに所属し、 近１年間以内の分の報酬付与の申し
○たかね第二保育園
（☎７９３・６７３６）
立てを、２０２０年１月９日～３１日の間
を送付しています。
活動していただきます。
＝保育士
（常勤）
に必ず家庭裁判所へ行う
※調査は無記名です。回答は施策の
申電話で（一財）まちだエコライフ推
○しぜんの国保育園
（☎７９３・４１６９）
内報酬費用を被後見人等へ給付（予
検討のみに利用させていただき、回
進公社（☎７９７・９６１７）へ。
＝保育士
（常勤・非常勤）
算の範囲となるため該当者の人数に
答者が特定されることや他の目的に
○まちっこ保育園（☎７８５・５６５０）
問環境政策課☎７２４・４３８６
より金額が変動）
利用されることは一切ありません。
＝保育士
（常勤・非常勤）、子育て支援
※市への申し込みは報酬付与の申し
回答方法５月２１日までに同封の返信
員
（常勤・非常勤）
立て前に行って下さい。
用封筒で郵送。
○認定こども園光幼稚園（☎７９６・
申申込要項（福祉総務課に有り、町田
問子ども総務課☎７２４・２８７６
１９１２）
＝幼稚園教諭
（常勤・非常勤）
、
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
市ホームページでダウンロードも
保育士
（常勤・非常勤）
製造業の皆さんへ～ご協力をお願い
可）を参照し、１２月９日まで（必着）に
○家庭的保育室種まく人（☎７７１・
成年後見制度の利用が必要な方
します
直接または郵送で福祉総務課へ。
２４４２）
＝保育士
（常勤）
で、申立費用及び後見人等への報酬
工 業 統 計 調 査
◇
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８
の支払いが困難な場合、その費用を
問福祉総務課☎７２４・２５３７
市が負担します。
６月１日時点で、工業統計調査を実
町田市成人式
※保険者等が町田市以外の方、区市
施します。
町田市子ども・子育て会議
「二十祭まちだ」の実行委員
町村長の審判請求により成年後見人
対製造業を営む全事業所
子育て支援に関する
等が付された方及び任意後見制度の
期間５月中旬～６月下旬
当日の式典や関連イベントを企画
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
利用者は対象外です。
※調査員証を携帯した調査員が伺い
・運営する実行委員を募集します。
※詳細は、町田市ホームページをご
ます。
対１８～２０歳代で、イベントの企画・
町田市子ども・子育て会議では、子
覧いただくかお問い合わせ下さい。
問市政情報課☎７２４・２１０６
運営等に興味がある方
ども施策の中心的計画となっている
※詳細は町田市ホームページをご覧 【申立費用の助成】
「新・町田市子どもマスタープラン」
対次のすべてに該当する被後見人等
下さい。
の方 ①生活保護を受給中、または
【実行委員希望者向け～二十祭まち
準じている②住民票が町田市にあ
だ２０２０オリエンテーション】
る、または施設等への入所、入居等に
日６月１５日㈯午後２時～３時３０分ご
伴って市外に転出した方で保険者等
ろ
町田市長 石阪丈一
が町田市となっている③他の助成の
※委員を希望する方
春から初夏にかけて南からやって の「あいはら夜祭り」の開催中で、イ
対象とならない
で、参加できない場合
くる夏鳥を目当てに、新緑の大地沢 ベントの一環として、早朝６時から
内申し立て後に、申立費用のうち、診
はご連絡下さい。
を訪ねました。青少年センター本館 バードウォッチングがあり、その手
断書料・収入印紙代・郵送費・鑑定費
場市庁舎
前の山道を登り、市内最高峰、といっ 伝いをさせていただきました。
用を助成（予算額に達した場合は受
申氏名・電話番号・Ｅメールアドレス
相原地区ではイノシシの出現頻度
ても標高３６4ｍの、草戸山を目指し
付終了）
を明示し、電話またはＥメールで、文
て、アップダウンを４、５回繰り返し、 は、かなり高く、猟友会の皆さんによ
申申込要項（福祉総務課〔市庁舎７
化振興課〔二十祭まちだ実行委員会
ってワナが仕掛けられています。拓
山頂にたどり着きました。
目当ての夏鳥は、オオルリ、キビタ 殖大学の敷地にクマが出たと記され
児童育成手当 該当する方は申請を
キ、クロツグミなど。オオルリは見つ た看板も立てられています。４月の
かりませんでしたが、毎年ここにや バードウォッチングの朝にも、テン
問子ども総務課☎７２４・２１４３
ってきます。クロツグミの歌を聞き、 とおぼしき動物が２頭目撃されまし
はありません。６月に更新手続き
児童育成手当は、新年度の申請
そこここにキビタキの囀りを楽しみ た。イタチより少し大きめで、黄色み
として現況届をお送りします。
を受け付けています。
ながら頂上へ。留鳥のほうは、ヒヨド がかった体毛の色でした。
※１月２日以降町田市に転入した
新 年 度 の 資 格 は、２０１９年 度
この、市内でも自然度の高い大地
リ、メジロ、シジュウカラ、ヤマガラ、
方は、２０１９年度の所得について
（２０１８年 中 ）の 所 得 で 審 査 し ま
エナガにヒガラも囀っていました。 沢周辺地域をどうやって活用してい
情報連携制度で確認できない場
す。前年度は所得超過で支給され
アオゲラ、ウグイス、キセキレイなど くか。衆知を集めて良い企画を得た
合、１月１日に住民登録していた区
なかった方や、まだ申請していな
たくさんの囀りで賑やかな大地沢で いと思います。今年の2月には、大地
市町村から所得証明書を取り寄せ
い方等で支給対象と思われる方は
沢青少年センターの運営のあり方に
す。
ていただきます。
申請して下さい。
制度の概要、所得
「子ども・子育て会議」から答
下りは、境川の源流から沢沿いの ついて、
※所得証明書等の添付書類は申請
限度額は下表のとおりです。
道を、センターへ。この沢は、１１年前 申がなされ、現在の青少年に特化し
後に提出することもできます。
※既に受給中の方は、申請の必要
の集中豪雨で、大きな被害を出しま た施設から、もう少し広く一般利用
した。キャビンが沢の土砂崩れで壊 にシフトしていくべきとの方向性も
手当の種類と対象等
れ、沢の周囲の斜面が数か所崩れま 示されました。また、管理運営につい
名 称
対 象
支給月額
申請に必要なもの
した。その後、東京都の施工で、沢の ても市直営から、民間活力の導入へ
2001年4月2日以降に生まれた
請求者及び児童の戸籍
児童育成手当 児童を養育している、ひとり親家 1万3500円
保全工事が行われ、センターのキャ ということも提案されています。
謄本、請求者の振込先
（育成手当） 庭または父か母が重度の障がい （請求翌月から）
が分かるもの
大地沢周辺地域については、高尾
ンプ場などの安全の確保が図られま
を有する家庭
山との地続きの土地でもあり、その
した。
障がいの状況が分かる
身体障害者手帳1・2級、愛の手帳
児童育成手当 1～3度、脳性まひ、進行性筋萎縮 1万5500円 もの（手帳または所定
大地沢青少年センターを取り巻く 長い歴史を踏まえながらも、新しい
、
請求者の振
（障害手当） 症のいずれかに該当する20歳未 （請求翌月から） の診断書）
山林や登山道などの整備、保全の仕 試みをしていく時期に来ていると思
込先が分かるもの
満の児童を養育している方
事は、財団法人相原保善会の方々が っています。
2019年度
（2018年中）所得限度額表（前年度と同額）
担っています。２か月ほど前にはＪＡ
扶養親族等の数
所得限度額
堺支店で、相原保善会設立５０周年の
0人
368万4000円
記念式典も行われました。
※所得（給与所得者は給与所得控除後の
1人
406万4000円
さて、夏鳥の話題では、４月には、
額）から控除可能なものを控除して所得を
審査します。控除可能なものについては、
2人
444万4000円
渡ってきたばかりのセンダイムシク
お問い合わせ下さい。
3人
482万4000円
イを見ることができました。実は、こ
※左記の所得限度額は、一律控除額8万円
1人増えるごとに38万円加算
を加算して表示しています。
の日は、まちだ○ごと大作戦18‒20
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お知らせ
町田に静かで安全な空を返せ！

着陸訓練の禁止を要請

5月7日に防衛省から、通常は硫黄
島で実施する米軍空母艦載機着陸訓
練を、天候等の事情でできない場合
には、厚木基地で実施するとの通告
がありました。
この訓練期間やその前後には、市
内で激しい騒音が発生する傾向にあ
ります。そのため市では、同日の5月
7日に国に対し、神奈川県及び厚木
基地周辺市とともに、厚木基地にお
ける訓練の禁止を要請しました。
今後も引き続き、厚木基地周辺の
自治体と連携し、
国と米軍に対し、騒
音解消に向けて粘り強く要請してい
きます。
問企画政策課☎724・2103

境川クリーンアップ作戦
町田市と相模原市の間を流れる境
川の清掃作業を両市民が協働で行
い、地域コミュニティの育成と環境
美化・環境保全への意識を高める活
動です。
※清掃ができる服装でおいで下さ
い。
日５月２６日㈰午前９時～正午
場境川
（上流・下馬の橋～下流・高木
橋）
の１１会場
※詳細は、境川クリーンアップ作戦
実行委員会事務局（☎７８５・４３５０）
へお問い合わせ下さい。
申同作戦ホームページで申し込み
（申し込み無しでの当日参加も可）。
問下水道総務課☎７２４・４２８７

催し・講座

町田市介護人材バンク
【出張相談・求職登録会 ｉｎ 堺市民セ
ンター】
資格や経験は不問です。希望職種
や勤務形態等に応じて多様な働き方
を支援します。
対介護施設に就職を希望する方
日５月２２日㈬午後１時３０分〜４時
場堺市民センター第３会議室
※事前予約は町田市介護人材バンク

凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

へ（予約無しでの参加も可）。
問同バンク☎８６０・６４８０
（受付時間
＝ 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

地 域 介 護 予 防 教 室
【サクッと健康 超簡単メシ】
栄養バランスの取れた料理を、電
子レンジ等を使って調理します。教
室終了後も参加者と交流を継続する
内容です。
対成瀬・西成瀬・高ヶ坂・成瀬台にお
住まいの、おおむね６５歳以上の男性
（４０歳以上の方の参加も可）
日５月２５日～７月２７日の土曜日、午
後２時～４時、全１０回
場高ヶ坂公社住宅（高ヶ坂団地）
講管理栄養士・大山優花氏 他
定２０人（申し込み順）
申５月１５日午前９時～２４日午後５時
に電話で南第３高齢者支援センター
（☎７２０・３８０１）へ。
※当日及び講座に関することは、同
センターへお問い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

高齢運転者安全運転教室
町田ドライヴィングスクールの送
迎バス（町田駅発のみ）をご利用いた
だけます。運行時間・乗車場所につい
ては同スクールホームページをご覧
下さい。
※運転免許証の更新時に受講する法
定講習とは異なります。
対市内在住の車を運転する６５歳以
上の方
日６月２６日㈬午前９時１０分～午後０
時３０分
場同スクール（南大谷１－５５）
内交通安全講話、運転適性検査、実車
走行等
定２４人（申し込み順）
申５月１６日正午～６月１６日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０５１６Ｈへ。
問市民生活安全課☎７２４・４００３

血管アンチエイジング
（動脈硬化予防）講習会
対市内在住の１８～７４歳の方
日５月３１日㈮午前９時３０分～１１時
５０分
場健康福祉会館

５月３０日はごみゼロデー

美化キャンペーン

問環境保全課☎７２４・２７１１

今年は、５月２４日㈮に成瀬駅周辺
で、地域の方々・関係団体・町田サポ
ーターズの皆さんと連携し、散乱ご
み一斉清掃を実施します。
この機会に自宅周辺の散乱ごみ清
掃や定期的な清掃活動など、地域の
環境美化にご協力をお願いします。
日５月２４日㈮午後１時３０分～２時３０
分
場ＪＲ横浜線成瀬駅北口駅前広場
【清掃活動にご協力下さる方へ】
集めるごみは、公共の場所に散乱
したポイ捨てごみに限ります。拾い
集めたごみは、
自宅で「資源とごみの
出し方」
に従って分別し、通常の家庭
ごみの出し方でお出し下さい。

納付はお済みですか？

燃やせるごみ・燃やせないごみは、
有料の指定収集袋のほか、ボランテ
ィア袋もご利用いただけます。袋に
は「ボランティア袋カード」に記載の
登録番号を必ず記入して下さい。
※ボランティア袋の利用には、３Ｒ推
進課（☎７９７・７１１１）や各市民セン
ター等で事前の登録が必要です。
※資源ごみは、ボランティア袋を使
用せず、それぞれの資源の日に集積
所へお出し下さい。
※市道に放置された自転車は木曽自
転車等保管場所（☎７９１・４３６６）へ、
その他のボランティア袋に入らない
大きなごみは、道路管理課（☎７２４・
４２４５）へお問い合わせ下さい。

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

市HP 町田市ホームページ

内血管年齢・体重体組成・塩分濃度測
定（希望者のみ）、保健師・栄養士の講
話「 血 管 を 若 く 保 つ た め の 生 活 習
慣」、おすすめ献立の試食
定３２人（申し込み順）
申５月１６日正午～２３日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９０５１６Ａへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

問 問い合わせ

シスへ。保育希望者（１歳以上の未就
学児、申し込み順に各６人）は５月１５
日正午から併せて申し込みを。
問消費生活センター☎７２５・８８０５
消費生活センター

くらしに役立つ料理教室

【保存食材をおいしく調理～上手に
ローリングストック】
対市内在住、在勤、在学の方
男女共同参画週間記念講演会
日６月４日㈫午前１０時３０分～午後１
人生１ ０ ０年時代を
時
「 幸 せ 」に 生 き る 知 恵
場町田市民フォーラム
内家庭にある保存用食材を使って災
元国連職員として世界の女性支援
害時に応用できる料理について学ぶ
に携わり、テレビのコメンテーター
講町田地域活動栄養士会・村上律子
としても活躍している関西学院大学
氏
客員教授・大崎麻子氏を講師に迎え、
定２４人（申し込み順）
人生１００年時代を豊かに生きる秘訣
費５００円（材料費）
について講演していただきます。
申５月１６日正午～２８日にイベント
※お子さん連れの家族も歓迎です。
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
日６月１６日㈰午後２時～４時
場町田市民フォーラム
ベシスコード１９０５１６Ｅへ。保育希
定１８８人（申し込み順）
望者（１歳以上の未就学児、申し込み
申５月１６日正午～６月９日にイベン
順に６人）は併せて申し込みを。
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
問消費生活センター☎７２５・８８０５
イベシスコード１９０５１６Ｇへ。保育
普 通 救 命 講 習 会
希望者（６か月以上の未就学児、申し
込み順に１５人）は、６月２日までに併
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
せて申し込みを。
の方（高校生を除く）
問男女平等推進センター☎７２３・
日６月２２日㈯午後１時３０分～４時３０
分
２９０８
場健康福祉会館
暮らしのセミナー
内心肺蘇生法、ＡＥＤの使用方法、窒
人 生 100 年 時 代 を
息の手当て、止血の方法等
生 き る た め の 知 恵
※救命技能認定証を発行します。
定４０人（申し込み順）
【①元気に生き抜くために～シニア
費１４００円（教材費）
から高齢期にかけての食生活と健康
申５月１７日正午～６月１２日にイベン
の留意点】
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
日６月５日㈬午前１０時～正午
講首都大学東京大学院人間健康科学
イベシスコード１９０５１７Ｃへ。
研究科教授・篠田粧子氏
問保健総務課☎７２４・４２４１、町田消
【②来るべき震災に備えよう～恐ろ
防署☎７９４・０１１９
しさを知り、自分の身は自分で守る】
田植え体験参加者募集
日６月１２日㈬午前１０時～正午
講町田消防署地域防災係 他
市内北部にある緑豊かな小野路町
【③詐欺やだまし商法に引っかから
奈良ばい谷戸で田植えを体験しませ
ないために～手口を知り、自分をま
んか。
もろう】
※中学生以下は保護者同伴でおいで
日６月２６日㈬午前１０時～正午
下さい。
講町田警察署生活安全課犯罪抑止対
日６月１５日㈯午前１０時～午後３時、
策本部 他
集合は里山保全活動事務所（下小山
◇
田町）
対市内在住、在勤、在学の方
※田んぼに入りますので、着替えを
場町田市民フォーラム
お持ち下さい。
定各４０人（申し込み順）
定２０人（申し込み順）
申１次受付＝５月１５日正午～午後７
費１組１０００円（材料費、保険等）
時にイベシス（＝インターネット）コ
申５月１６日正午～２９日にイベント
ー ド ①１９０５１６Ｂ②１９０５１６Ｃ③
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
１９０５１６Ｄへ／２次受付＝５月１６日
ベシスコード１９０５１６Ｆへ。
正午から①５月２９日まで②６月５日
問（特）まちだ結の里事務局☎０８０・
まで③６月１９日までに、イベントダ
７４６５・７６５１、町田市農業振興課☎
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
７２４・２１６４
ひ

けつ

町田市プレミアム商品券

取扱加盟店を募集します

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。
９月中旬から予定している商品
券の販売に先立ち、商品券の取扱
加盟店を募集します。販売促進や

新規顧客の開拓、消費税率引き上
げ後の消費の落ち込みの抑制対策
として、商品券の取扱加盟店に登
録しませんか。
※申し込みは６月 1 日開始予定で
す。申込方法等の詳細は、町田市
ホームページをご覧下さい。

5月は、
「固定資産税・都市計画税」
と
「軽自動車税」
の納付月です

■納税課☎724・2121

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

催し・講座

で同センター（☎返７２４・０９０１）へ。
保育希望者（３歳以上の未就学児、各
４人〔入会説明会を除く〕、全回受講
者優先）は併せて申し込みを。
※講習会の詳細は、同センターへお
問い合わせ下さい。
問子育て推進課☎７２４・４４６８

町田ファミリー・サポート・センター

子育てのお手伝いを
し て み ま せ ん か

【保育サポート講習会】
受講後、
同センターの援助会員（有
償ボランティア）
として登録し、活動
していただきます。
対市内在住の保育サポートができる
満２０歳以上の方
※妊婦の方は、安全のため受講をご
遠慮下さい。
日・内５月２８日㈫、午前１０時～正午
＝入会説明会、午後１時～３時＝子ど
もの発達と遊び、２９日㈬、午前１０時
～正午＝保育の心、午後１時～３時＝
心・体の発達と病気、３０日㈭、午前
１０時～正午＝子どもの食事、午後１
時～４時＝普通救命講習
※初日に、
会員証に貼付する写真（縦
３㎝×横２．５㎝、裏面にボールペンで
記名、６か月以内撮影）をお持ち下さ
い。
場町田市民フォーラム
費１４００円
（普通救命講習のみ、教材
費）
申５月２５日までに電話またはＦＡＸ

国 際 版 画 美 術 館

費３０００円
申５月３０日までにイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード１９０５１０Ｈへ（同館ホームペー
ジで申し込みも可）。
◇
場同館①市民展示室②版画工房
問同館☎７２６・２８８９

【①講座受講生作品展】
２０１８年度に同館で実施した創作
講座の受講生と講師による展覧会で
す。銅版画及び木版画作品約５０点を
展示します。
※直接会場へおいで下さい。
日５月２８日㈫～６月２日㈰、午前１０
時 ～ 午 後５時（５月２８日 は 午 後１時
３０分から、６月２日は午後４時まで）
【②銅版画一日教室（ドライポイン
ト）
】
対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）
日６月２１日㈮午前１０時３０分～午後
４時
内銅版画のドライポイント技法で単
色刷りの小品（約１５㎝×１２㎝）を制
作（道具、材料は同館で用意）
講版画家・馬場知子氏
定１４人（抽選、結果は６月４日ごろ郵
送）

犬と楽しく暮らすための

基

礎

称

町田市民文学館～保育付き紙芝居上
演会

紙 芝 居・ 大 人 の 時 間

大人のための紙芝居です。
※保育希望者以外は直接会場へおい

時

対

月～金曜日（２７日～
相談時間はお問い合わせ下さい
３１日を除く）

②交通事故相談

１５日、２２日、２９日㈬

２８日㈫

⑥登記相談

１６日㈭

⑦行政手続相談

２３日㈭

⑧少年相談

２８日㈫

申し込み等
前週の金曜日から電話で予約
市内在住の方 ※５月２４日は予約受付を行いません。
次回分は５月３１日から受け付けます。
相談日の１週間前から電話で予約
電話予約制（随時）

午後１時３０分～４時

午前９時～午後４時

２７日㈪

事前に電話で八王子少年センター（☎０４２・６７９・１０８２）へ

午前９時３０分～午後４時（水曜日のみ
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎７２１・４８４２）へ
午後１時～８時
〔第３水曜日を除く〕
） 市内在住、在 ※法律相談有り＝要予約
勤、
在学の方 電話で消費生活センター相談専用電話（☎７２２・０００１）へ
午前９時～正午、
午後１時～４時
※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
午前９時～正午
（相談時間は５０分）

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。

おいで下さい
催

し

名

電話で市民相談室
（☎７２４・２１０２）へ

市内在住の方 電話予約制（次回分まで受け付け）

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
（祝休日を除く）
⑩消費生活相談
⑪空家に関する相談
（弁護士・税理士・宅地建物取引士）

検索

象

③人権身の上相談（人権侵害などの問題） １７日、２４日㈮
⑤不動産相談

ＦＣ町田ゼルビアのホームゲーム
（Ｊ２リーグ第１４節ＦＣ町田ゼルビア
対京都サンガＦ．Ｃ．戦）でマイボトル
キャンペーンを開催します。
マイボトル（水筒）を持参した方に
は、オリジナルステッカーをプレゼ
ントします（マイボトル１本につき１
枚、無くなり次第終了）。無料給水コ
ーナーも設置します。
日５月１９日㈰午後１時～４時
場市立陸上競技場イベント広場（ゼ
ルビーランド）
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

各種相談①～⑩は、
「町田市わたしの便利帳2019」52～58ページを参照

①法律相談

２１日㈫

ＦＣ町田ゼルビア＆マイボ
トルキャンペーンを実施

市HP 暮らしに関する相談

日

④国税相談

で下さい。
日６月７日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内あらしのうみのゆうれい（原作／
小泉八雲、脚本・画／諸橋精光）、おに
ぎりなっぱ（脚本・画／野村たかあ
き） 他（予定）
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は５月１５日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。

座

対犬を初めて飼育する方、これから
飼育を考えている方
日６月２０日㈭午後２時～４時
場町田市保健所（中町庁舎）
内基本的なしつけ、ブラッシング等
の手入れ方法を学ぶ
講トリマー・小野寺香織氏、ドッグト
レーナー・清峰斉仁氏
定４０人（申し込み順）
申５月１７日正午～６月１３日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０５１７Ｂへ。
問生活衛生課☎７２２・６７２７

暮らしに関する相談
名

講
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日

時

市 内 に 家 屋 を 前週の水曜日午後４時までに、電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ
所有の方（空家 ※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
・居住中問わず）税理士も同席

【コーナー掲載の申込方法】
検索
●必ず「掲載ルール」をご覧下さい。
市HP 市民の広場
●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11月15日号です。次回申込期間＝8月
15日～10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
田市ホームページでダウンロードも可）。
問広報課☎７２４・２１０１

特定の期日に行うイベント
会

場

費

用

連

絡

先

備考（対象等）

相模川にて室内鑑賞石を探そう会参加者募集気軽に ５月１９日㊐午前７時５０分集合

ＪＲ淵野辺駅南口広場

交通費実費 堀泰洋☎０９０・８６８４・４７１６

主催

社交ダンス

５月２０日㊊午後１時～２時３０分

つくし野コミュニティセン
ター

無料

高橋☎７９９・６３２５

初級の最初からスタート

５月２０日㊊午後１時３０分から

木曽森野コミュニティセン
ター

無料

上林☎７９２・１６００

ラテンプロ指導

５月２５日㊏午後２時３０分～３時３０分

和光大学ポプリホール鶴川 １０００円

語気楽会☎０９０・５３１７・７０５６

予約不要

５月２７日㊊午後１時～４時

南市民センター

無料

永山文子☎７９５・５９６６

初めての方大歓迎お気軽に

５月２９日㊌午後２時～３時３０分

生涯学習センター学習室４

２５００円

フラワーズ 西川☎０９０・６５０６・５９０７

電話で申込・未経験者歓迎

５月２９日㊌午後２時から４時過ぎ

中央図書館６階ホール

無料

田中敏雄☎７２７・０６６１

素敵な物語が集まりました

ステップ・ジョイ

シュガーレディ

女性だけのラテンダンス講習会

第２回語気楽寄席
社交ダンス無料講習会

初心者・中級以上は時間別

５月バラを使ってフラワーアレンジメント講習会！
「花いかだ」朗読発表会 「恩讐の彼方に」他４編

武相愛石会

金原亭馬久出演

春季吟詠大会・俳句、短歌、漢詩の吟詠など

６月２日㊐午前１０時～午後４時

成瀬コミュニティセンター 無料

川添☎７２８・０４６８

主催

ポールウォーキングで健康寿命を延ばしましょう

６月３日㊊午前１０時～正午

町田シバヒロ

前田☎７２４・３４５１

ポールレンタル代５００円

６月９日㊐午後１時３０分～４時

和光大学ポプリホール鶴川 無料

長唄三精会・井上☎７２４・４０２５

長唄は歌舞伎伴奏音楽です

６月９日㊐午後２時３０分開場３時開演

ひなた村カリヨンホール

無料

町躍皷事務局☎０７０・５５４３・０２８５

会場へ直接お越し下さい

１２００円

長唄合同演奏会

唄と三味線の発表会

第３６回定期和太鼓公演

町躍皷演目発表会

無料

町田市吟詠連盟

６月１４日、２８日、７月１２日午前１０時～

町田市民フォーラム

町田友の会・安藤☎７９７・８７８６

定員８人・１回は５００円

そば打ち体験と試食を楽しむ

６月１６日㊐午前１０時～正午

町田市民フォーラム調理室 ８００円

おやじクラブ・玉木☎０８０・１２８４・２４２９

初めての方大歓迎、要連絡

くるみ会ダンスパーティー（ミキシング有）

６月１６日㊐午後１時３０分～４時

木曽森野コミュニティセン
ター

北村☎７２５・７９７０

お待ちしてます

カントリー＆ウェスタン音楽演奏会

６月２３日㊐午後２時～４時

鶴川市民センター大ホール 無料

ＨＴＭ成澤☎０９０・９２０８・６３０８

カントリーダンスあります

家計ラボ

マンツーマンで家計のお悩み解決

５００円

2019年度 町田市成人健康診査・がん検診のご案内は次号の「広報まちだ」
でお知らせする予定です。 問 健康推進課 ☎ 725・5178
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町田市イベントダイヤル ☎042・724・5656（電話受付時間＝午前7時〜午後7時）番号間違いにご注意下さい

仲
サークル名・活動内容
さざなみ 現代社会の動きを学ぶ
激動する世界と日本の平和を考える会
話し方・聴き方を学ぶ会
町田話し方勉強会 大勢の前で話す会
男性料理教室クック・マスターズ
男の料理教室 さるすべり会
キッチン２１男性料理教室
実践ビジネス英語学習会 皆で脳活！
アリス英会話・米国教師初～中級会話
ハローに続け 初・中級英会話
英会話ガーベラ 学び直す楽しい英語
英会話サークル 話せる機会が沢山
英会話デイジー初心者の為に新規開始
かりんの会 一緒に英字新聞を読む
さるびあ～中国語 中級・上級会話
楽書会（書道）
実務書道クラブ～書道一般・ペン字
よそおい・着物着つけ基礎から手結び
楽楽フラワーアレンジ・一日体験も可
俳諧プラザ 俳句を学び、俳句で学ぶ
歩み句会～初心者俳句講座生募集
波俳句会 町田支部 句会
花づな・香雨支部俳句会
俳句の森 ５７５で若々しさを保つ
暦日町田俳句会 毎月句会
吟詠吟成会・声の衰えを防ぐ詩吟教室
きさらぎ会 発声練習と詩吟
岳精流日本吟院・健康に良い詩吟教室
大声を出し心と体に刺激を与う詩吟
詩吟成瀬会・心と体に健康一生の詩吟
吟詠洋風会腹式呼吸と大声で健康増進
詩吟愛好会 腹式呼吸でストレス解消
忠生誠吟会・大声でストレス発散詩吟
詩吟春風会 大きな声でのど鍛えよう
詩吟幸風会・健康は大きな声と筋力で
短歌会たまがわ～初心の方も大歓迎
町田詩話会 誰でもが楽しく書ける場
創２０年シェイクスピアを原書で楽しむ
シェイクスピア・ファクトリー
原文で読む源氏物語の会
土曜古文書の会～古文書の解読勉強
ちはや会 百人一首かるた会
高砂かるた会（百人一首かるた練習）
日本舞踊サークル ひのきの会
フラサークル・アロアロ
フラサークル ノヘア
フラサークル ピカケ
フラサークル レフアフラクラブ
レイアロハ（フラダンス）
ニューリーフ 社交ダンスサークル
レクダンス たんぽぽ
レクダンス ひまわり
スクエアダンスで頭と体のストレッチ
スクエアコスモス スクエアダンス
ヒカリ車いすダンスサークル
南粋連（阿波踊り・三味線篠笛太鼓）
金井太極拳・気功クラブ
武術太極拳 拳（こぶし）
やえの会楊名時健康太極拳と詩吟の会
桜台太極拳クラブ 初心者の方どうぞ
健康太極拳・町田太極拳愛好会
ｃｌｕｂヨギーニ（陰ヨガも有り）
ヨーガグループ・ルーナ
スポーツ吹矢 金井まちだ支部
「カスタネット」軽体操、骨盤体操も
さくら健康体操の会 楽しく元気に
ロコモ予防で健康長寿！！真向法＋貯筋
五月の会 月１回のウォーキング
まちだポールウォーキングクラブ
ハイキングクラブ山ぼうし
山登りとハイキングを楽しむ会
一輪車サークル メリーゴーランド
町田混声合唱団
男声合唱団「鶴川メンネルコール」
ほがらかコーラス
コーラス 銀鈴会
鶴川歌のアルバム みんなで歌う会
コーラスけやきの里（女性合唱）
なでしこハーモニー町田
女性合唱コーラスはづきⅡ
金井コール・楽しく歌う女性コーラス
混声合唱 コーラスみずき
町田ボイストレーニング＆歌声ポプリ
モロカイウクレレクラブ
ギター・ウクレレソロ・スターダスト
鶴川クラシックギター愛好会
アンサンブル・ジョイ～楽器演奏
トライアド
水彩画教室 こだまの会 お気軽に！
彩輝会・デッサンと水彩・随時体験可
木曜会 水彩画教室
ミナクール絵を楽しむ会 水彩画
映画ファン～鑑賞とディスカッション
棋友会…なごやかに楽しめる囲碁会
囲碁サークル・町田石心会
成瀬囲碁クラブ
レディース囲碁・棋友会
囲碁～同人会
町田写真研究会 講師は熊切大輔先生
写真同好会 フォト・キャッツアイ
町田地図を楽しむ会 今尾恵介先生と
町田紙飛行機倶楽部
町田野鳥の会 バードウォッチング
相原マジッククラブ（楽しい手品）
生活雑貨に楽しくトールペイント

５分でわかる町田のストーリー

間

に

活動日時
毎月第３㊋午前１０時～午後０時３０分
毎月第３㊋午後６時３０分～８時３０分
毎月第１・３㊎午後７時～８時３０分
毎月第３㊏午後１時３０分～３時３０分
毎月第２㊌午前９時～午後３時
毎月第４㊍または㊎午前１０時～午後２時
毎月第２㊊午前１１時～午後２時
毎月第１・３㊎午後２時～４時
月４回㊎午後７時～８時３０分
月３回㊊午前１０時～１１時３０分
毎月第１・３㊍午後１時３０分～３時３０分
月４回㊋午前１０時～１１時３０分
毎週㊋午後６時３０分～８時
毎月第１～３㊎午前１０時～１１時３０分
毎週㊐午後１時３０分～３時３０分
毎月第１・３㊌午前９時～１１時３０分
月２回㊍午後１時～３時、３時～５時
月２回㊋午前９時４５分～１１時４５分
毎月第２㊍午後２時または㊎午前１０時
毎月第２㊏午後２時～５時
毎月第１㊋午前１０時～正午
毎月第１・３㊊午後１時～５時
毎月最終㊎午後１時から
毎月第２㊊午後１時～４時
毎月第４㊐午後１時３０分～５時
毎週㊋午後１時～３時
毎月第１～３㊎午後１時～３時
月３回㊋午後１時１５分～４時３０分
月３回㊎午後１時３０分～４時
毎週㊏午後７時～９時
毎月第１～４㊎午前９時３０分～正午
毎週㊏午後１時３０分～４時
月３回㊋午前１０時～正午
毎週㊌午前９時３０分～正午
毎週㊍午前９時３０分～正午（月４回）
毎月第３（１・１２月は第２）㊐午後１時～５時
毎月第４㊌午後２時～５時
毎月第２・４㊊午後１時３０分～４時３０分
毎月第２・４㊎午後１時３０分～５時
月２回㊎午後１時３０分～３時３０分
毎月第２㊏午後１時３０分～４時
毎月第２㊏午後１時３０分～４時３０分
毎月第２・４㊍午後１時３０分～５時
月２回㊏午後１時～３時
毎月第２～４㊍午後１時３０分～５時
月３回㊍午後６時～８時
月３回㊏午前１０時～正午
月３回㊍午前１０時～１１時３０分
月４回㊊または㊎午後１時～２時３０分
毎週㊌午後７時～９時１５分
毎週㊏午前９時４５分～１１時５０分
毎週㊍午前９時４５分～１１時５０分
毎週㊏午後６時～８時３０分
月３回㊍午後１時～３時
月２回㊐午後３時～６時
毎週㊏㊐（電話・ＨＰで要確認）
月４回㊎午後１時～３時
毎週㊎午前１０時～正午または午後１時～３時
毎週㊊午後１時～４時
毎週㊌午後１時３０分～３時３０分
毎週㊍午前１０時～１１時４５分
月２回程度、主に㊏夕方
毎月第２・４㊎午前１０時～１１時３０分
月４回㊎午後３時３０分～５時
毎週㊌午前１０時～１１時３０分
月３回㊎午後１時３０分～３時
毎週㊍午前１０時～正午・午後２時～４時
毎月１０日前後（２月、１２月はお休み）
毎月第２・４㊏午前１０時～１１時３０分
毎週㊏・㊐ 平日もあり
毎月第１㊋定例会、月２～３回山行
月２～４回㊏午後１時３０分～３時３０分
毎週㊎午後７時～９時
毎週㊍午後３時３０分～６時
月４回㊊午前１０時～正午
月２回㊊又は㊋午前９時４５分～１１時４５分
月１回㊎午前１０時～１１時４５分
毎週㊍午後２時～４時
月３回㊌午前１０時～正午
毎月第２・４㊋午前１０時～正午
毎月第２・４㊋午前１０時～正午
月３回㊊午前１０時～１１時４０分
月１回㊋午後２時～４時
毎週㊏午前９時３０分～正午
月１回㊋午後１時～４時３０分
毎月２回㊏午前または午後
毎月第２・４㊊午後１時～５時
毎月第２・４㊏午前９時～正午
毎月第１・３㊌午前９時３０分～正午
毎月第２・４㊋午前１０時～正午
毎月第４㊍午後１時～４時
毎月第２・４㊌午後１時～５時
毎月第２・４㊋午後２時３０分～４時
毎週㊐午後１時～５時
毎月第１～４㊍午後１時～５時
毎週㊋午後１時～５時
毎週㊋午後１時～５時
毎週㊌午前９時～正午
奇数月第４㊍午後６時から
毎月第２㊏午後１時～５時
毎月第１・３㊌午前１０時～正午
毎月第２㊐午前９時３０分～１１時３０分
毎月第２㊐午前８時３０分～１１時
毎月第２・４㊋午後１時３０分～３時３０分
月１回㊋午前

定期的に開催するサークル活動の会員募集
会
場
生涯学習センター
生涯学習センター
町田市民文学館他
原町田３丁目会館
町田市民フォーラム３階
町田市民フォーラム調理室
町田市民フォーラム調理室
せりがや会館
わくわくプラザ町田
生涯学習センター他
生涯学習センター他
生涯学習センター他
町田市民文学館他
生涯学習センター他
なるせ駅前市民センター
生涯学習センター他
生涯学習センター
生涯学習センター他
木曽山崎コミュニティセン
ター
生涯学習センター
生涯学習センター他
町田市民フォーラム他
すずかけ会館
生涯学習センター
生涯学習センター
鶴川市民センター
金井クラブ
生涯学習センター
生涯学習センター
成瀬コミュニティセンター
成瀬コミュニティセンター
成瀬コミュニティセンター
忠生市民センター
成瀬コミュニティセンター
成瀬コミュニティセンター
なるせ駅前市民センター
町田市民文学館
町田市民フォーラム他
町田市民フォーラム
つくし野コミュニティセン
ター他
生涯学習センター
生涯学習センター
生涯学習センター和室
木曽山崎コミュニティセン
ター
町田市民フォーラム
わくわくプラザ町田他
木曽山崎コミュニティセン
ター
生涯学習センター他
町田市民フォーラム4階
木曽山崎コミュニティセン
ター
鶴川市民センター
鶴川市民センター
南市民センター
成瀬コミュニティセンター
サン町田旭体育館多目的室
町田第一中学校
金井クラブ
わくわくプラザ町田他
南大谷さくら会館
忠生市民センター
市立総合体育館第一武道場
生涯学習センター
生涯学習センター他
金井クラブ
わくわくプラザ町田他
鶴川市民センター
町田市民フォーラム３階和室
町田市近郊
鶴川駅付近、鶴見川遊歩道
丹沢、奥多摩他
町田市民フォーラム他
ひなた村他
町田第一中学校
鶴川２丁目団地集会所
ひなた村
木曽森野コミュニティセン
ター
和光大学ポプリホール鶴川
成瀬コミュニティセンター
成瀬コミュニティセンター他
生涯学習センター他
金井クラブ
三輪コミュニティセンター
和光大学ポプリホール鶴川
生涯学習センター他
鶴川市民センター音楽室
和光大学ポプリホール鶴川
成瀬コミュニティセンター
つくし野コミュニティセン
ター
生涯学習センター
生涯学習センター８階学習室
生涯学習センター美工室他
わくわくプラザ町田他
生涯学習センター他
本町田都営アパート集会所
生涯学習センター他
なるせ駅前市民センター
鶴川さるびあ会館
生涯学習センター
生涯学習センター
なるせ駅前市民センター
生涯学習センター学習室他
ひだまり荘他
忠生公園
堺市民センター会議室
なるせ駅前市民センター

5月は「職員募集」

費 用
入会無料・月２０００円
入会無料・年２０００円
入会無料・月２０００円
入会無料・月３００円
入会１０００円・月１０００円
入会無料・月１５００円
入会無料・月１５００円
入会無料・月２００円
入会２０００円・月３０００円
入会１０００円・月３０００円
入会無料・月２０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会１０００円・月３０００円
入会１０００円・月３０００円
入会無料・月２５００円
入会無料・月３５００円
入会無料・月１０００円
入会１０００円・月無料
入会無料・月１０００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月１２００円
入会１０００円・月１０００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月３０００円
入会１０００円・月３０００円
入会１０００円・月３０００円
入会１０００円・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月５００円
入会無料・月１０００円
入会１０００円・月３０００円
入会無料・月無料
入会１０００円・月１０００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月２００円
入会無料・１回５００円
入会２０００円・月３０００円
入会無料・月２５００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月２０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会２０００円・月３５００円
入会１０００円・月２０００円
入会１０００円・月２０００円
入会無料・月１５００円
入会無料・月２０００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月３０００円
入会２０００円・月２５００円
入会１０００円・月２５００円
入会無料・月１５００円
入会無料・月１５００円
入会無料・月無料
入会無料・月２０００円
入会無料・月２０００円
入会１０００円・月２０００円
入会１０００円・月２０００円
入会２０００円・月２０００円
入会１０００円・年１０００円
入会無料・月無料
入会１０００円・月８００円
入会１０００円・月５００円
入会無料・年３５００円
入会５００円・月３５００円
入会１０００円・月２０００円
入会１０００円・月３０００円
入会無料・月１１００円
一回１０００円
入会１０００円・月３５００円
入会無料・月３５００円
入会無料・月３０００円
入会１０００円・月２０００円
入会５００円・月３５００円
入会無料・１回１５００円
入会無料・月３０００円
入会１０００円・３ヶ月１０００円
入会無料・月１０００円
入会１０００円・月５００円
入会無料・月５００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月３５００円
入会１０００円・月１０００円
入会無料・月１５００円
入会無料・月１５００円
入会無料・月５００円
入会無料・月４００円
入会無料・月３００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月５００円
入会無料・月１５００円
入会無料・月７００円
入会無料・月２５００円
入会無料・年２０００円
入会無料・月１００円
入会無料・月１０００円
入会１０００円・月２０００円

連 絡 先
横田☎７２３・２０１９
齊藤☎７２７・８４４１
田村☎０９０・８８４４・９８０１
加賀谷幸子☎７２３・３５２９
橋本☎返７２５・９５０７
長谷川文男☎７２５・７４８２
徳弘☎０９０・４４１７・９１６２
村田稔尚☎８１２・９６２０
河野☎７３６・８５４８
ナカジマ☎７３４・３７３０
ガーベラ☎８１２・０１９３
武藤☎０９０・７２０６・２７４４
加茂☎０９０・７８３０・６４５６ 要電話
森☎０８０・８７４７・４２１１
上野義人☎７９６・７０３７
小島愛子☎７２３・２７３５
中村☎０９０・２７６６・１５０６
齊藤さゆり☎７３６・６７２８
八木沢☎０９０・８０４６・５９３５ 要電話
田中☎７２６・５９６４
歩み句会・金子☎７９１・１９４７
原口☎返７２６・２０３５
武部和夫☎７９５・６１９３
河野奉令☎７２６・５２６３
中村☎７２５・８４３５
木内☎７３４・５９５０
きさらぎ会☎７３５・７９７６
小磯☎０８０・１０４６・３９６６
武藤☎０９０・６４８４・５１３２
宮﨑☎７２３・３７０１
鈴木☎７２６・５５７５
白木☎７２３・７０８４
白石☎７３６・０８７７
松沢☎７２２・１０８８
小市☎７２６・１５２８
杉本信道☎返７２０・６８２０ 留守電あり
宮﨑亨☎７７２・５１３５
三樹☎８１０・２６２９
スギシタ☎７２１・４５００
德永☎７９６・３９５８ 不在時は留守電
土曜古文書の会☎７８８・３５８５
𠮷川☎返７２２・６３７０
雨宮☎０９０・４９２７・３１５８
正木☎０７０・６５５６・１１６５
泉悦子☎７２３・１２２０／０９０・９１５６・９６７９
ノヘア☎０９０・８７５３・０４１９
池田☎０９０・７２４５・１５０１
小林良子☎０９０・７２１９・４２７０
泉☎０８０・４３５６・１１７１
柴田☎７９２・６５５５
木原☎０９０・４９４７・６４２１
今井☎０４４・９８８・５４９１
中島☎７２５・１４１６
有村☎７９１・１９８０
丸山☎０９０・３５２５・０８４３
若見☎０８０・６５４３・３６７７
徳永☎７３６・９３５０
伊藤奈保美☎７３６・６８３４
篠田八重子☎７２５・８２７９
高橋☎７９７・８４８８
小泉☎７２７・０９８４
山西☎０９０・２４９２・３１６７（要電話予約）
加藤☎０８０・３６９０・３７４７
伊藤☎７３６・７９２７
枝松☎７２８・０６４７ 要電話受付
後藤☎７３５・１８６５
佐藤☎０９０・９００２・６５４３
鵜飼孝治☎０８０・３５００・７６３１
大石☎０９０・５８２８・７４５１ 要電話
萩生田☎０９０・８６４５・７１６４
町田山百合の会・大野☎７９１・５０３１
迫田☎０９０・４３６０・８３５１
江川☎７９３・２１１６
山田☎７３５・６２７５
諏訪康江☎７２２・１８５３
清水弘☎７２２・６７１３
村上☎７３５・５０３２
井上慶子☎７２１・７９５１
神崎芳江☎７９６・１６５１
高木☎７９６・８８３７
半田暁穂☎７３７・４５３６
重永良和☎返０４４・９８７・６３１７
中野☎０８０・６６１８・３３８７
イクタ☎０９０・４９２４・６４３８
カラサキ☎７３４・４７２７ ※留守電
笹川☎７３４・３５９４
鈴木☎７９６・５２２６
柴田忠治☎０９０・４４１６・５７６６
坂見博俊☎７２８・６３３３
彩輝会・荒田康子☎返７９５・７３５８
呉貞子☎７２８・１２４７
林原☎０９０・５２１６・４２７８
クリーム・ティー☎７９７・６４８８
金丸務☎７２６・１４３５
等々力☎７９６・３０１４
吉田尚弘☎７２６・１１２８
柴田☎７３５・８４６６氏名連絡先を留守電へ
中西☎０９０・７８３１・５０５１
孫田☎７９３・９１１５
近藤輝機☎０８０・５６７５・３５５２
村山☎７２３・９００８
高橋☎返７９３・４０３５
森下☎０７０・１４７６・３３７７
キワダ☎０９０・６１９７・０９２０
渡辺☎０８０・５４７６・３２４７

備考（対象等）
但し２月、８月は休み
激動する世界に興味ある方
コミュニケーションの勉強
会社リタイア組男性の会
お気軽にご参加下さい
シニアの親睦を図る催しも
いつでも見学や入会可
楽しく学びます体験無料
体験５００円・外国人講師
問い合わせ午後７時以降
体験無料、お気軽にどうぞ
５月２１日文学館第５会議室
６月７日無料見学会 要予約
心豊かな人生を楽しむ会
初めての方も！無料体験有
いつでも見学大歓迎
会費無料、材料費のみ
お気軽においで下さい
俳句を基礎から学びます
初心者歓迎、見学可
見学歓迎、すずかけ台駅前
句会を体験してみませんか
出席した時のみ会費有り
無料講習・見学随時
無料体験あり
初心者の方歓迎します
初心者の方歓迎します
楽しい詩吟は一生の友です
見学者歓迎
大声で心身リラックス体験
楽しい仲間と健康詩吟
大きな声で筋力をつけよう
美しい日本語を学ぶつどい
作品の発表とレベルアップ
オセロ会読を開始しました
シェイクスピアを原書で
竹河～宇治十帖へ入ります
歴史３７年の楽しい会です
６月８日有、小学生～
正座ができなくても大丈夫
見学体験可（５月２５日有）
見学第２・４㊍にどうぞ
初心者歓迎 体験見学無料
体験無料・初心者歓迎！
ベーシックからしっかり
無料体験５月２４日午後１時
多少経験のある男性歓迎
楽しく踊り、健康作りを！
楽しく踊り、健康作りを！
初心者老若男女大歓迎！
６月１３日、２０日体験有
車いすダンスを始めよう！
踊りは３５歳程度まで
楽しい仲間が待っています
随時見学可（無料）要連絡
体を動かし声を出し健康に
足裏使って練習してます
初心者歓迎・見学ＯＫ
ブログ有、１回１０００円
初心者・女性の方歓迎です
毎回見学や無料体験歓迎！
中高年向き 見学者歓迎
指導：町田リズム運動連盟
６月６日㊍ロコモ体操体験会
お気軽にどうぞ 見学ＯＫ
参加費１回５００円
近郊の山登りを楽しむ方
ご一緒に歩きませんか！
小２～ 見学体験歓迎です
７月６日に定演があります
http://www.tsurumen.net/
見学はいつでもどうぞ
見学ＯＫお待ちしています
６月７日、７月５日㊎
合唱曲唱歌 見学可電話可
見学ご自由においで下さい
練習５月２０日、２７日
発声でアンチエイジング
見学随時、要事前連絡
広報紙の件と言って下さい
老若男女を問わず歓迎
楽器多少経験者ベース他
一緒に練習しましょう
初心者歓迎・見学ＯＫです
体験大歓迎・体験費１０００円
花果実野菜、その他の写生
初心者歓迎楽しい時間を！
シネマ好き大歓迎です
初級者・女性の方も歓迎
中・上級者歓迎
初心者・男性も大歓迎４名
初心初級・女性・見学歓迎
初心者の方もどうぞ！
地図を囲み盛り上がります
一緒に作って飛ばそう
初心者歓迎 見学ＯＫ
初心者歓迎（かくし芸に）
手ぶらで体験お気軽に

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

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
車ごと出店できる！

まちエコ・フリーマーケット
出
店
者
募
集

家庭で不要になったものをリユー
ス
（繰り返し使う）
するフリーマーケ
ットの出店者を募集します。
日６月９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
定４０台
（申し込み順）
費２０００円
申５月３１日までに直接または電話で
（一財）まちだエコライフ推進公社

（木曽東２－１－１、
☎７９７・９６１７）
へ。
※詳細は同公社へお問い合わせ下さ
い。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

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。
【市役所まち☆ベジ市】
日５月２０日㈪午前１１時～午後１時
場市庁舎前
【日曜朝市】
日６月２日㈰午前７時～８時
場教育センター駐車場
◇
問農業振興課☎７２４・２１６６

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
【２歳児あつまれ！
「春」をあそぼ！】
対２歳児とその保護者日５月２３日㈭
午前１０時３０分～１１時３０分場同館２
階大会議室内絵本、
紙芝居、わらべう
た遊び等
●大地沢青少年センター☎７８２・
３８００
【①親子陶芸教室】
マグカップやお皿を作りませんか
対市内在住、
在学の小学生で、陶芸初
心者の親子日６月２日、７月７日、いず
れも日曜日午前９時３０分～午後０時
３０分、全２回場同センター／ＪＲ横浜
線相原駅西口～同センター間の無料
送迎バスを運行します内１日目＝粘
土を成型、２日目＝絵付け定３０人（抽
選、結果は５月２４日ごろ発送）
費１人
６００円
【②川上村子ども自然体験塾（農業
編）
】

対市内在住、在学の小学４～６年生日
６月１５日㈯午前７時４０分～１６日㈰
午後４時３０分、１泊２日宿泊先町田市
自然休暇村（長野県南佐久郡川上村）
／集合・解散は大地沢青少年センタ
ー第１駐車場内川上村でレタスの作
付けから収穫、配送までの流れを体
験・見学し、山村での生活を学ぶ定
３０人（抽選）費５０００円（宿泊費、１日
目昼食～２日目昼食、体験料等含む）
◇
申ハガキに①「親子陶芸教室申込」②
「川上村子ども自然体験塾（農業編）
参加申込」と書き、参加者全員の住所
・氏名（ふりがな）
・電話番号・年齢（学
年）
・性別、①のみ送迎バスの利用の
有無を明記し、①５月２１日まで②５
月２５日まで（いずれも必着）に大地
沢青少年センター（〒１９４－０２１１、
相原町５３０７－２）へ

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。

●環境省～熱中症対策シンポジウム
医学やスポーツ、暮らしの専門家
が、熱中症の基礎的な知識や夏の快
適な暮らし方等の役立つ情報を提供

急病のときは

他の医療機関につなげる場合があります。

毎日
日曜日
祝休日
診療日

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）
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
午前9時～午後4時30分（電話受付は午前8時45分から） （下地図参照）
診療時間

診療科

15日㈬

医療機関名（所在地）

電

町田病院（木曽東4-21-43）

16日㈭ 午後7時～翌朝8時
17日㈮

内科系

18日㈯ 午後1時～翌朝8時

午前9時～午後5時
19日㈰

内科

話

☎789・0502

ふれあい町田ホスピタル
（小山ヶ丘1-3-8） ☎798・1121
あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

園田クリニック（南成瀬1-8-21）

☎739・7322

よこやま内科（原町田4-2-2）

☎794・6211

伊藤診療所（鶴川4-35-2）

☎735・0166

耳鼻科 まちだ耳鼻咽喉科（木曽西2-17-26） ☎794・6108
☎722・2230

内科系 町田市民病院（旭町2-15-41）
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

20日㈪

多摩丘陵病院（下小山田町1491）

☎797・1511

21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

24日㈮

あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

25日㈯ 午後1時～翌朝8時

南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

午前9時～翌朝9時

22日㈬ 午後7時～翌朝8時

外科系

内科系

宮崎クリニック町田（金森3-23-1） ☎795・2610
午前9時～午後5時
26日㈰

内科

玉川クリニック（玉川学園7-5-6）

☎725・8207

相原医院（相原町1241-8）

☎773・6724
☎722・2230

内科系 町田市民病院（旭町2-15-41）
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

27日㈪

多摩丘陵病院（下小山田町1491）

☎797・1511

28日㈫

町田慶泉病院（南町田2-1-47）

☎795・1668

午前9時～翌朝9時

外科系

29日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

30日㈭

ふれあい町田ホスピタル
（小山ヶ丘1-3-8） ☎798・1121

31日㈮

あけぼの病院（中町1-23-3）

休日応急
歯科診療
障がい者
歯科診療

☎728・1111

町田市歯科医師会休日応急歯科・障がい者歯科診療所
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
午後4時30分まで）
☎725・2225
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）
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～翌朝８時

土・日曜日・祝休日・年末年始

午前 ８ 時～翌朝８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

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

至町田

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）。
問広聴課☎724・2102

健康福祉
会館

コンビニ

至金森

町田市イベントダイヤル・申込システム

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
※いずれの医療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。専門的治療については、 信しています。

小田急線

培講義とお手入れ体験講町田ばら会
・西尾譲司氏定３０人（申し込み順）費
大人８００円（保険料込み）
【④山仕事体験プログラム】
対小学４年生以上の方（保護者同伴
の 場 合 は 小 学４年 生 未 満 の 参 加 も
可、大人１人での参加も歓迎）日６月
１５日㈯午前９時～正午内野津田公園
の植物の植生管理と観察会講（有）植
生技術代表・三瀬章裕氏定２０人（申
し込み順）費大人５００円、小学４～６
年生３００円（保険料・材料費込み）／
小学４年生未満は１人まで無料、２人
目からは１人につき３００円必要
◇
申①③④５月１５日から電話で野津田
公園へ（受付時間＝午前９時～午後５
時、土・日曜日も可）②直接会場へ
●小野路宿里山交流館☎８６０・４８３５
【うどん作り教室】
日６月１２日㈬午前１０時３０分～正午
定８人（申し込み順）費１０００円（材料
代）申５月２９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１９０５２９Ｂへ
【小野路宿寄席】
直接会場へおいで下さい日６月２１
日㈮午後１時３０分～４時ごろ（受け
付けは午後１時から）演目六代目古今
亭今輔の独演会、高楽亭一柳・花見亭
一平の落語等定４０人（先着順）

します。申込方法等の詳細は環境省
ホームページを参照日６月２日、３日、
午前１０時～午後３時３０分ごろ（途中
入退場可）場町田市文化交流センタ
ー申5月30日午後５時まで問平成３１
年度熱中症対策シンポジウム事務局
☎０３・６２６４・６４３３

至旭町

●かしの木山自然公園☎７２４・１６６０
【自然観察会～春の自然観察会】
日５月１９日㈰午前９時３０分～１１時
（雨天中止）
／集合はかしの木山自然
公園管理事務所前
（駐車場無し）
●野津田公園☎７３６・３１３１
【①農作業体験教室～さつま芋の根
付け】
対小学４年生以上の方（保護者同伴
の 場 合 は 小 学４年 生 未 満 の 参 加 も
可、大人１人での参加も歓迎）日５月
１８日㈯午前９時～正午定２０人（申し
込み順）費大人５００円、小学４～６年
生３００円（保険料・材料費込み）／小
学４年生未満は１人まで無料、２人目
からは１人につき３００円必要
【②ばらまつり】
約８４０株のばらが見ごろです日５
月２５日㈯、２６日㈰、午前１０時～午後
３時／会場は野津田公園ばら広場内
ボトルフラワー作り、ミニアレンジ
メント、ボランティアによる広場ガ
イド、アルプホルン演奏（２６日午後１
時３０分から）定ボトルフラワー作り
・ミニアレンジメント＝各２０人（先
着順）費ボトルフラワー作り＝３００
円、
ミニアレンジメント２００円（保険
料込み）
【③ばらの魅力に触れよう！栽培講
座とお手入れ体験】
日５月２６日㈰午前１０時～正午／会
場は野津田公園ばら広場内ばらの栽

情報コーナー

23日㈭

イベントカレンダー

7

2019．5．15

8

2019．5．15

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。

南町田拠点創出まちづくりプロジェクト

問都市政策課☎７２４・４２４８

「南町田グランベリーパーク」11月にまちびらきが決定 !

市と東京急行電鉄（株）が協働で進めている南町田拠点創出まち
づくりプロジェクトでは、
「南町田グランベリーパーク」のまちび
らきを１１月とすることを決定しました。これに合わせて、鶴間公
園、商業施設の全店舗及びパークライフ・サイトのまちライブラリ
ー、カフェ、子どもクラブがオープンします。また、スヌーピーミュ
ージアムは１２月に開館します。

北口広場
東急田園都市線

鶴間公園

南町田駅

境

グランベリーパーク
（商業施設）

国

道

16

号

線

国

道

24

6号

線

川

パークライフ・サイト

©Peanuts Worldwide LLC

「南町田グランベリーパーク」全体イメージ

まちのロゴマークも決まりました

大空に向かって伸びやかに育つ大きな樹をモチーフとして、自然と賑わいが融合
した新たなまちの魅力を表現しています。ロゴマークを彩る４色には、自然の豊かさ
を表す「フォレストグリーン」、ゆとりや憩いを表す「ナチュラルグリーン」、人々の笑
顔や温もりを表す「ヒューマンイエロー」、発見と驚きを表す「サプライズピンク」の
意味が込められています。

問市民協働推進課☎７２４・４３６２

１２月１日㈰に開催する市民協働フェスティ
バル「まちカフェ！」は、市内を中心に活躍す
る町内会・自治会やＮＰＯ法人、ボランティア
団体などが一堂に集うイベントです。今回、実
行委員会の設立に先立ち、準備会を開催しま
す。
出展を考えている団体や、企画・ボランティ
アとして携わりたい方のご参加をお待ちして
います。
詳細は、
町田市ホームページをご覧下さい。
日６月１３日㈭午後６時３０分～８時
場市庁舎
申団体名
（団体として参加する場合）
・氏名・電
話番号・Ｅメールアドレスを明示し、６月７日午
後５時までに電話またはＦＡＸで市民協働推進
課
（☎７２４・４３６２返０５０・３０８５・６５１７）へ。

「まちだ赤ちゃんテント」の貸し出し
を始めます
問子ども総務課☎７２４・２８７６
市では、保護者が安心して乳幼児を連れて外出
できるよう、市内の商業施設等に「赤ちゃん・ふら
っと」
（授乳、調乳、おむつ替え等ができるスペー
ス）の設置を促進しています。
このたび、
移動版
「赤ちゃん・ふらっと」
として、
「ま
ちだ赤ちゃんテント」のイベント主催者への貸し出
しを始めます。
イベント等で、
ぜひご活用下さい。
対次のすべての条件を満たすイベントを主催する
方 ①市内で開催される②乳幼児を連れた保護者 授乳及び調乳・おむつ
が参加できる③特定の政治、思想または宗教の活 替えスペース一体型テ
動を目的としない④法令または公序良俗に反しな ント 他に分離型テン
トもあります
い
貸出場所子どもセンターばあん・ただＯＮ・まあち
申各子どもセンターに電話で予約（ばあん☎７８８・４１８１、ただＯＮ☎７９４
・６７２２、まあち☎７９４・７３６０）。
※詳細は、まちだ子育てサイトをご覧下さい。

「町田市仕事と家庭の両立推
進企業賞」受賞企業が決定

ふるさと納税に係る指定制度創設に伴い

町田市民が町田市に寄附をした
場合の返礼品等の提供を終了

問男女平等推進センター☎７２３・２９０８

市では、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ
ランス）の効果的な推進を目的として、従業員の
仕事と家庭の両立を支援し、男女ともに働きや
すい職場環境づくりを積極的に進める市内企業
を表彰しています。
このたび、オーディオアンプ等を製作するＫＲ
ＹＮＡ（株）が「町田市仕事と家庭の両立推進企業
賞」を受賞し、４月９日に表彰式を行いました。
【取り組み内容】
男性の育児休業取
得の推奨のほか、音
楽鑑賞休暇や本人・
家族の誕生日休暇な
ど独自の休暇制度を
設けることで、仕事
と家庭のバランスに 左から、ＫＲＹＮＡ（株）代表取
配慮
締役・伊奈良華氏、
石阪市長
広

問財政課☎７２４・２１４９

４月の地方税法等の一部を改正する法律の制定に
伴い、ふるさと納税に係る指定制度が創設されまし
た。
市では、指定制度に基づくふるさと納税を実施す
るため、５月３１日をもって市民の方に対する現行の
返礼品等の提供を終了します。ただし、下表の寄附の
使い道に対するお礼の品は、指定基準の返礼品等に
該当しないため、６月以降も提供します。手続きの詳
細は６月１日以降の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６月から配布
するパンフレット（２０１９年６月版）をご覧下さい。
寄附の使い道
「トップスポーツを観戦できる環境
を町田に！」
「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！」
「トップアスリートと子どもたちを
スポーツでつなぐ！」

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。

お礼の品
ご芳名入りの記念プ
レートを掲出
ふるさと納税オリジ
ナルサンクスカード

１２

１２

円となります（職員人件費を含みます。また作成経費に広告収入等の歳入を充当しています）。

ＮＰＯ法人など市内で活動する団体は、 事業内容
地域社会の中で大きな役割を担っていま ①地域活動全般に関する相談
すが、活動資金や人材・情報の不足など、 ②広報紙の作成、ホームページ
数々の課題を抱えています。同オフィス ・ＳＮＳを活用した団体情報等の
はそうした課題の解決につながるよう、 発信
各団体の地域活動を支援し、人づくり、組 ③市民活動団体への基礎調査
織づくり、情報の集約と拡散に特化した ④人材育成・組織運営支援
中間支援組織としての役割を担います。 （例：会計講座、ワークショップ
等の実施）
所在地町田市民フォーラム４階
電話番号☎７８５・４８７１
相談受付時間事務所での相談＝
月～金曜日の午前９時～午後６
時（第３水曜日は午後５時まで）、
臨時相談＝開所時間以外（予約
制）、出張相談＝随時対応（予約
制、１０月以降開始予定）
サポートオフィスの様子

イベント等でご利用下さい !

今号の広報紙は、 万４４２１部作成し、１部あたりの単価は

「町田市地域活動サポートオフィス」が
４月２５日にオープン 問市民協働推進課☎７２４・４３６２

市民協働フェスティバル
「まちカフェ！」
準備会を開催！

パークライフ・サイト外観イメージ

