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町田市表彰式

自治功労者などを表彰しました ● 4面 納入・納税通知書をお送りします

避難行動

タイムライン
注意レベル ：

● 男女平等参画都市宣言

大雨になりそうだ !

災害情報を収集しよう

雨が多くなるこれからの季節は、台風やゲリラ豪雨等
の風水害により、短い時間で急激に危険にさらされるこ
とがあります。お住まいの地域によって避難のタイミン
グや行動が異なりますので、日頃から準備すべき事項に
ついて確認し、身の安全を守りましょう。
問 防災課☎724・2107
台風がやって来る ! その時…

市内在住のAさん一家の場合
境 川 沿 い に 暮 ら すＡさ ん 一 家
は、妻と小学生の息子、Ａさんの母
の4人家族です。この地域では大
型台風接近の予報が出ており、強
風や大雨等の風水害から身を守る
ために、Ａさん一家はどのような
行動をとるのが良いでしょうか。

⃝気象情報…テレビやラジオ、
インターネット等から気象情報を収集しましょう。
⃝避難情報…風水害が発生するおそれがある時は、
雨雲の進路等を踏まえて、
市は避
難施設を開設します。
どの避難施設が開設されているのか、
市からの情
報を確認しましょう。
避難の呼び掛け等や開設している避難施設の情報は、町田市ホームペ
ージや町田市メール配信サービス、
緊急速報メール
（エリアメール）
、
防
災行政無線放送、防災行政無線フリーダイヤル
（錆0800・800・5181）
でお知らせします。

ハザードマップで自宅周辺の避難施設を確認しよう
避難施設やそこへ向かうまでの経路や危険箇所を確認しておきましょう。

メール配信サービスの登録はこちら

▲携帯電話版

まずは情報収集ね！

▲スマートフォン版

うちの周辺だと、〇
〇小学校、
△△市民セ
ンターが避難施設にな
りそうだね。市からの
情報を確認してみよう

自宅等の冠水・浸水予防をしよう
土のうや止水板を設置して、
水が流れ込まないようにしましょう。また、
雨どいや
道路側溝等にごみや詰まりがないか点検・清掃をしておきましょう。
注意レベル ：

うちはおばあち
ゃんと子どもがい
るから、雨が強く
なる前に避難施設
へ行こう

雨が降ってきた!～雨の強さが増してきたぞ!

避難の呼び掛けに注意‼
避難の呼び掛けがあった場合は、速やかに避難
を開始し、危険な状況になる前に完了させましょ
う。外出が危険な場合は、
建物内の上の階、
または
崖や急傾斜地から離れた部屋へ移動しましょう。

避難準備・
高齢者等避難開始
避難勧告

対象地域の方は、
速やかに避難する

避難指示(緊急）

避難施設へ移動しよう

避難に時間のかかる方（高齢者、体が
不自由な方､小さいお子さんがいる家
庭）
やその支援をする方は、
避難する
対象地域の方は、
緊急に避難する

! 避難時の注意点

避難施設へ向かう際、
河川や用水路、
公園内の調整池には近 ▶サンダルや長靴は避ける
づかないようにしましょう。その場で降っていなくても上流 ▶車での避難は避ける
▶浸水箇所では傘や杖で地面を確認して歩く
の地域で急激に雨が降り、
突然増水することがあります。
注意レベル ：

避難施設では大勢の方
が生活しますので、お互
いに協力するよう心掛け
ましょう。
人口と世帯（外国人含む）

雨が一層激しくなってきた !

無事に避難できて良かったね

! 避難施設での注意点
▶共同生活のルールを守る ▶落ち着いて情報を待つ
▶避難施設の運営担当者の指示に従い、施設から出る
ときは担当者に伝える

いざというときの備えは２面で確認！

（前月より332 人増）／ 世帯 ： 196,885 世帯（前月より550 世帯増）
人口 ： 429,038 人（ 男：210,052人・女：218,986人）
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個 人 で できる いざというときの 備え
問 防災課☎724・2107

冠水や浸水を防ぐ

あなたの地域は大丈夫？

ハザードマップ で危険を確認

土のうや止水板を設置して浸水予防
土地の形状等により、雨水が宅地内に流れ込みやすい場所があります。自
家用車など移動可能なものは、高い場所、安全な場所へ移動させましょう。
特に、
道路より低い位置に駐車場や玄関がある家庭では、水が流れ込まな
いよう、土のうや止水板を設置しましょう。
市道から宅地内等への雨水の流入防止用と

して、土のうを配布していますので、道路管
理課
（☎724・4245）へお問い合わせ下さい。
なお、土のうの配送や回収は行いませんの
で、
各家庭で保管・処分をお願いします。

避難を想定して備える

自分たちの避難行動計画を作ろう ！

非常持ち出し品の準備をしておきましょう
避難の際は、非常用持ち出し袋を持ち、動きやすい服装に着替えましょ
う。
長靴は水が入ると脱げやすくなるので、運動靴を用意しておくと安心で
す。
非常持ち出し品は、一人分ずつに分け、リュックなどの両手があくものに
入れます。
重くならないよう最低限にまとめて、持ち出しやすい場所に置い
ておきましょう。

持ち出し品の一例
□
□
□
□
□
□
□
□

貴重品・現金
救急医薬品（常用薬）
食料品・飲料水
懐中電灯
筆記用具
携帯ラジオ
雨がっぱ
軍手

□
□
□
□
□
□

土砂災害ハザードマップは土砂災害の
危険がある市内の区域、洪水ハザードマッ
プでは浸水被害の発生が予測される区域
が示されています。お住まいの近くの危険
箇所や、いざというときの避難施設を確認しておきまし
ょう。
同マップは防災
課（市庁舎3階）や
各市民センターで
配布しているほ
か、町田市ホーム
ページでもご覧い
ただけます。

東京マイ・タイムライン の活用
水害時に自身がとる避難行動等を整理し、あらかじめ
決めておくことは、対応漏れや逃げ遅れを防ぐことに効
果的です。
市では水害について考え、避難時の行動を決めておく
ツールとして東京都が作成した「東京マイ・タイムライ
ン」を配布します。6月以降に市内の学校を通じてすべて
の児童・生徒に配布するほか、防災課（市庁舎3階）で配布
する予定です。
避難に必要な防災情報を理解し、自らの環境や地域の
特性に合った避難行動をとれるよう備えましょう。

電池
タオル
下着類
せっけん
ポリ袋
ティッシュペーパー・
トイレットペーパー

東京都防災ホームページ

検索

地 域 で できる いざというときの 備え
道路側溝の清掃にご協力を
側溝や雨水ますが塞がれていると、道路冠水
や住宅浸水の原因となります。植木鉢など雨水
の排水を妨げる物を置かないようにしましょ
う。
併せて、自宅付近の側溝や雨水ますに落ち葉
やごみ、
土砂がたまらないよう、清掃にご協力下
さい。

道路の不具合はアプリで通報しよう
「市民通報アプリ・まちピカ町田くん」は、スマートフォンの
カメラ機能・GPS機能を活用して、道路の不具合（路面の穴や
亀裂、側溝が壊れている等）をE
メールで市へ通報することがで
アプリのダウンロードはこちらから！
きます。雨の季節を迎える前か
ら活用・通報をお願いします。

問 道路管理課☎724・3257

▲android版

▲iOS版

家庭からの排水量を減らしましょう
雨が続くと下水道管に雨水が浸入することがあります。大雨の際は、洗濯やお風呂を
できるだけ控え、家庭からの排水量を減らすようご協力をお願いします。

問 道路管理課☎724・4245

問 下水道管理課☎724・4328

市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

健康案内
胸部エックス線健診
対市内在住、
在勤、
在学の１６歳以上で、
健診受診希望日の前後１年間、胸部エ
ックス線検査を受ける機会のない方
日７月３日㈬、８月７日㈬、９月４日㈬、
午前１０時～１１時
場町田市保健所
（中町庁舎）
定各２０人
（申し込み順）
申 健 診 受 診 希 望 日 の１週 間 前 ま で
に、 イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・
５６５６）
へ。
問保健予防課☎７２２・７６３６

Ｈ Ｉ Ｖ 即 日 検 査
対感染の機会がある方
日６月２日㈰午後１時３０分～３時３０
分
場町田市文化交流センター５階
内血液検査
定７０人
（先着順）
※感染の機会から９０日以上経過し
てからおいで下さい。
※採血から約１時間後に結果説明を
します。
陰性の場合は即日、判定保留
の場合は６月９日に行います。
※希望者は同時に梅毒検査も受ける
ことができます。
問保健予防課☎７２２・７６３６、東新宿
こころのクリニック（町田市より委
託）☎０７０・１３２１・７７５７（受付期間
＝６月１４日までの月～金曜日、午前
１０時～午後５時）

風しん予防のクーポン券
を 発 行 し ま す
市では、風しんの感染拡大を防止
するため、抗体保有率が低い世代の
男性（昭和３７年４月２日～昭和５４年
４月１日生まれ）に対し、抗体検査と

返０４２・７２４・５６００

定期予防接種が無料で受けられるク
ーポン券を随時発行しています。詳
細は市役所代表（☎７２２・３１１１）に
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。
今年度発行対象昭和４７年４月２日～
昭和５４年４月１日生まれの男性
問保健予防課☎７２４・４２３９

募 集

生涯学習センターまつり

企 画・ 運 営 委 員

１０月２５日㈮～２７日㈰に実施す
る、生涯学習センター利用団体の発
表会「生涯学習センターまつり」の企
画検討、準備、当日運営等に関わる企
画・運営委員を募集します。
対水曜日夜間に開催する企画・運営
委員会に参加できる方
日初回打ち合わせ＝６月１９日㈬午後
６時から（１１月まで月３～４回開催）
場生涯学習センター
申住所・氏名・電話番号・年齢を明示
し、電話またはＦＡＸで同センター
（☎７２８・００７１返７２８・００７３）へ。
町田市景観審議会

市

民

委

員

任期満了に伴う委員改選を行うた
め、市民委員を募集します。
対市内在住の２０歳以上で、市の他の
審議会等の委員と重複していない方
＝２人
※募集要項をご確認下さい。
任期８月１日～２０２１年７月３１日
選考書類選考のうえ、対象者のみ面
接（７月１２日予定）
申申込書と論文（テーマ＝人と風景
が共に育つ景観づくりを行うために
は、どのような取り組みが必要でし
ょうか。また、あなたやあなたの周り

２０１9年度

番号間違いにご注意下さい
の人〔家族、友人、近隣住民等〕が取り
組んでいる生活の中の「景観づくり」
を、事例を交えて提案して下さい
〔１２００字以内〕）を、６月１４日午後５
時まで（消印有効）に直接または郵送
で、地区街づくり課（市庁舎８階、〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
※応募論文は返却しません。
※募集要項、申込書等は町田市ホー
ムページでダウンロードできます。
郵送を希望する方は、地区街づくり
課へご連絡下さい。
問地区街づくり課☎７２４・４２６７
かしの木山自然公園

２０１９年度ボランティア

かしの木山自然公園の維持保全整
備の支援をしていただきます。
対１８歳以上で１年を通じて活動でき
る方
日原則毎月第１・３火曜日、午前９時～
正午
場同公園
定５人（申し込み順）
申６月３日～７日に直接公園緑地課
（市庁舎８階）でボランティア参加申
込書に記入。
※申込者を対象に、６月２２日㈯午前
１０時から同公園で説明会を行いま
す。
問公園緑地課☎７２４・４３９９

町田新産業創造センター～インキュ
ベーションフロア

入

居

者

募集人員

臨床検査技師
若干名
（細胞検査士）

集

問町田市民病院総務課
☎722・2230
（内線7415）
町田市民病院

種

募

入居者は、常駐のインキュベーシ
ョンマネージャーによる販路拡大や
資金調達等の支援、他の入居者等と
の交流を通じた創業期のノウハウ共
有など、さまざまな経営支援を受け
ることができます。
施設内覧も随時受付、１席単位で
利用可能なブースの貸し出しもあり
ます。
対これから創業する方、創業後５年
以内の方、第２創業をする方（個人で
も法人でも可）
内・ 費２０３号 室（ 面 積１２㎡）＝月額
４万２６８円、２０５号室
（面積９㎡）
＝月額
３万２５６円、
２０９号室
（面積１５㎡）
＝月額
５万３９０円、２１８号室
（面積９㎡）
＝月額
３万２５６円
（いずれも７月から入居可）
※消費税、共益費を含みます。
申入居申込書（同センターホームペ
ージでダウンロード）に記入し、６月
１４日まで（消印有効）に
直接または郵送で同セ
ンターへ。
問同センター☎８５０・
８５２５、町田市産業政策 同センターホ
ームページ
課☎７２４・２１２９

町田市民病院職員募集
職
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受験資格
１９８４年４月２日 以 降
に生まれた、臨床検査
技師及び細胞検査士
の資格を有する、また
は２０２０年春までに取
得見込みの方

採用

検索

日程等
採用日
○郵 送受付＝６月１７日㈪～７
月５日㈮まで（必着）
○持 込受付＝７月４日㈭、５日 ２０２０年
㈮、いずれも午後５時まで
４月１日
○第１次試験日＝７月２０日㈯
○第２次試験日＝８月３日㈯

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

町田市成人健康診査・がん検診等のご案内

問４０歳以上の町田市国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入中の方の健康診査＝保険年金課保険給付係☎724・2130／生活保護受給者・中国残留邦人
等支援給付受給者・18～39歳で職場や学校等で受診機会のない方の健康診査、がん検診等＝健康推進課☎725・5178
町田市に住民票がある方は、ご加入の健康保険
や、勤務先・学校・人間ドックなどで受診の機会の
ない健診・検診を実施期間内に1回受けられます。
肝炎ウイルス検診・胃がんリスク検診は、過去に受
健診・検診名

成人健康診査

肝炎ウイルス検診 同時

対象（２０20年３月３１日時点の年齢）
４０～７４歳の町田市国民健康保
険加入者、後期高齢者医療制度
加入者、４０歳以上の生活保護等
受給者
※４０歳以上で上記対象以外の
方は、
ご自身が加入している医療
保険者にお問い合わせ下さい。

けたことがない方が対象で、1回のみの検診です。
○申込方法 事前に実施医療機関へお問い合わせ
下さい。受診券は必要ありません（40歳以上の成
人健康診査を除く）。

受診期間／通知
健診・検診内容
自己負担金（注）
４月～９月生まれの方には５月３１日、１０月～３月生まれの方 問診、身体計測（身長・体重・ＢＭＩ・腹囲）、身体診察
た ん ぱく
には６月２８日に受診券を送付します（受診券は大量に一括（聴診など）
、血
、血圧測定、尿検査
（尿糖・尿蛋白）
発送しているので、お手元に届くまで時間がかかることが 液検査
（ＨＤＬコレステロール・ＬＤＬコレステロール
あります）
。
受診券の有効期限内に受診して下さい。
・中性脂肪・血糖値・ＨｂＡ１ｃ・ＡＳＴ・ＡＬＴ・γ－ＧＴ）
※２０１９年度中（４月１日から翌年３月３１日）に７５歳になる ※腎機能検査、貧血検査、心電図検査、眼底検査、
５００円
方は、
受診券送付時期が異なる場合があります。
胸部エックス線検査は医師の判断により行いま
※年度途中で転入・健康保険を変更した対象の方は担当課 す
（６５歳以上の方は、結核健診として、胸部エッ
へご連絡下さい。
受診券を送付します。
クス線検査を原則実施）。

１８～３９歳で、健康診査を受け
２０２０年３月３１日まで
る機会のない方

※４０歳以上で在宅の寝たきりの方は訪問健診が
可能です。

４０歳以上で過去に肝炎ウイル
２０２０年３月３１日まで
ス検査を受けたことのない方

問診、血液検査（Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査）

胃がんリスク検診 同時 ３０歳以上で過去に胃がんリス ２０２０年２月２９日まで
（ＡＢＣ検診）
ク検診を受けたことのない方
大腸がん検診 同時

４０歳以上の方

２０２０年２月２９日まで

乳がん検診

４０歳以上で偶数年齢の女性

２０２０年３月３１日まで

けい

○実施医療機関 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。また、成人健康診査の受診券送付時に
実施医療機関の一覧を同封します。

受診券はありません。 問診、血液検査（ヘリコバクター・ピロリ抗体、血
実施医療機関にお申し 清ペプシノゲン）
込み下さい。
問診、免疫便潜血検査２日法
問診、マンモグラフィ（乳房エックス線検査）

無料
８００円
８００円
２０００円

子宮頸がん検診

２０歳以上で偶数年齢の女性

２０２０年３月３１日まで

問診、視診、内診、細胞診

１０００円

前立腺がん検診 同時

５０歳以上７０歳以下の男性

２０２０年３月３１日まで

問診、血液検査（ＰＳＡ検査）

１０００円

同時 印の検診は、多くの医療機関で、複数の検診や成人健康診査と同時に受けられます。
（注）
自己負担金が免除となる方
下記の項目①～③のうち、いずれかに該当し、かつ受診時に下記証書を提示した方のみ
（受診後の申請不可）
①2018年度住民税非課税世帯の方＝
「町田市成人健康診査受診券」
または「自己負担金免除申請審査結果通知書
（事前に申請が必要）
」
②生活保護受給者＝「町田市成人健康診査受診券」または
「保護受給証明書」
③中国残留邦人等支援給付受給者＝「町田市成人健康診査受診券」
または
「中国残留邦人等支援給付受給証明書」
なお、胃がんリスク検診は、②③の方及び年度末（2020年3月31日）時点で30歳・40歳の方のみ自己負担金免除となります。詳細は町田市ホームページや各市民センターに設置し
ている案内チラシをご確認下さい。

エフエムさがみ 83.9MHz 「東京町田インフォメーション」
で町田の情報を放送中
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町田市表彰式

自治功労者などを表彰しました

問秘書課☎724・2100

昭／荻原豊／髙須道男／小林陽／
押田健児／北村浩明／髙木裕久／
萩原友樹／みはらしの丘自主防災
隊／グランセリーナ管理組合自主
防災隊／成瀬山自主防災隊／清住
平自主防災会／藤根義信／宮川正
夫／宮本聖士／小宮茂治／井上勉
／内田絢子／佐野世都子／薗田碩
哉／町田市剣道連盟／市川法子／
植田美雪／木本淳子／志塚栄治／
中田ゆかり／南谷利子／町田フィ
ル・バロック合奏団／青柳さつき
／木目田賢市／鈴木幸夫／中島寿
子／村田功／矢口昇／吉原修／伊
藤瑞惠／宇那木邦子／北島進／草
薙一郎／若林文子／城﨑スミ子／
深澤瑛子／大平洋一／川妻幸子／
志久内陽子／清水典子／清水正昭
／須田好一／仁藤 栄

5月11日に町田市表彰式を開催
し、長年にわたって地方自治の発
展に貢献され、市民の福祉の向上
にご尽力いただいた個人72人と6
団体を表彰しました。
表彰を受けた方と団体は、次の
とおりです
（敬称略、順不同）。
【自治功労】
北島進／平本文彦／中里康生／菊
地洋行／古谷誠／青戸紀夫／齋藤
貴重／宮川素成／萩生田弘／近藤
誠一／峯尾卓光／小峯進／野﨑誠
／田中哲／木下和幸
【一般表彰】
岡本正美／澤正宏／島本昌和／竹
内樹雄／保田由喜治／稲垣雪枝／
井上惠美／今井和子／小室政治／
志村千春／林敬子／林文子／宮田
和子／宮原久枝／茂木冴子／本間

介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料

納入・納税通知書をお送りします

問介護保険料について＝介護保険課☎724・4364、国民健康保険税について＝保険
年金課☎724・2124、後期高齢者医療保険料について＝保険年金課☎724・2144
各納入・納税通知書を下表のと
おり7月から順次お送りします。
記載されている料（税）額は、市
で把握した前年所得等をもとに算
出しています。所得の申告等によ
り、
料
（税）
額が変更になる場合は、
改めて通知します。
※料（税）額の計算方法等の詳細
は、
各通知書、
町田市ホームページ
をご覧下さい。
種 類
発送日
介護保険料
７月１日㈪
国民健康保険税
７月１０日㈬
後期高齢者医療保険料 ７月１１日㈭

宛 先
本人
世帯主
本人

る不審な電話がかかってきたら、
いったん電話を切り、市役所代表
（☎722・3111）に電話をかけて
確認して下さい。
【2019年度介護保険料（第1～3段
階）の軽減について】
介護保険料は、１０月に予定され
ている消費税率引き上げ分を財源
とした公費を投入し、一部の保険
料を軽減します。軽減内容は下表
のとおりで、第1～3段階の保険料
率と年額が変更になります。

【還付金詐欺にご注意下さい】
「還付金がある」
「住所や口座番
号を教えて」
等の、市の職員を名乗

軽減対象となる介護保険料
所得区分
第１段階
第２段階
第３段階

公開している会議

会議名
町田市教育委員会定
例会
町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

みんなでつくる

日 時
６月３日㈪午前
１０時から
６月１０日㈪午
前１０時～正午

保険料率
０.３７５
０.５
０.７２５

年 額
２万４５００円
３万２７００円
４万７４００円

傍聴のご案内

会 場
定 員
申し込み
会議当日に教育総務課（市
市庁舎１０階会
☎７２４・２１７２）
へ
庁舎１０階、
議室１０－３～５
市庁舎２階会議
３人
事前に電話で市政情報
（申し込み順）課（☎７２４・８４０７）
へ
室２－２

未来の場⑬
かたち

問企画政策課☎７２４・２１０３

PPP/PFIってご存じですか？
市では公共施設の老朽化や厳しい財政状況を見通し、必要な公共サ
ービスを将来にわたって維持していくため、公共施設の再編に向けた
取り組みを進めています。
再編の取り組みの１つとして、ＰＰＰ／ＰＦＩの導入があります。ＰＰＰと
は、
市と民間が連携して公共サービスを行っていくことです。市でのＰ
ＰＰの事例には、スポーツ施設や公園施設等の指定管理者制度の導入
や、
建設中の熱回収施設を公設民営により実施する等があります。民間
事業者のノウハウを活用し、市民満足度の高い公共サービスを提供す
るとともに、
運営費用や維持管理費用の軽減を図っています。
※ＰＰＰとは「Public Private Partnership」の頭文字。ＰＦＩとは「Private Finance
Initiative」の頭文字。

公共施設の未来を一緒に考えていきましょう。
ご意見は企画政策課（遍ｍｃｉｔｙ３２７０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）で受け付けています。

町田市ホームページ

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

市民税・都民税課税（非課税）証明書を発行します

問市民税課☎724・2874

次の日程で、今年度の市民税・都 付が可能となります。
民税課税（非課税）証明書を発行し 発行場所市民課（市庁舎1階）、市
ます。
民税課（市庁舎2階）、各市民セン
①給与から市・都民税が差し引か ター、木曽山崎連絡所、町田・玉川
れる方＝発行中
学園・鶴川・南町田の各駅前連絡所
②個人で納付する額がある方＝6 費1通につき300円（コンビニエ
月3日以降
ンスストアでの自動交付サービス
③65歳以上（4月1日時点）で公的 を利用の場合は150円）
年金に係る雑所得がある方＝6月 【本人確認書類をお持ち下さい】
12日以降
証明書交付申請のために窓口に
※①と②を併せて納付する方は6 来庁する方は、下表の本人確認書
月3日以降、①または②により納 類をお持ち下さい。
付する方でも③に該当する方は6
本人に代わって申請する場合は
月12日以降の発行になります。コ 委任状等の書面が必要です。代理
ンビニエンスストアでの自動交付 で窓口に来庁する方も本人確認書
サービスの手続きをすでに済ませ 類をお持ち下さい。
ている方は6月12日以降の自動交
本人確認書類 （①は1点で、②は2点で、または②1点＋③1点で確認）
運転免許証等官公署発行の免許証もしくは資格証明書（写真付き）
、マイナン
① バーカード
（写真付き）、旅券、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カ
ード
（写真付き）
、
身体障害者手帳、療育手帳など
健康保険証、各種年金証書及び年金手帳、住民基本台帳カード（写真無し）、生
② 活保護受給証明書、地方公共団体交付の敬老手帳、①の書類が更新中に交付さ
れる仮証明書や引換書類、本人宛納税通知書など
③ 学生証、
法人が発行した身分証明書、キャッシュカードなど

町田はやりたいことが叶うまち

町田市未来づくり研究所 研究報告会を開催します

問未来づくり研究所（企画政策課内）
☎724・2103

同 研 究 所 の1年 間 の 活 動 報 告
と、建築家でマーケット（市・マル
シェ）専門家の鈴木氏を講師に招
いて未来の町田を考える講演会を
行います。
日6月26日㈬ 午後6時30分～8時
45分
場生涯学習センター
いち

補助金を利用しませんか

内町田市未来づくり研究所の研究
紹介、講師による活動・事例紹介、
クロストーク等
講建築家・鈴木美央氏
定50人（抽選、落選者のみに連絡）
申6月4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190604Dへ。

雨水浸透設備の設置費用を補助します

問下水道管理課☎724・4330

屋根に降った雨水を地中に浸透
させる「浸透ます」や「浸透管」を設
置する方に補助金を交付していま
す。屋根や庭に降った雨を地中に
染み込ませることにより、河川に
流れ込む雨量の抑制につながりま
す。
住宅を新築・改築する際にも補
助金を利用することができます。
※交付には条件がありますので、
事前相談が必要です。
対市内に住宅を所有している個人
で、町田市雨水浸透設備基準に適
合する浸透設備を設置する方

内設置費用の一部を1件につき20
万円を上限に補助（工事着手・完了
後の申請は対象外）
※予算の上限額に達し次第受け付
けを終了します。

浸透ます

浸透管

ハチの巣を見つけたら

問生活衛生課☎７２２・７３５４

気温が高くなると、雨や風をし
のげる軒下や樹木等にハチが巣を
作り始めます。日ごろから家の周
りを点検しておきましょう。
なお、市では駆除を行っていま
せんので、スズメバチの巣など自
主駆除が困難な場合は、専門業者
の（公社）東京都ペストコントロー
ル協会（☎０３・３２５４・００１４）へ駆

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

除を依頼して下さい。
※町田市保健所（中町庁舎）では、
アシナガバチの巣の駆除用とし
て、簡易な防護服の貸し出しを行
っています。アシナガバチとスズ
メバチの巣の見分け方や駆除方法
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。
市HP ハチ対策 検索

パソコン版・スマートフォン版・モバイル版があります

凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

お知らせ
「よくある質問と回答（ＦＡＱ）」に

ライフシーン検索を追加

町田市ホームページでご覧いただ
ける「よくある質問と回答（ＦＡＱ）」
の探しやすさを向上させるため、６
月５日から
「妊娠・出産」や「子育て・
教育」等のライフシー
ンでＦＡＱを探せる機能
を追加します。ぜひご
利用下さい。
問広聴課☎７２４・２１０２
自宅にお風呂のない

高齢者の方へ入浴券を交付します

対７０歳以上の一人暮らし、または高
齢者世帯（世帯員が６５歳以上）であ
り、
自宅にお風呂がない方
※経過措置として、２０１５年６月～
２０１６年５月に入浴券の交付対象で
あった方は、引き続き対象となりま
す。
※利用できる市内公衆浴場は大蔵湯
（木曽町）
、
金森湯
（金森）です。
※対象期間は２０２０年５月３１日まで
です（申請した月から２０２０年５月分
までをまとめて交付）。
申本人確認書類
（健康保険証等）と印
鑑をお持ちのうえ、直接高齢者福祉
課（市庁舎１階）へ（申し込みは入浴
券使用者本人に限る）。
※認定要件に変更があった方と、初
めて申請する方は、自宅にお風呂が
ないことを確認するため、調査員が
訪問します。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

サ イ ン が 必 要 で す（ 不 在 の 場 合 は
２０２０年３月まで再配付も可）。
※受け取りを辞退する方は、配付時
にお申し出下さい。
○南地区（容器包装プラスチックの
指定収集袋による収集の対象地域）
は次のとおり配付します
内燃やせるごみ専用袋（小袋２０枚＋
中袋２０枚）、燃やせないごみ専用袋
（中袋１０枚）、容器包装プラスチック
専用袋（中袋２０枚）、１世帯あたり年
間７０枚を配付
◇
※再配付の依頼・お問い合わせは、ご
み袋配付事務局（町田市シルバー人
材センター内、☎７１０・７１０１、受付
期間＝８月３１日まで）へ。配付期間中
は電話でのお問い合わせが大変混み
合います。つながらない場合は、時間
をおいておかけ直し下さい。
【配付後の交換について】
配付されたごみ袋の大きさや種類
の交換を希望する方は、交換する袋
の容量と同じ容量に限り、原則未開
封の状態（１０枚単位）で交換ができ
ます。
交換窓口高齢者福祉課（市庁舎１階）
臨時交換窓口６月２５日㈫午前９時～
正午＝木曽山崎コミュニティセンタ
ー、６月２５日㈫午後１時～４時＝鶴川
市民センター、６月２８日㈮午前９時
～正午＝なるせ駅前市民センター、
６月２８日㈮午後１時～４時＝南市民
センター、７月２日㈫午前９時～正午
＝堺市民センター、７月２日㈫午後１
時～４時＝小山市民センター
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

２０１９年度

高齢者の方へごみの指定
収集袋を配付します

対４月１日現在、市内在住の７０歳以
上の方がいる世帯で、かつ世帯員全
員の平成３０年度市・都民税が非課税
の世帯
※４月２日以降、転入・転出した方、生
活保護受給者、税申告が未申告等で
税情報のない方は対象外です。
内燃やせるごみ専用袋（小袋２０枚＋
中袋４０枚）
、燃やせないごみ専用袋
（中袋１０枚）
、１世帯あたり年間７０枚
を配付
※７月末までに町田市シルバー人材
センター会員が順次ご自宅にお届け
します。受け取り時に受領印または

２０１９年度の包括外部監
査テーマが決まりました
市では、市政の透明性の確保や業
務の適正化を図り、市民の皆さんか
らの信頼を高めるため、公認会計士
等の有識者による包括外部監査を毎
年実施しています。
２０１９年度の包括外部監査テーマ
は「保健所に関する財務事務の執行
に つ い て 」で す。 監 査 の 結 果 は、
２０２０年２月ごろにまとまります。
なお、これまでの包括外部監査の
結果や進捗状況は、町田市ホームペ
ージでご覧いただけます。
問経営改革室☎７２４・２５０３

下水道使用料の減免措置
が 継 続 さ れ ま す
原則として、３月末まで減免の適

市議会のうごき
6月定例会・常任委員会を開催します
本会議･委員会を下表のとおり開催
します。開会時間は午前10時です（6月
6日は午後1時）
。
月

６

日 曜日
内
容
６ 木 本会議（提案理由説明）
７ 金 議案説明会・全員協議会
１１ 火
１２ 水
１３ 木 本会議（一般質問）
１４ 金
１７ 月
１８ 火 本会議（質疑）
文教社会常任委員会･建設常
１９ 水
任委員会
総務常任委員会・健康福祉常
２０ 木
任委員会
２１ 金 常任委員会予備日
２８ 金 本会議（表決）

問議会事務局☎724・4049
議会を傍聴しましょう
※請願・陳情の受付締切は6月6
日㈭午後5時です。
※本会議・常任委員会は町田市
議会ホームページでインターネ
ット中継・録画中継をしていま
す。スマートフォンやタブレッ
ト端末でもご覧いただけます。
※会議の日程・時間等は変更に
なることがあります。
Twitterで情報発信
Twitterアカウント名＝町田市
議会（町田市公式）＠machida_
gikai

市HP 町田市ホームページ
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用を受けていた方はそのまま継続し
していない場合＝申請書記入後、７
て減免されます。なお、新たな申請は
月５日までに子ども総務課へ（郵送
東京都水道局町田サービスステーシ
可）。
ョンで受け付けます。
※各市民センター等では受け付けで
対生活保護・児童扶養手当・特別児童
きません。
扶養手当・老齢福祉年金・中国残留邦
※期限後も受け付けますが、補助金
人支援給付の受給世帯、公衆浴場、医
の支給が遅れることがあります。
療施設、社会福祉施設、デイサービス
※申請書を配布していない市外の幼
（入所施設）、皮革関連企業等の生活
稚園等の場合は子ども総務課へご連
関連２３業種、東日本大震災による避
絡下さい。
難者
問子ども総務課☎７２４・２５５１
※老齢福祉年金とは、大正５年４月１
提出して下さい
日以前に生まれた方（その他要件有
児童手当・特例給付現況届
り）を対象とする年金制度です。
減免期間２０２０年３月３１日まで
児童手当・特例給付を受けている
問減免の申し込み方法等の詳細につ
方に、６月上旬以降順次現況届（更新
いて＝東京都水道局多摩お客さまセ
手続き）を送付しますので、提出して
ンター☎０５７０・０９１・１０１（ナビダ
下さい（児童手当の所得限度額を超
イヤル）または☎０４２・５４８・５１１０、 えている方も提出が必要）。
現況届の提出がない場合、６月分
制度について＝下水道総務課☎７２４
（１０月振り込み予定）からの手当が
・４２９５
受けられなくなります。
２０１９年度
提出方法現況届に必要事項を記入し、
東京都認証保育所入所
必要書類を同封のうえ、６月２８日まで
児 童 保 護 者 補 助 金
（消印有効）に郵送で子ども総務課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
市から運営費の補助金を支出して
※子ども総務課窓口でも６月２８日ま
いる、東京都認証保育所に在籍して
で受け付けますが、大変混雑します。
いる児童の保護者に対して、児童１
郵送での提出にご協力下さい。なお、
人につき月額２万円の補助金を交付
各市民センター等での受け付けは行
します。
いません。
※申請書は保育所を通じて配布しま
※郵送の場合は封筒に切手を貼付し
す。
て下さい。
対市内在住で、認証保育所（都内であ
※必要書類は現況届の右上の記載事
れば市外の施設でも可）に月１６０時
項をご確認下さい。
間以上の契約で子どもを預けている
問子ども総務課☎７２４・２１３９
保護者
問子ども総務課☎７２４・２５５１
屋外での活動にご注意下さい
申請を受け付けます

２０１９年度私立幼稚園等補助金

【就園奨励費・保護者補助金】
対町田市に住民登録のある満３～５
歳児及び就学猶予された園児を私立
認可幼稚園に通園させている保護者
※満３歳児の特別クラス（隔日・半日
のクラス）等の場合、補助金の対象外
です。
※子ども・子育て支援新制度に移行
した幼稚園に通う場合は、この手続
きは不要です。
※申請書は幼稚園を通じて配布しま
す。詳細は各幼稚園で配布のパンフ
レットまたは町田市ホームページを
ご覧下さい。
申幼稚園で申請書の取りまとめをし
ている場合＝申請書記入後、各幼稚
園が定める期限までに各幼稚園へ提
出／幼稚園で申請書の取りまとめを

光化学スモッグが発生
し や す い 時 期 で す

東京都環境局ホームページで、Ｅ
メールアドレスを登録
すると、光化学スモッグ
注意報等の発令状況が
配信されます。
問環境保全課☎７２４・２７１１

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、
６月１１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、６月１２日㈬午前
６時３０分からです。
問市民税課☎７２４・２８７4

２０１９年度春の花壇コンクール

最優秀賞に「忠生自然第３クラブ」

問公園緑地課☎７２４・４３９９

花壇コンクールは、花の香り漂
う美しいまちづくりに寄与するこ
とを目的に開催しています。
今年度の春のコンクールには
323団体が参加し、審査の結果、以
下の団体が入賞しました。
○最優秀賞 忠生自然第３クラブ
（忠生）
○優秀賞 忠生中学校（忠生）
、鶴
四富士見ＧＦＣ（鶴川）
、サンフィー
ル保育園
（小山町）
、ききょう保育園
（鶴川）
、
めぶき公園花の友
（図師町）
※その他、優良賞に１７団体、努力
賞に２９団体が選ばれました。

※受賞団体等コンクールの詳細
は、町田市ホームページでご覧い
ただけます。なお、審査会は４月２５
日に実施したため、掲載写真と現
在の開花状況は異なります。

最優秀賞

忠生自然第３クラブの花壇
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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

お知らせ
児童育成手当

現 況 届 の 提 出 を

現在ひとり親家庭等を対象とした
児童育成手当を受給している方に、
現況届を送付しましたので提出して
下さい
（現況届が届いていない方は、
子ども総務課へご連絡下さい）。
現況届の提出がない場合は、６月
分（１０月振り込み予定）からの手当
が受けられなくなります。
※各市民センター等での受け付けは
行いません。
提出方法現況届に必要事項を記入
し、６月２８日まで（消印有効）に直接
または郵送で子ども総務課（市庁舎
２階、〒１９４－８５２０、森野２－２－
２２）
へ。
※添付書類の提出が必要な場合は、
現況届の右上の記載事項をご確認下
さい。
問子ども総務課☎７２４・２１４３
配布します

こ れ１つ で 簡 単！ 野 菜
料 理 レ シ ピ 集（ 第３弾 ）

保育園、小学校、病院等の栄養士・
教員が考案した「調理器具１つで簡
単」
「手間がかからない」レシピ集で
す。野菜量、
調理時間、卵・乳・小麦の
使用の有無、
アレンジ方法、栄養量の
ほか、
野菜の栄養情報や保存方法、農
産物の旬のカレンダー等の情報も掲
載しています。
野菜料理を作るのが苦手な方や、
レパートリーに困っている方もご活
用下さい。
配布日６月３日㈪から
配布場所保健予防課（市庁舎７階）、
町田市保健所
（中町庁舎）、健康福祉
会館、市内のアグリハウス（町田・南
・鶴川・忠生・堺）
、町田商工会議所、
町田ツーリストギャラリー
問保健予防課☎７２２・７９９６
２０１９年度

経済センサス - 基礎調査

総務省統計局、東京都及び町田市
では、２０１９年度経済センサス- 基礎
調査を実施します。
本調査は、全国す
べての事業所・企業を対象に行う基
幹統計調査です。すべての産業分野
における事業所の基本的構造を明ら
かにすることを目的とし、調査結果
は行政施策の立案や、経営の参考資
料として事業者の方々にも広く活用
いただいています。
調査期間２０２０年３月まで
調査方法調査員が事業所の活動状態
を外観から確認し記録します。前回
調査時から変更がなければ、調査は
終了です。新たに把握した事業所な
ど一部の事業所には、調査票を配布
します。
問市政情報課☎７２４・２１０６

住宅の耐震化を応援します
【木造住宅耐震相談会】
対市内にある昭和５６年５月３１日以
前に着工された戸建ての木造住宅
（賃貸用の住宅は除く）を、自らが所
有している方
日７月４日㈭午後２時～４時
５分でわかる町田のストーリー

場市庁舎
内木造住宅の無料簡易耐震診断と耐
震化助成制度の説明、個別相談、申請
の受け付け
定５０人（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。

よう壁を点検しましょう
長雨や集中豪雨により、崖やよう
壁などが崩れて被害をもたらすこと
があります。
既に関係機関からよう壁の改善等
の勧告を受けている方は、補強・改良
などの工事を行って下さい。
なお、よう壁などを築造するとき
は事前の許可が必要となることがあ
ります。また、住宅金融支援機構で
は、借り入れ条件がありますが、工事
資金の融資を行っています。
問建築開発審査課☎７２４・４３９５
６月は

蚊の発生防止強化月間

デング熱やジカウイルス感染症な
ど、蚊が媒介する感染症の発生を防
止するためには、水中に生息する幼
虫（ボウフラ）を退治して蚊の発生を
抑制することが重要です。
また、蚊に刺されないために、家に
侵入させない対策と外出時の対策を
とりましょう。
※町田市保健所（中町庁舎）で、市民
向けリーフレット「夏場の蚊対策」を
配布していますので、ご活用下さい
（町田市ホームページでダウンロー
ドも可）。
問生活衛生課☎７２２・７３５４
出展しませんか～東京都主催

産 業 交 流 展 ２０１９

１１月に開催される展示会「産業交
流展２０１９」に出展する事業者を募
集します。町田市のブースに無料で
出展できます。
※備品・機材費や搬入費等、出展料以
外の費用は出展者の負担です。
対次のすべてを満たす中小企業者
①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
以上事業を営んでいる②市税を完納
している
出展期間１１月１３日㈬～１５日㈮
場東京ビッグサイト（江東区）
募集数４事業者
申申請書（産業政策課〔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）に記入し、必要書類を
添えて、６月３日～２４日に直接また
は郵送で産業政策課へ。
※応募者多数の場合は抽選です。
※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

測量実施のお知らせ
市では、国土調査法に基づく都市
再生地籍調査事業実施に伴い、測量
を行います。
測量の際、やむを得ず私有地に立
ち入る場合があります。測量者は町
田市発行の土地立入証を携帯してい
ますので、不審な時は証票の提示を
お求め下さい。ご理解ご協力をお願
いします。
実施期間６月上旬～２０２０年３月下旬
測量場所鶴川４丁目の一部

問道路管理課☎７２４・１１５５
東京競馬「町田特別」開催に合わせて

町田の名産品をＰＲ販売

6月16日に開催される東京競馬第
１０レース「町田特別」の開催に合わ
せて、会場で町田市のＰＲのため、名
産品を販売します。
※レースの順番は、変わる場合があ
ります。
日６月１６日㈰午前９時～午後６時ご
ろ
場東京競馬場（府中市日吉町１－１）
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８
地域のイベントや学習活動にご活用
下さい

生涯学習ボランティアバンク

生涯学習ボランティアバンクは、
自身の知識や経験、特技などを地域
社会に役立てたいと考えている市民
の方や団体と、学習活動のサポート
を必要としている市民団体との橋渡
しを行う制度です。
※利用方法や登録講師の情報等の詳
細は、各市民センター等で配布の登
録講師ガイドまたは町田市ホームペ
ージをご覧下さい。
対市内在住、在勤、在学の方が半数以
上を占める３人以上の団体
【生涯学習ボランティアバンクの登
録講師を募集しています！】
活動内容について知識、技術、経験
があり、市民団体やサークル等に対
して講義・実技指導などボランティ
アとして支援ができる個人または団
体であれば、生涯学習ボランティア
バンクの講師として登録できます。
まずは、ご相談下さい。
問生涯学習センター☎７２８・００７１

町 田 市 葬 祭 事 業
市では、ご不幸があった方に対し
て、安価であっても厳かなお見送り
ができるよう、祭壇等の貸し出しや
葬祭用品の販売等を行っています。
お見送りの方法に合わせて、必要な
ものを１つずつ選べます。
１０月から、消費税率引き上げを反
映した価格に改定します。貸出用具、
販売用品によって費用が異なります
ので、詳細はお問い合わせ下さい。
※この事業は町田市が（公社）町田市
シルバー人材センターに委託して、
町田市葬祭事業所で実施します。
対申請者または亡くなられた方の住
民登録が町田市で、市内で葬儀を営
まれる方
【事前訪問相談も行っています】
対市内在住の、高齢または身体が不
自由などの理由で来所できない方
◇
問町田市葬祭事業所☎７９１・３８６１
（受付時間＝午前８時３０分～午後５
時〔年始３日間を除く〕）、町田市福祉
総務課☎７２４・２５３７

農業体験・交流事業補助金
対次のすべてに該当する団体 ①市
内に住所を有し、かつ、市内で農業を
営み、３人以上で構成される②参加
者を公募する農業体験・交流事業③
今年度に実施される
交付額経費の２分の１（補助額の上限
は１０万円）
※１団体につき２事業を限度としま

す。
申６月１４日までに電話で農業振興課
（☎７２４・２１６６）へ。
受け付けます

就

学

相

談

会

町田市障がい児就学相談委員会に
よる相談会（８月～１２月に実施予定）
の受け付けを行います。
下記日時のうち、ご都合の良い時
間帯においで下さい。いずれの日時
も都合が悪い場合は、教育センター
へご連絡下さい。
※母子健康手帳・愛の手帳・身体障害
者手帳のある方はお持ち下さい。受
け付けの際は保護者と面談を行いま
す。受け付けには３０分～１時間程度
かかります。
※中学校進学の相談は、在学の小学
校を通じて受け付けます。また、私立
小学校等に在学し、都立特別支援学
校または町田市立中学校の特別支援
学級へ進学をお考えの方は、同セン
ター就学相談担当へお問い合わせ下
さい。
対２０２０年４月に小学校に就学する、
特別な支援を必要とするお子さんの
保護者
日６月２５日㈫、２６日㈬、７月１日㈪、５
日㈮、８日㈪、１７日㈬、１８日㈭、２４日
㈬、午前９時～１１時３０分、午後１時
３０分～４時
場同センター１号館２階研修室
【事前説明会を開催します】
参加は任意です。
対特別な支援を必要とする、小学校
に就学する前のお子さんとその保護
者（２０２０年４月に小学校就学予定の
方に限りません）
日６月２０日㈭午前１０時～正午
場同センター１号館４階大会議室
内就学相談会の内容・流れ、就学先の
学級の種類などの説明
定１００人程度（先着順）
◇
問教育センター☎７９３・３０５７
大地沢青少年センター～１２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６月１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。
※１２月３日、１０日、１７日、２４日、２８
日～２０２０年１月４日は利用できませ
ん。
町田市自然休暇村
１２月分の

利

用

受

せせらぎの里～

付

開

始

対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申６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）。
※１２月５日、１０日、１１日は利用でき
ません。
※１２月２９日～２０２０年１月３日の年
末年始期間は抽選です。詳細は今後
の本紙等でお知らせします。

6月は「職員募集」 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

イベント申込システム

コード マークのあるイベントは町田市ホームページから申し込めます

開催しています

教 科 用 図 書 展 示 会

町田市教育委員会では、２０２０年
度に町田市立小学校で使用する教科
用図書の採択候補を公開する展示会
を開催しています。
教科用図書へのご意見等がありま
したら、展示会場にある用紙にご記
入下さい。
採択の参考にします。
日７月３日㈬まで、午前９時～午後５
時
（土・日曜日を除く、ただし②のみ
第２・４日曜日は開庁）
※会場により日程が異なりますので
ご注意下さい。
場①町田市教育センター２号館２階
資料室・展示室②市庁舎１階多目的
スペース
（第２・４日曜日は１階ワンス
トップロビーエスカレーター下で展
示）
問①町田市教育センター☎７９３・
２４８１②指導課☎７２４・２１５４
人権擁護委員による

特

設

相

談

６月１日の「人権擁護委員の日」に
ちなんで、
特設相談を行います。人権
上の問題や、日常生活で困り事があ
る方はお気軽にご利用下さい。
日６月７日㈮、午前９時３０分～１１時
３０分、
午後１時３０分～３時５０分
場市民相談室
（市庁舎１階）
申 電 話 で 市 民 相 談 室（ ☎ ７ ２ ４・
２１０２）
へ。

催し・講座

アクティブシニア特別講座

知っておきたい「体調に合わ
せた効率の良い水分補給」

経口補水液やスポーツドリンクを
飲み比べながら学べる講座です（参
加者には試供品を差し上げます）。ま
た、講座後には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６月２１日㈮午後２時～４時３０分
場町田市民フォーラム
講大塚製薬
（株）
健康管理士・阿部章
則氏

定３０人（申し込み順）
申６月１３日までに電話で町田市介護
人材バンクへ。
問同バンク☎８６０・６４８０（受付時間
＝祝休日を除く月～金曜日の午前９
時～午後５時）、町田市いきいき総務
課☎７２４・２９１６

家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日７月８日㈪午後１時３０分～３時３０
分
場小川あんしん相談室
内認知症本人の過去・現在・未来の物
語をまとめた「ライフストーリーブ
ック」について学ぶ
定１５人（申し込み順）
申電話で南第１高齢者支援センター
（☎７９６・２７８９）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

認知症サポーター養成講座
認知症の基礎知識や対応方法を学
びます。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６月１９日㈬午後２時～３時３０分
場鶴川市民センター
定５０人（申し込み順）
申６月４日正午～１６日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０６０４Ｆへ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
認知症サポーター

ステップアップ講座

対認知症サポーター養成講座を受講
した方
日７月３日㈬午後１時３０分～４時３０
分
場わくわくプラザ町田
内認知症の基礎知識の復習と、認知
症の方とのコミュニケーションの取
り方を実践的な事例で学ぶ
定４５人（申し込み順）
申６月４日正午～２６日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０６０４Ｅへ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
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。

安全運転について考えよう

高齢運転者安全運転教室

問市民生活安全課☎７２４・４００３

都内では、６５歳以上の高齢者の
運転による事故割合が増加してい
ます。
この機会にご自身の状態を把握
し、改めて安全運転について考え
てみませんか。
※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。
※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。
対市内在住の車を運転する６５歳
以上の方

町田市メール配信サービス

日７月１７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６月４日正午～７月７日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１９０６０４Ｇへ。

イベシス

検索

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７月３日㈬、１２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６月２０日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申６月５日正午～１１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０６０５Ｃへ。
※当日の詳細は町田市シルバー人材
センター（☎７２３・２１４７）へお問い
合わせ下さい（受付時間＝午前９時
～午後４時）。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

消費者被害と成年後見制度
【進行する高齢化社会の中で】
認知症高齢者等への消費者被害の
実態を紹介した後、対策と成年後見
制度について説明します。
日７月２０日㈯午後２時～４時
場町田市民フォーラム
講弁護士・村井宏彰氏、森脇崇氏
定１７０人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、６月３日
午前８時３０分から、電話、ＦＡＸまた
はＥメールで、
（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遍ｋｏｕｅｎ
＠ｍａｃｈｉｄａ－ｓｈａｋｙｏ．ｏｒ．ｊｐ）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７
第５０回記念

分譲マンション管理セミナー

市では、２００３年からマンション
の管理に関するセミナーを開催して
います。このたび、５０回目の開催を
記念してマンションの管理・再生分
野での研究・執筆など幅広く活躍さ
れている齊藤氏を講師に迎え、マン
ションにおける現状の課題と将来の
展望についてお話しいただきます。
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日６月３０日㈰、①午後１時３０分～３
時４５分②午後４時～４時４５分
場市庁舎
内①講演会「マンションの現状と将
来の展望～マンションに住み続ける
ためには」②パネルディスカッショ
ン
講横浜市立大学国際教養学部国際教
養学科教授・齊藤広子氏
定７０人（申し込み順）
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申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。

市

民

公

開

講

座

【前立腺がん検診について】
医師が前立腺がん検診について分
かりやすく講演を行います。
日７月１３日㈯午後２時３０分～４時
場町田市民フォーラム
講佐藤威文前立腺クリニック院長・
佐藤威文医師、町田市民病院泌尿器
科部長・菅谷真吾医師
定１７０人（申し込み順）
申６月５日正午～７月１０日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０６０５Ｄへ。
問 町 田 市 民 病 院 医 事 課 ☎７２２・
２２３０
（内線７１３１）

健 康 づ く り 講 習 会
【食事＆体幹トレーニングでからだ
の中からきれいを目指す】
対市内在住の６４歳以下の女性
日①６月１９日㈬午前１０時～正午②７
月３日㈬午前９時４５分～１１時４５分、
全２回
場健康福祉会館
内①ＩｎＢｏｄｙ測定（希望者のみ）、保健
師による講話、スポーツトレーナー
による体幹トレーニングを中心とし
た運動②栄養士による調理実習と食
生活の話
定２４人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申６月４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１９０６０４Ｃへ。保育希望
者（３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。
問保健予防課☎７２２・７９９６
地域ネットワーク向け

ゲートキーパー養成講座

ゲートキーパーとは、特別な資格
ではなく、身近な人の悩みに気づき
支える人のことです。
今回は、地域ネットワークを通じ
た、子ども・若者の見守りをテーマに
開催します。
日７月１２日㈮午後２時～４時
場市庁舎
講精神保健福祉士・伊藤次郎氏
定５０人（申し込み順）
申７月９日までにイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード１９０５０９Ｇへ。
問健康推進課☎７２４・４２３６

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
（6月・7月）
会 場
町田パリオ店
（森野1-15-13）
多摩境店
（小山ヶ丘3-2-8）
町田金森店
（金森3-1-10）
鶴川店
（能ヶ谷1-5-1）
町田東急ツインズ店
（原町田6-4-1）
ぽっぽ町田店
（原町田4-10-20）
ルミネ町田店
（原町田6-1-11）
小田急町田駅店
（原町田6-12-20）

日 時
6月7日㈮、7月10日㈬
午前10時～正午
6月10日㈪、7月24日㈬
午前9時～11時
6月12日㈬、7月12日㈮
6月14日㈮
6月17日㈪、7月8日㈪
午前10時～正午
6月21日㈮、7月1日㈪
6月24日㈪、7月31日㈬
6月26日㈬、7月19日㈮

防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス

検索
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催し・講座
中央図書館

一

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。
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日

図

書

館

員

夏休み期間中に、図書館の仕事を
体験してみませんか。
対市内在住、
在学の中学生～大学生
日７月２５日、８月１日、１５日、２２日、
２９日、いずれも木曜日午前８時３０分
～午後４時ごろ
（各日とも同一内容）
場中央図書館
内カウンターでの応対、予約が入っ
た本を探す、
本の装備等
定各３人（初めての方を優先のうえ、
抽選）
申申込書
（各市立図書館・町田市民文
学館に有り、町田市立図書館ホーム
ページでダウンロードも可）に記入
し、６月３０日までに直接中央図書館
５階視聴覚カウンター、各市立図書
館または町田市民文学館へ。
問中央図書館☎７２８・８２２０

場町田市民フォーラム
内再就職を取り巻く環境と心構え、
扶養範囲内で働く際の社会保険制度
や税について
講東京都金融広報委員会金融広報シ
ニアアドバイザー・音川敏枝氏、ハロ
ーワーク町田マザーズコーナー職員
定２０人（申し込み順）
申６月５日正午～１８日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０６０５Ｂへ。保育希望
者（６か月以上の未就学児、申し込み
順に１０人）は、６月１１日までに併せ
て申し込みを。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８

実 践！ 労 務 ト ラ ブ ル
対 応 策 セ ミ ナ ー

対企業経営者
日６月２０日㈭午後２時～５時
場日本生命町田ビル（森野）
内重要！
「働き方改革」対応のポイン
トはここ！、年休に関して勃発する
トラブルとは 他
大地沢青少年センター
講杜若経営法律事務所パートナー弁
青 空 ア ト リ エ
護士・岸田鑑彦氏
毎月第２日曜日に、電動糸のこや、 定８０人（申し込み順）
申ＦＡＸであいおいニッセイ同和損
のこぎりなどを使い、木やまゆ等で
害保険（株）事務局神奈川中央支店
椅子やクラフトを作っています。
6月の特別プログラムは「ビー玉 （返０４６・２２２・５６２３）へ（１社２人ま
で申し込み可）。
迷路」
を予定しています。
問同事務局神奈川中央支店☎０４６・
※参加希望者は、直接同センター事
務室へおいで下さい。
２２１・７７９５（当日連絡先＝☎０８０・
日６月９日㈰午前１０時～午後３時（雨
８０５８・５２３８）、町田市産業政策課☎
天実施）
７２４・２１２９
※開催時間内であれば、何時からで
町田新産業創造センター
も参加できます。
創業・起業に関するセミナー
場同センター研修棟
費１００～５００円（参加プログラムに 【町田創業～ファーストステップ相
よって異なる）
談会】
問同センター☎７８２・３８００
日６月１５日、２９日、いずれも土曜日
午後１時～５時（１人１時間）
女性のための
申参加希望日の１週間前までに同セ
就 職 準 備 セ ミ ナ ー
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
日６月２７日㈭午前９時３０分～正午
かきつばた

熱中症に気をつけましょう！

問健康推進課☎７２４・４２３６

ミナー】
日①６月１１日㈫午後２時～３時３０分
②６月１１日㈫午後３時４５分～５時１５
分③６月２０日㈭午後２時～３時３０分
④６月２０日㈭午後３時４５分～５時１５
分
内①応用・経営～経営者として知っ
ておくべき法律・知的財産②応用・財
務～資金繰り（キャッシュフロー）の
基礎知識③応用・人材育成～人を雇
用するときのルール④応用・販路開
拓～“お客様”から“根強いファン”に
なってもらう営業
講①司法書士すずらんリーガルオフ
ィス・藤原香奈氏②中小企業診断士
和泉朱美事務所・和泉朱美氏③村上
社会保険労務士事務所・村上かおり
氏④クレド・パートナー 岡田勇雄
氏
定各３０人（申し込み順）
申参加希望日の前日午後５時までに
同センターホームページで申し込
み。
◇
対創業予定の方、創業して間もない
方等
場同センター
問同センター☎８５０・
８５２５、町田市産業政 同センター
策課☎７２４・２１２９
ホームページ

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。
※この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６月１７日㈪、１８日㈫、午後２時３０
分～４時
場市庁舎
定各１５人（申し込み順）
申６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１９０６０４Ｂへ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

第５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
「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６月２９日㈯午後２時～４時
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」～
第２回から第4回までに生まれた
アイデアを集約し、模型や図面な
どを用いて、より具体的に議論を

詳細はお問い合わせ下さい。

深める
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（下記ＱＲ
コード）で申し込み。

ワークショップ

原町田中央通りの未来を考えよう！！

問地区街づくり課☎７２４・４２６６

「町田市中心市街地まちづくり
計画」では、
「個性と魅力あふれる
商店街づくりプロジェクト」の推
進を目指しています。
中心市街地のメインストリート
の一つである原町田中央通りを活
気に満ちた楽しい通りにするた
め、通りの将来像を考えます。
対原町田中央通りのまちづくりに
興味があり、複数回参加できる方
日①６月２５日㈫②７月２４日㈬③９
月２６日㈭④１０月２８日㈪⑤２０２０
年１月２８日㈫、午後６時３０分～８
時３０分
場①健康福祉会館②～⑤町田まち
づくり公社
内①原町田中央通りを知る②～④
通りの未来を考える⑤構想取りま
とめ
※日程等は変更になる場合があり

ます。
定５０人（申し込み順）
申住所・氏名（ふりがな）
・電話番号
・参加可能な日程を明示し、６月
１７日までに電話またはＥメールで
地区街づくり課（遍ｍｃｉｔｙ４０９０＠
ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。

まちづくりを
検討する範囲

健康福祉会館

町田まちづくり公社
（ぽっぽ町田）

小田急線町田駅

移動図書館 そよかぜ号

日・内６月２８日㈮、面接対策セミナー
＝午前１０時～正午、就職面接会＝午
後１時～４時（受付時間＝午後０時３０
分～３時）
※面接会は直接会場へおいで下さ
い。
場町田市文化交流センター
定セミナー＝３０人（申し込み順）
申電話で東京しごとセンター多摩
（☎０４２・３２９・４５２４）へ。
問産業政策課☎７２４・２１２９

みんなの鶴川駅プロジェクト

夏に向かい、熱中症に注意が必 なり次第終了）
要な季節がやって来ました。
場市庁舎前
熱中症の予防には「水分補給」と 【③健康気象セミナー～気象予報
「暑さを避けること」が大切です。 士檜山さんに聞く この夏の天候
【①ＦＣ町田ゼルビアホームゲーム は？「４０度時代の熱中症対策」】
で熱中症対策キャンペーン】
大塚製薬（株）との協定事業によ
会場内のブースに
るセミナーです。
来た方には、オリジ
日７月８日 ㈪ 午
ナルネッククーラー
後２時 ～３時３０
をプレゼントします
分
（１人１個、無くなり
場町田市民フォ
次第終了）
。
ーラム
日６月２３日㈰午後３時～６時（終了 内近年の気象情
時間は早まる場合も有り）
報から見る気候
※キックオフは午後６時です。
の変化、今年の
場市立陸上競技場イベント広場 夏季の傾向、熱中症への対策等
（ゼルビーランド）
講ＮＨＫ総合「おはよう日本」気象
【②熱中症予防声掛け出陣式】
キャスター・檜山靖洋氏
7月 は 熱 中 症 予 防 強 化 月 間 で 定１８０人（申し込み順）
す。
同月間のスタートにあたり、ネ
◇
ッククーラー・ドリンク・うちわ・ 申①②直接会場へ③６月６日正午
塩飴等を無料配布するとともに、 ～７月３日にイベントダイヤル（☎
声掛けをして熱中症への注意喚起 ７２４・５６５６）またはイベシスコー
を図ります。
ド１９０６０６Ａへ。
日７月１日㈪午前１１時から（無く

ご利用下さい！

地 域 就 職 面 接 会

さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131

町田市民
フォーラム

町田駅前通り
JR横浜線町田駅

町田市立図書館

検索

対 対象

凡例

日 日時

場 会場

内 内容

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

時から（いずれも３０分程度）
場同館エントランスホール
※座席の用意はありません。
演奏坂口大介（サックス）、南保ひと
み（ピアノ）
問同館☎７２６・２８８９

まちエコ・フリーマーケット

「包丁研ぎ」
もあります
（正午まで）
。
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
【フードドライブを同時開催】
生涯学習センター・鶴川地区協議会
各家庭で余っている食材を持ち寄
共催～３水スマイルラウンジ
り、
集まった食材を福祉団体・施設な
鶴
川
の
歴
史
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。
【鶴見川源流域を辿る】
○特に喜ばれるもの 調味料・レト
上小山田町の泉を源流とし、横浜
ルト食品・缶詰・お菓子・お茶等
市鶴見区の河口から東京湾に注ぐ全
※混雑時は、駐車できない場合もあ
長４２．５㎞、流域面積２３５㎢の一級河
ります。
川である鶴見川の全体概要を把握
※詳細は、
（一財）まちだエコライフ
し、源流域（泉～図師大橋付近）の主
推進公社（☎７９７・９６１７）へお問い
な谷戸・川・橋・寺社・古道・人物等に
触れ、歴史的な背景を辿ります。
合わせいただくか、同公社ホームペ
ージをご覧下さい。
日６月１９日㈬午前１０時～１１時、午
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
後１時～２時（各回とも同一内容）
場和光大学ポプリホール鶴川３階多
忠生公園
目的室
定 例 自 然 観 察 会
講小島日記研究会会員・荒井仁氏
問生涯学習センター☎７２８・００７１
【初夏のいきもの】
日６月２日㈰午前９時３０分～１１時３０
文学館でたのしむ
分
（雨天中止）
おとなのためのおはなし会
場同公園
※集合は同公園自然観察センター
保育希望者以外は直接会場へおい
（忠生がにやら自然館）です。
で下さい。
問同公園☎７９２・１３２６
日６月２０日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分
国際版画美術館～企画展「ＴＨＥ　 ＢＯ
場町田市民文学館２階大会議室
ＤＹ～身体の宇宙」
関連イベント
内町田ゆかりの作家紹介＝「神蔵器」
プロムナード・コンサート
／おはなし＝「金魚」
（エリナー・ファ
ージョン作）、
「水たまり」
（沙石集）、
【ＴＨＥ　 ＳＡＸＯＰＨＯＮＥ】
（グリム童話）
サックスとピアノが奏でる音楽と 「マレーン姫」
語り手
（特）まちだ語り手の会
ともに
「身体の宇宙」の世界をお楽し
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
み下さい。
申し込み順に６人）は、６月１日午前９
日６月１５日㈯、午後１時から、午後３
たど

サ

ク

ソ

フ

ォ

ン

市HP 町田市ホームページ

時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。
稲城の古えから現代を訪ねて

ウォーキングイベント

市では、周辺自治体と連携した観
光施策を進めています。その一環と
して、多摩川沿いから大丸用水を中
心に、穴澤天神社や稲城ペアテラス
などを巡りながら約９㎞のコースを
歩きます。
日６月２３日㈰午前９時～正午（小雨
実施）、集合は京王相模原線京王よみ
うりランド駅

環境月間イベントを開催します

問環境政策課☎７２４・４３８６

日６月３日㈪～７日㈮、午前８時３０分 た美化活動の様子を展示します。
～午後５時（最終日は午後３時まで） 【熱回収施設等の整備運営事業の紹
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
介】
【「もったいないことしま川柳」作品
老朽化したごみ処理施設に代わ
る、新たな施設の整備状況について、
紹介】
市民の皆さんから寄せられた川柳 ドローンを使った映像紹介や完成模
の中から、厳選した１００作品を紹介 型を展示します。
【同時開催～出張リサイクル広場】
します。
日６月６日㈭、７日㈮、午前１０時～午
【剪定枝たい肥の販売】
市内で回収した剪定枝から作った 後３時
たい肥を販売します（５ℓ＝５０円、 場市庁舎正面玄関横
１０ℓ＝１００円、売り切れ次第終了）。 無料回収品目陶磁器・ガラス食器、フ
ライパンなどの家庭金物、ビデオテ
※手さげ袋等をお持ち下さい。
ープ、廃食用油、ヨーグルトなどの紙
日期間中毎日、午前９時～正午
容器、洗剤の計量スプーン、ペットボ
【地球温暖化対策の紹介】
地球温暖化対策に関する展示と家 トルのふた、パン袋の留め具、インク
庭でできる取り組みを紹介します。 カートリッジ、小型家電
※他にもさまざまなイベントを企画
【まちの美化の取り組みの紹介】
駅周辺での清掃活動をはじめとし しています。
せん りゅう

せん てい

し

ドスタッフにチャレンジ！！】
詳細は、まちだ子育てサイト、チラ
シまたはサンリオピューロランドホ
問子ども総務課☎７２４・２８７６
ームページをご覧下さい。
○パレードスタッフプラン
【①
「声優」
・
「歌手」
の基礎を学ぼう！
！】 で徴収）
出演ダンサーからレッスンを受
詳細は、
まちだ子育てサイト、チラ 申住所・氏名・電話番号・学年・保護者
シまたは稲城市ホームページをご覧 氏名・参加希望コースを明記し、６月 け、オリジナルＴシャツを着てパレー
下さい。
２日～２３日午後６時にＥメールでＪＴ ドの前後に出演します。また、キャラ
対町田・多摩・稲城市在住の小学生～ Ｂコミュニケーションデザイン（遍ｋ クターと一緒にメルヘンシアターの
（保護者の
高校生
ｏｄｏｍｏｔａｉｋｅｎｊｙｕｋｕ．ｓｅｉｙｕ２０１９＠ ダンスショーに出演します
観覧可）
。
ダンス初心者も歓迎です。
場稲城市立ｉプラザ（稲城市）
ｊｔｂｃｏｍ．ｃｏ．ｊｐ）へ。
内声優コース、
歌手コース
問ＪＴＢコミュニケーションデザイン 対町田・多摩・稲城市在住の小学３年
定声優コース＝６０人、歌手コース＝ （子ども体験塾係）☎０３・５６５７・ 生～高校生
６０人／抽選
０６２４または町田市子ども総務課へ。 定各４０人（４コース実施、抽選）
費３５００円（初回レッスン時に現金 【②この夏は、サンリオピューロラン 費４５００円

多摩・島しょ子ども体験塾

コース名

レッスン日１

日程表

レッスン日２

声優コース
（小学生）①

７月２９日㈪午前１０ ８月５日 ㈪ 午 前１０
時３０分～午後０時 時３０分～午後０時
３０分
３０分

声優コース
（小学生）②

７月２９日 ㈪ 午 後１ ８月５日㈪午後１時
時３０分～３時３０分 ３０分～３時３０分

○サービススタッフプラン
スタッフと同じコスチュームを着
て接客します。
対町田・多摩・稲城市在住の小学５年
生～高校生
定各２０人（４コース実施、抽選）
費２０００円
◇
場サンリオピューロランド（多摩市）
申６月５日午前１０時～２１日午後６時
に同ランドホームページで申し込み。
問同ランドゲストセンター☎０４２・
３３９・１１１１
（受付時間＝午前９時３０
分～午後５時〔休館日を除く〕）また
は町田市子ども総務課へ。

サンリオピューロランドスタッフにチャレンジ

リハーサル日

本番日

７月３０日㈫午前１０ ８月６日 ㈫ 午 前１０
声優コース
時３０分～午後０時 時３０分～午後０時
（中学・高校生）①
３０分
３０分
声優コース
７月３０日 ㈫ 午 後１ ８月６日㈫午後１時
８月１１日 ㈷ ８月１２日（ 振
（中学・高校生）② 時３０分～３時３０分 ３０分～３時３０分
午 前 ９ 時 ～ 休 ）午 前９時
７月３１日㈬午前１０ ８月７日 ㈬ 午 前１０ 午後５時
～午後５時
歌手コース
時３０分～午後０時 時３０分～午後０時
（小学生）①
３０分
３０分
歌手コース
（小学生）②

※雨具はレインコート等をご用意下
さい（傘は不可）。
定３５人（申し込み順）
費５００円
申住所・氏名（ふりがな）
・携帯電話番
号・性別・年齢、同行者の氏名・年齢を
明記し、ハガキ、ＦＡＸまたはＥメール
で、６月１８日まで（必着）にＪＴＢ東京
多摩支店ウォーキングイベント係
（〒１９０－００２３、立川市柴崎町２－
１２－２４、ＭＫ立川南ビル３階、返０４２
・５２１・５５５８遍ｍｉｎａｍｉｔａｍａ＠ｊｔｂ．
ｃｏｍ）へ。
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８

６月は環境月間〜エコについて考えよう！

２０１９年度多摩・島しょ広域連携活動助成事業

「声優」
・
「歌手」の基礎を学ぼう

７月３１日 ㈬ 午 後１ ８月７日㈬午後１時
時３０分～３時３０分 ３０分～３時３０分

８月１日 ㈭ 午 前１０ ８月８日 ㈭ 午 前１０
歌手コース
時３０分～午後０時 時３０分～午後０時
（中学・高校生）①
３０分
３０分
歌手コース
８月１日㈭午後１時 ８月８日㈭午後１時
（中学・高校生）② ３０分～３時３０分
３０分～３時３０分
※クラス数は、募集状況により変動します。
※本番日は当日リハーサルを含みます（発表会は午後の予定）
。
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【パレードスタッフプラン】
コース名
ハローキティコース

レッスン日

日程表

チャレンジ日

ダンス発表会

７月２４日㈬午前１０時 ７月２７日㈯午前１０時
～午後１時３０分
３０分～午後１時３０分

７月２９日㈪午前１０時 ８月３日㈯午前９時３０
８月３１日㈯午
～午後１時３０分
分～午後０時３０分
前８時３０分 ～
８月５日 ㈪ 午 前１０時 ８月１０日㈯午前１０時 １１時
ポムポムプリンコース
～午後１時３０分
３０分～午後１時３０分
マイメロディコース

ポチャッココース

８月８日 ㈭ 午 前１０時 ８月１７日㈯午前１０時
～午後１時３０分
３０分～午後１時３０分

【サービススタッフプラン】
コース名

レッスン日

チャレンジ日

リトルツインスターズコース

７月２５日㈭午前９時４５分 ７月２８日㈰正午～午後３
～午後０時３０分
時３０分

シナモロールコース

７月３０日㈫午前９時４５分 ８月４日㈰正午～午後３時
～午後０時３０分
３０分

クロミコース

８月６日㈫午前９時４５分～ ８月１１日㈷正午～午後３
午後０時３０分
時３０分

バッドばつ丸コース

８月９日㈮午前９時４５分～ ８月１８日㈰正午～午後３
午後０時３０分
時３０分
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町田薬師池公園四季彩の杜

しょうぶ・あじさいまつり

問公園緑地課☎７２４・４３９９
写真展について＝町田市フォトサロン☎７３６・８２８１

花しょうぶやあじさいが咲き誇 場花菖蒲田周辺
る薬師池公園に遊びに来ません 【あじさい公開】
か。
４２品種、約１０００株のガクアジ
サイ、西洋アジサイ等が咲き誇り
薬師池会場
ます。
６月１日㈯～３０日㈰
※見ごろは６月中旬～下旬です。
【花しょうぶ公開】
場花菖蒲田周辺及びあじさい園
江戸系、肥後系、伊勢系など１７５ ○町田市フォトサロンのお知らせ
品種、
約２２００株の花しょうぶが咲 【しょうぶ・あじさい写真展作品募集】
き誇ります。
まつり期間中は、早乙
薬師池公園で撮影したしょう
女姿の花摘み娘が手入れをしてい ぶ、あじさいの写真を募集します。
ます。
しょうぶの最盛期には、薬師 写真は同サロンで展示します（会
池産しょうぶ苗の販売もあります。 期＝８月２２日～９月１日）。
※見ごろは６月上旬～中旬です。
定３０人（先着順）
場花菖蒲田
費５００円
申作品の裏面に応募票（同サロン
ホームページでダウンロード）を
貼り、７月１４日午前１０時から直接
同 サ ロ ン１階 受 付 へ（１人２点 ま
で）
。

えびね苑会場

６月１５日㈯～３０日㈰

薬師池の花しょうぶ

【花しょうぶガイド】
１７品種、約５０００株のあじさい
まちだ観光案内人が、来園者の が咲き誇るえびね苑を部分開苑し
皆さんに、花しょうぶに関する知 ます。
識などを楽しく解説します。
※えびねの植栽地は入れません。
日６月５日㈬～２０日㈭、午前１０時 開苑時間午前９時３０分～午後４時
～正午、
午後１時～２時
（入苑は午後３時３０分まで）
交通案内 
薬師池会場

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」
か
「薬師ヶ丘」
下車

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
えびね苑会場 車庫」
行き、
または
「鶴川駅」
行きバスで
「薬師池」
下車。または町田バス
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
※駐車場（土・日曜日は有料）は混雑が予想されます。公共交通機関をご利用下さい。

子育てひろばカレンダー
（毎月25日発行）
問子育て推進課☎724・4468
子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」
でご案内しています。 町田市子育てひろばカレンダー 検索
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 !

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

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

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
【①健康太極拳教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日毎週木曜日（祝休日・大会等を
除く）、午前９時１５分～１０時１５分講
（特）日本健康太極拳協会
【②小・中学生柔道教室】
対市内在住、在学の小・中学生日毎週
土曜日（祝休日・大会等を除く）、午後
３時３０分～５時３０分
◇
費①大人３００円、６５歳以上・障がい
者１００円②１００円／いずれも別途公
開指導料として１００円が必要です
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【自重トレーニング】
対市内在住、在勤、在学の４０歳以上
の方日毎週金曜日、午前１１時～１１
時５０分費大人３００円、６５歳以上・障
がい者１００円／別途公開指導料とし
て１００円が必要です
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
【初心者デジタルカメラ講座参加者
募集】
対デジタルカメラをお持ちの小学生
以上の方日６月２９日㈯午前１０時～午
後０時３０分／集合は同サロン内薬師
池公園～七国山を歩いて回りながら

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。

●市立博物館☎７２６・１５３１
【玉川大学芸術学部連携ワークショ
ップ～小学生参加！大学生と一緒に
工作しよう！】
作品は６月２４日㈪～２８日㈮にイ
ベントスタジオ（市庁舎１階）で展示
します対小学生日６月２２日㈯、２３日
㈰、午後１時１５分～３時４５分（保護者
の見学可、両日とも同一内容）場市庁
舎講玉川大学准教授・赤山仁氏、同大
学教授・藤枝由美子氏、同大学非常勤
講師・丸山松彦氏、同大学芸術学部生
他定各１５人（申し込み順）申６月５日
正午～１１日にイベントダイヤル（☎

７２４・５６５６）またはイベシスコード
１９０６０５Ａへ
●スポーツ振興課☎７２４・４０３６
【スポーツにチャレンジ！】
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（小学１～３年生は保護者同伴）
日７月６日㈯午後０時３０分～２時３０
分場サン町田旭体育館内トランポリ
ンを中心とした複合種目等を実施講
町田市スポーツ推進委員定６０人（申
し込み順）費１人２００円（保護者も参
加費が必要）申６月６日正午～１５日
にイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）
へ

6月12日は

ラグビーワールドカップ2019TM 開幕100日前です！

問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎724・4442

100日前を記念し、6月12日㈬に、大会期間中に町田市でトレーニングを
行うナミビア代表チームの国旗の色で市庁舎をライトアップします。
市HP 暮らしに関する相談

暮らしに関する相談
名 称
①法律相談
②交通事故相談
③人権身の上相談(人権侵害などの問題）
④国税相談
⑤不動産相談
⑥登記相談
⑦行政手続相談
⑧年金・社会保険・労務相談
⑨少年相談
⑩国の行政相談
⑪建築・耐震相談

月～金曜日
12日㈬
7日、
14日㈮
4日㈫
11日㈫
6日㈭
13日㈭
5日㈬
11日㈫
4日㈫
5日㈬
月～土曜日
⑫電話による女性悩みごと相談（家庭、人
（祝休日、第3水曜日
間関係、女性への暴力、LGBT等）
を除く）

⑬空家に関する相談
（弁護士・宅地建物取引士）

撮影する定１５人（抽選）費１０００円申
ハガキに住所・氏名
（ふりがな）
・電話
番号・お持ちのカメラの機種名
（不明
な場合は無記入でも可）を明記し、６
月２０日まで（必着）に町田市フォトサ
ロンデジタル講座係
（〒１９５－００６３、
野津田町３２７２、
薬師池公園内）
へ
●子ども創造キャンパスひなた村☎
７２２・５７３６
【レッツサイエンス 町田ひなた村
科学クラブ～花のレストラン おき
ゃくさんはだーれ？】
タンポポやハルジオンなど、昆虫
の食事をのぞいてみましょう対市内
在住、在学の小・中学生日６月２３日㈰
午前１０時～正午定２０人（申し込み
順）費３００円
【ひなた村人形劇グループ参加者募
集】
対市内在住、在勤、在学の小学３年生
～１８歳／定員に達しない場合は小
学２年生も受け付けます日７月１４日
～２０２０年３月の日曜日、午前９時３０
分～正午（月２回程度）／６月３０日㈰
午前１０時から事前説明会を行いま
す内人形作りと公演定２０人（申し込
み順）
◇
申６月１日午前１０時から電話でひな
た村へ

10日㈪

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

日 時
相談時間はお問い合わせ下さい

対 象
申し込み等
市内在住の方 前週の金曜日から電話で予約
相談日の1週間前から電話で予約
電話予約制（随時）

午後1時30分～4時
市内在住の方

電話予約制（次回分まで受け付け）

電話で市民相談室
（☎724・2102）へ

午前9時～午後4時

事前に電話で八王子少年センター（☎042・679・1082）へ

午後1時30分～4時

直接市民相談室（市庁舎1階）へ

午前9時30分～午後4時（水曜日のみ 市内在住、在 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）
勤、
在学の方 ※法律相談有り＝要予約

午前9時～正午
（相談時間は50分）

南町田グランベリーパーク

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
※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
（空家・居住中
税理士も同席
問わず）

プロジェクト発表会

追加開催

凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

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

問 問い合わせ
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●東京労働局～２０１９年度労働保険
０３・５２１１・２３２６）へ
時～4時
の年度更新のお知らせ
【入会説明会】
【もう悩まない！誰でも簡単に作れ
２０１９年度の労働保険料（労災保
直接会場へおいで下さい対市内在
る集客文章㊙作成術】
険料と雇用保険料）の申告・納付期間
住の６０歳以上で、健康で働く意欲の
対経営者・従業員日6月24日午後2
●東京都住宅供給公社からのお知ら
は、６月３日～７月１０日です。加入事
ある方／趣旨に賛同のうえ、会員に
時～4時内集客できる文章・できな
せ
業場には、６月上旬に申告書が郵送
なっていただきます日６月４日午前９
い文章を具体的な事例を通して学
詳細は各募集案内を参照配布期間
されますので、早めに手続きをして
時３０分から場わくわくプラザ町田３
び、誰でも簡単に作れる黄金ルール
６月３日から①６月１２日まで②６月
下さい。申告書の提出方法について、 階 講 習 室問 同 セ ン タ ー ☎７２３・
を習得する、実際に自社製品の集客
１１日まで配布場所市庁舎１階総合案
申告・納付の場合は最寄りの金融機
文章を作成等
内、各市民センター、木曽山崎連絡
２１４７
関、郵便局への持参や東京労働局、労
◇
所、
町田・玉川学園・鶴川・南町田の各
●町田商工会議所からのお知らせ
働基準監督署への来庁または郵送が 【広報初心者のためのプレスリリー
場 同 会 議 所申 電 話 で 同 会 議 所（ ☎
駅前連絡所、同公社町田窓口センタ
あります。申告書の作成・手続きは、 ス活用法セミナー】
ー等で配布（各施設で開所日時が異
722・5957）へ
社会保険労務士及び労働保険事務組
なる）
／配布期間中に限り、同公社ホ
対経営者・従業員等日6月6日午後2
合制度も利用できます。詳細は東京
ームページでダウンロードも可
労働局ホームページを参照問同局労
【①公営住宅入居者募集】
町田市メール配信サービス
働保険徴収部適用・事務組合課☎０３
市営住宅（一般世帯単身者向＝１
本紙に掲載して
いる夜間・休日
戸、一般世帯家族向〔２人以上向＝１
・３５１２・１６２８
※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
戸・３人以上向＝５戸〕、車いす使用者
●八王子都税事務所～中小企業者向
※救急診療・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。
他の医療機関につなげる場合があります。
世帯向＝１戸）
、都営住宅地元割当
け省エネ促進税制 法人事業税・個
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
（一般世帯家族向＝８戸）
人事業税の減免
町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小児科）
【②東京都施行型～都民住宅】
都では、中小企業者が行う省エネ
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
都内に居住等、
要件有り。同時期に
設備等の取得を支援するため、法人
☎710・0927
日曜日
午前9時～午後4時30分
（電話受付は午前8時45分から）
募集する市営住宅・都営住宅とは住
事業税・個人事業税を減免していま
（下地図参照）
祝休日
宅の種類が異なります
す／詳細は主税局ホームページを参
診療日
診療時間
診療科
医療機関名（所在地）
電 話
◇
照。地球温暖化対策報告書制度及び
申郵送で６月１４日まで（いずれも必
導入推奨機器については、クールネ
1日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田市民病院（旭町2-15-41）
☎722・2230
着）問同公社都営住宅募集センター
ット東京（☎０３・５９９０・５０９１）へお
もとはしクリニック（中町2-14-10）☎727・9930
問い合わせを問同事務所☎０４２・
☎①７１３・５０９４②０３・３４９８・８８９４
●東沢地区山村留学協力会～子ども
６４４・１１１１
☎044・328・5143
午前9時～午後5時 内科 河辺内科医院（三輪町168-1）
の心を育むやんちゃ留学
●東京都福祉保健局からのお知らせ
ちょう内科医院（本町田2938-1） ☎729・5341
詳細はまちだ子育てサイトを参照 【２０１９年度慰霊巡拝を実施します】
2日㈰
対市内在住の小学３～５年生日７月
旧主要戦域となった陸上及び遺骨
☎799・6161
内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）
２６日～２９日、３泊４日／７月１5日に
収集の望めない海上や、旧ソ連・モン
町田病院（木曽東4-21-43）
☎789・0502
午前9時～翌朝9時
子どもセンターまあちで参加者向け
ゴル地域における抑留中死亡者の埋
外科系
町田慶泉病院（南町田2-1-47）
☎795・1668
の説明会を開催宿泊先少年自然の家
葬地等を中心に戦没者を慰霊しま
等内バーベキュー、
里親宅への民泊、 す。厚生労働省の主催で実施する巡
3日㈪
多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
少年自然の家での自然体験、星空観
拝です対慰霊巡拝を行う戦域の戦没
4日㈫
町田慶泉病院（南町田2-1-47）
☎795・1668
察等費３万７０００円（東京駅からの往
者の遺族で、原則８０歳以下の健康な
復旅費、滞在費等）申ハガキに住所・
方（初参加者優先）／派遣先によって
5日㈬ 午後7時～翌朝8時
町田病院（木曽東4-21-43）
☎789・0502
氏名・電話番号・性別・学校名・学年・
は別途条件有り実施地域東部ニュー
内科系
6日㈭
ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘1-3-8）☎798・1121
保護者氏名を明記し、６月３０日まで
ギニア、インド、マリアナ諸島、フィ
（必着）に山村留学協力会事務局（〒
リピン、硫黄島／詳細はお問い合わ
7日㈮
町田市民病院（旭町2-15-41）
☎722・2230
９９９－０１５１、山形県東置賜郡川西
せを問同局生活福祉部計画課援護恩
8日㈯ 午後1時～翌朝8時
あけぼの病院（中町1-23-3）
☎728・1111
町大字大舟２５２５－2、川西町東沢活
給担当☎０３・５３２０・４０７６
性化センター内、☎０７０・４０６０・ 【①東京都戦没者追悼式②全国戦没
町田南ホームクリニック
（南町田5-3-28）☎788・2581
者追悼式】
９０１６）
へ
内科 学園ハートクリニック
（玉川学園1-21-15）☎725・8468
対東京都に居住する戦没者遺族日８
●八王子年金事務所～年金の住所変
午前9時～午後5時
月１５日、①午前１１時４５分～午後１
更はお済みですか
中野クリニック整形外科・内科（木曽西3-20-6）☎793・7776
時３０分②午前１１時４５分～午後０時
住民票の住所変更をした方は、年
9日㈰
耳鼻科 つくし野耳鼻咽喉科（小川1-2-32） ☎796・8733
５０分場①文京シビックホール（文京
金各種手続きの際、住所変更の届け
区）②日本武道館（千代田区）申６月３
出は原則不要です。住民票の住所と
☎789・0502
内科系 町田病院（木曽東4-21-43）
日～１４日に電話で同局生活福祉部
違う場所にお住まいの場合、または
おか脳神経外科（根岸町1009-4） ☎798・7337
午前9時～翌朝9時
計画課援護恩給担当（☎０３・５３２０・
成年後見を受けている方等は、届け
外科系
出が必要です。届け出がお済みでな
４０７６）へ（遺族団体の会員は所属の
あけぼの病院（中町1-23-3）
☎728・1111
いと、
「ねんきん定期便」等、日本年金
団体へ申し込みを）
10日㈪
多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
機構からのお知らせが届かないこと
●町田消防署～危険物安全週間
があります。詳細はお問い合わせ下
６月２日～８日は危険物安全週間で
11日㈫
町田慶泉病院（南町田2-1-47）
☎795・1668
さい／共済年金を受け取っている方
す。ガソリン・消毒用アルコール等、
12日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）
☎799・6161
は各共済組合へお問い合わせを問ね
身の回りにある危険物の取り扱いに
ん き ん ダ イ ヤ ル（ 受 給 者 向 け ）☎
注意しましょう。また、セルフ式ガソ
13日㈭
町田病院（木曽東4-21-43）
☎789・0502
リンスタンドで給油する際は、正し
０５７０・０５・１１６５、ＩＰ・ＰＨＳ＝☎０３・
14日㈮
あけぼの病院（中町1-23-3）
☎728・1111
い操作で給油して下さい。なお、利用
６７００・１１６５、ねんきん加入者ダイ
町田市歯科医師会休日応急歯科・障がい者歯科診療所
者による車両以外への給油は禁止さ
ヤル（加入者向け）☎０５７０・００３・
休日応急 日曜日、祝休日の午前9時～午後5時（予約制、受け付けは
れています問町田消防署☎７９４・
００４、
ＩＰ・ＰＨＳ＝☎０３・６６３０・２５２５
健康福祉会館内
歯科診療 午後4時30分まで）
☎725・2225
●企業年金連合会～年金制度のお知
０１１９
障がい者 水・木曜日（祝休日を除く）の午前9時～午後5時（予約制、 （下地図参照）
らせ
●町田市シルバー人材センターから
歯科診療 受け付けは午後4時30分まで）
「厚生年金基金（企業年金）」とは、
のお知らせ
小児救急相談 子供の健康相談室（東京都）
企業が実施している年金制度の１つ
【就業体験講習「お庭のお手入れ」受
月～金曜日 午後 ６ 時～翌朝８時
です。この制度のある会社を勤続１０
講者募集】
または☎03・5285・8898
土・日曜日・祝休日・年末年始 午前 ８ 時～翌朝８時
年未満で退職したことがある方は、
対市内在住の６０歳以上で同センタ
制度への加入期間が１か月でも、同
ー未入会の方日６月２０日午前９時１５
東京都内の救急当番病院などの 健康福祉会館 原町田5-8-21
お問い合わせ
健康福祉
連合会から年金を受け取れる可能性
分～午後１時（予定）場子ども創造キ
会館
東京都医療機関案内サービス
福祉会館前
があります問同連合会☎０５７０・０２
ャンパスひなた村内同センターの紹
介、お庭のお手入れ作業の体験講習
・２６６６、ＩＰ・ＰＨＳ＝☎０３・５７７７・
町田街道
コンビニ
申６月７日までに電話で（公財）東京
２６６６（受付時間＝月～金曜日の午
☎03・5272・0303
至町田
24時間365日
または☎042・521・2323
しごと財団シルバー講習担当係（☎
前９時～午後５時）

情報コーナー

急病のときは

☎

＃ ８ ０ ０ ０
小田急線

日 6月16日㈰午前11時～午後0時30分 場 セミナープラス南町田（鶴間3-10-2） 問 都市政策課☎724・4248

至金森

至旭町

ひ ま わ り
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聴覚に障がいのある方が記事へのお問い合わせをご希望の際は、FAXで市役所代表返０４２・７２４・５６００へ。
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自転車をシェア
（共有）
してみませんか

シェアサイクルの社会実験を実施中

市は、シェアサイクルの企画・運営を行うｅｃｏｂｉｋｅ（株）と「町田市シェアサイクル事業社
会実験の実施に関する基本協定書」を４月１日に締結しました。
この協定に基づき、同社と共同してシェアサイクル（※）導入に向けた社会実験を実施中
です。
社会実験では、利用者がスマートフォンアプリを使って借りる駐輪場と返却する駐輪
場を予約し、
自転車を利用することができます。
シェアサイクルの導入により、市内の回遊性向上による地域活性化や、公共交通機関との
連携促進、
放置自転車対策、自転車等駐車場整備の軽減等が期待できます。
※シェアサイクルとは、まちなかに設置された複数の駐輪場から自転車を借り、返却できる
自転車共有サービスです。

利用方法

②貸出可能な駐輪場を検索
し、自転車を選択して予約

①スマートフォンアプリ
「HELLO CYCLING」から会員登録

問道路管理課
☎７２４・３２５７

●社会実験概要
駐輪場森野第３自転車駐車場①②、芹ヶ谷公園（国際版画
美術館）、ダリア園、リス園、町田薬師池公園四季彩の杜、
小野路宿里山交流館／その他の駐輪場（市内２３か所）は、
６月末までに順次追加設置する予定です。
料金１５分６０円、１日１０００円
決済方法クレジットカード決済または携帯電話の利用料
金に加算されるキャリア決済

③予約した自転車の車体番号
を確認

④予約番号を入力して開錠
し、
自転車を利用

⑤返却可能な駐輪場を予約
し、自転車を返却する

都内初! 知財取得のチャレンジはＴＯＫＹＯの町田から

町田市優秀工事賞の表彰を行いました

日本弁理士会と連携協定を締結

問工事品質課☎７２４・２８８４
２０１８年度施工町田市優秀工事賞の表彰式を、５月２１日に行いました。
この賞は、市の発注工事の中で工事成績が特に優秀で、他の模範となる
工事を「公共工事の品質向上に貢献した工事」と位置付け、その施工者を
表彰するものです。
表彰式では、表彰の基準（※）を満
たした施工者に、市長から賞状が手
渡されました。
※表彰の基準＝施工者の本店が市内
にあり、契約金額１０００万円以上、成
左から（株）三和住建、八王建設（株）、
（株）
績評定８０点以上の工事

日

時

定

員

会

場

若林工務店、
（株）イワヲ建設の皆さん

工事件名
南第二小学校中規模改修工事
小川小学校区学童保育クラブ老朽化改修工事
鶴間公園内施設新築工事（トイレ・四阿〔あずまや〕）
三輪小学校建築工事
（給食棟改修）

施工者
（株）イワヲ建設
（株）三和住建
（株）若林工務店
八王建設（株）

申し込み

６月は
間
食育月

同センターホ
６月１３日、７月１１日、 午後１時から、
町田新産
ームページ（右
各回１人
８月８日、９月１２日、 ２時から、３時
業創造セ
（申し込み順）
記ＱＲコ ー ド ）
いずれも木曜日
ンター
から（各５０分）
で申し込み

きいて！食べて！ 運動！ みんなで楽しむ食と健康

まちだ食育フェス

【まちだキッズ発明体験教室】
小学生向けの発明体験教室を夏休みと春休みに合わせて開催します。
電子紙芝居や発明工作を通じ、権利や発明について楽しく学びます。
【キックオフシンポジウム】
今回の協定締結を記念し、今秋に知的財産を取り巻く事情の最前線に
焦点を当てたシンポジウムを開催します。

東京急行電鉄
（株）
と災害時協力協定を締結

問防災課☎７２４・３２１８
地震等の大規模災害発生により交通機関が運行を停止した場合、
東急田
園都市線南町田駅周辺では、
大勢の帰宅困難者が発生すると想定されます。
市は、５月２０日に「災害時における施設等の提供に関する協定」を東京
急行電鉄
（株）
と締結し、１１月のまちびらき以降、大規模災害時に、南町田
グランベリーパークの一部施設で、帰宅困難者約１０００人の一時滞在が
可能になります。また、帰宅困難者に対し、備蓄物資や交通機関の運行情
報等を提供します。
広

問保健予防課
☎７２２・７９９６

日６月１５日㈯午前１０時３０分～午 育希望者（３歳以上の未就学児、１２
後２時１５分
人）は併せて申し込みを。
場健康福祉会館
【スポーツ教室～自宅でできる！
※車での来場はご遠慮下さい。
お手軽トレーニング】
内かむかむガムテスト、学校給食 対小学生以上の方
展示、食に関わるブース 他
時間午後１時～２時
【食育講演会～冷凍王子直伝！「時 講コナミスポーツ
（株）
・中島慶太氏
短」
「食品ロス削減」のためのフリ 定４０人（申し込み順）
申６月４日正午～１１日に電話で市
ージング術】
立総合体育館（☎７２４・３４４０）へ。
スープの試飲もあります。
時間午前１１時～正午
【健康チェック】
講ベフロティ（株）冷凍アドバイザ
第一生命保険（株）との包括協定
ー・西川剛史氏
事業です。
定１５０人（申し込み順）
内血管年齢測定、
ストレスチェック
申６月４日正午～１１日にイベント 【まちだすいとんの提供】
ダイヤル（☎７２４・５６５６）または 時間午後０時１５分から（１００食限
イベシスコード１９０６０４Ａへ。保 定）
告

広告欄：掲載のお問い合わせは広報課☎７２４・２１０１、掲載内容については広告主へお問い合わせ下さい。

１２

２４

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）。

問産業政策課☎７２４・３２９６
市は、５月１３日に「知的財産の活用による町田市の地域活性化及び産業
振興に関する協定」を日本弁理士会と締結しました。これは、
「町田市産業
振興計画１９－２８」に基づき、市内事業者の知的財産権の一部である産業
財産権
（特許権、実用新案権、意匠権、商標
権）
の取得・活用を促進するものです。
産業財産権を含む知的財産権を専門的に
取り扱う日本弁理士会のノウハウを生かし
て、相談会やセミナー等の各種連携事業に
取り組むことで、事業者のスムーズな権利
の取得・活用を促進し、市内企業を盛り上げ
左から日本弁理士会関東会・鈴
ていきます。
木会長、日本弁理士会・正林副
●今後予定している取り組み
会長、
石阪市長
【知財無料相談会】
知的財産のプロである弁理士が相談に応じます。
“拡げる”チャレンジ

今号の広報紙は、 万４４５１部作成し、１部あたりの単価は

詳細は、町田市ホームページをご覧下さい。

