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今号の紙面から

● 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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市役所の窓口受付時間 ● 午前8時30分〜午後5時
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●3面

2018年度の町田市の財政状況

●5面

町田市プレミアム商品券を発行・販売します
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【男子】
2020年7月25日
（土）
午前11時～午後6時15分（総距離約244㎞・130人出場）
問オリ
■

［開催概要

］

【女子】
2020年7月26日
（日）
午後1時～5時35分（総距離約147㎞・67人出場）

７月21日㈰ 東京2020大会に向けたテストイベント 自転車競技男子ロード
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東京2020大会本番とほぼ同じコースを
各国のナショナルチームが駆け抜けます。
時間正午～午後5時15分ごろ
総距離・選手数約189㎞・120人出場（予定）
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南大沢駅

自転車ロードレースを応援しよう！！
2019 in 町田 堺

東京2020大会に向けて、スポーツだけでなく観光等
の分野でも町田の魅力を伝えるため、地域ぐるみで大会
を盛り上げましょう！今回はテストイベントに併せ、自
転車関連の催しのほか、町田産夏野菜や食品の販売等を
行います。
詳細は、
町田市観光コンベンション協会ホーム
ページをご覧下さい。

地域のみん
なで
盛り上げよ
う

！

▶講演会
「自転車競技を100倍楽しむ方法を教えます」
 市内在住でマスターズ世界選手権大会の金メダリスト・
和地恵美氏が自転車競技の魅力や見どころをお話しします。
時間午前11時から、
正午から
（いずれも45分程度）
場ＪA町田市堺支店2階会議室 定各80人（先着順）
▶「自転車で駆け抜けたくなるMAP」を配布
 マップはサレジオ工業高等専門学校生が企画・デザインし、
和地恵美氏
休憩場所や駐輪スペースがある店舗等を掲載しています。
配布場所・数量JA町田市堺支店、
京王相模原線多摩境駅前広場・
500部
（無くなり次第終了）
問町田市観光コンベンション協会☎724・1951、
町田市観光まちづくり課☎724・2128
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町田で楽しむ～東京2020オリンピック・パラリンピック

東京2020オリンピック・パラリンピック開催まであと1年です。
町田ならではの大会の楽しみ方をご紹介します。



2019 年

問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎724・4442

7 月 18 日㈭

ネルソン・マンデラ国際デー（８面参照）

7 月 21 日㈰

東京2020大会に向けたテストイベント

8 月 13 日㈫～ 23 日㈮

（土・日曜日を除く）

自転車競技男子ロードが開催（1面参照）
イベントスタジオ・多目的スペース（市庁舎1階）

オリンピック・パラリンピック1年前！記念展示
時間午前8時30分～午後5時

8 月 下旬
9 月 15 日㈰

インドネシア・空手代表が市内でプレキャンプ（予定）
マラソングランドチャンピオンシップ

大迫傑選手

写真提供＝空手道マガジンJKFan

市内イベント等で

東京2020大会の魅力を発信
大会の魅力をお伝えするイベント等を計画
中です。東京2020公式マスコットのソメイテ
ィとミライトワが町田にやって来るかも？！

11 月

2020 年
7 月 10 日㈮

ⓒTokyo 2020

インドネシア・パラバドミントン代表が
市内でプレキャンプ（予定）
©2019
（一社）日本障がい者バドミントン連盟

東京2020オリンピック
聖火リレーが町田市に

オリンピック聖火ランナー

募集中！

駒沢オリンピック公園をスタートし、他市を経由
して町田市へやって来ます。ゴール地点の町田シバ
ヒロでは、
聖火到着を祝うセレブレーション（聖火到
着式）
が行われます。

7 月 中旬 ～ 8 月

関根花観選手

大迫選手・関根選手を応援しよう！
オリンピックの出場権をかけたレ
ースに出場する町田市出身の大迫選
手と関根選手を応援するため、市立
陸上競技場でパブリックビューイン
グとランニングイベントを開催しま
す。
詳細は、
町田市ホームページを
ご覧下さい。

秋以降

画像提供：Tokyo 2020

海外代表選手が市内で事前キャンプ

世界のトップアスリートが町田に集う！

海外代表選手がベストを尽くせる環境を提供するとともに、市の魅力発
信やキャンプ国との交流による地域の活性化を図ります。事前キャンプ中
は、施設の利用を一部制限する等、ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力
をお願いします。

市内で事前キャンプを実施する国

［南アフリカ共和国］ ［インドネシア共和国］
南アフリカ代表チーム
空手・バドミントン
・パラバドミントン

［中国］
卓球・バレーボール・
バドミントン・水泳

7 月 25 日㈯
7 月 26 日㈰

東京2020オリンピック開会式
東京2020オリンピック自転車競技ロード
（男子）
東京2020オリンピック自転車競技ロード
（女子）

8 月 25 日㈫

東京2020パラリンピック開会式

7 月 24 日㈷

ツアー・オブ・ジャパン 2018

2019年8月31日まで

各都道府県聖火リレー実行委員会及
びプレゼンティングパートナー4社は、
オリンピック聖火ランナーを募集して
います。詳細は東京2020公式ウェブサ
イトオリンピック聖火リレーページを
ご覧下さい。

まちだ で おもてなし

海外から来るお客さんに、町田を楽
しんでいただくおもてなしを用意して
います。
⃝多言語対応マップ
多言語版「町田観光ガイドマップ」
「まちだグルメガイドマップ」
「まちだ
フットパスガイドマップ」などを作成
し、町田ツーリストギャラリー等で配
布しています。
⃝Machida Free Wi－Fi
来訪者がスマートフ
ォン等を使ってさまざ
まな情報を取得できる
よう、ＪＲ横浜線町田駅
北 口 等 の 市 内10か 所
に設置しています。

問観光まちづくり課☎724・2128

市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

返０４２・７２４・５６００

2018年度 の

番号間違いにご注意下さい

市では毎年2回
（7月、
12月）
、
財政状況を公表しています。

町田市の財政状況
問 財政課 ☎７２４・２１４９

今回は、2018年度
（2018年4月1日～2019年3月31日）
の財
政状況をお知らせします。また、
決算状況の詳細は、
今後の本
紙でお知らせします。
※金額は、表示単位未満を四捨五入しています。
※四捨五入による端数調整を行っているため、合計値等と合致しない場合
があります。

一般会計・特別会計予算の執行状況
会

計

予算現額(a)

一 般 会 計

1566億5083万円

特 別 会 計

国民健康保険
事 業 会 計

445億361万円

下水道事業会計

114億1504万円

介 護 保 険
事 業 会 計

333億3975万円

後期高齢者
医療事業会計

110億1918万円

小

計 1002億7759万円

合

計 2569億2842万円

収入済額(b)

収入率（b/a)

支出済額(c)

執行率（c/a）

1543億2213万円

98.5％

1518億1652万円

96.9％

444億6790万円

99.9％

435億8686万円

97.9％

108億3096万円

94.9％

107億743万円

93.8％

332億6886万円

99.8％

324億951万円

97.2％

110億4751万円

100.3％

109億7052万円

99.6％

996億1522万円

99.3％

976億7432万円

97.4％

2539億3735万円

98.8％

2494億9084万円

97.1％
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差引額
（ｂ-c）
25億561万円
8億8104万円
1億2353万円

企業会計【病院事業会計】の状況
2018年度の町田市民病院の利用状況は、入院患者数
が対前年度比0.7％減、外来患者数が対前年度比2.3％減
となりましたが、看護体制を強化するなどして医療の質
を高めたことで入院収益が増加し、料金収益では3.6％
前年度を上回りました。
なお、純損失は1億6892万円で、当年度未処理欠損金は42億9529万
円となりました。

利用状況と料金収益
患者数

8億5935万円
7699万円

料金収益

（税抜）

入

院

12万8002人

78億4799万円

外

来

27万4809人

32億3487万円

収入・支出の状況

（税込）

収益的収支
資本的収支
（主に病院経営に伴うもの） （建設投資などに伴うもの）

19億4090万円
44億4651万円

収入額

133億6602万円

8677万円

支出額

135億3072万円

8億2717万円

※金額は2019年4月1日～5月31日の出納整理期間を含んでいます。

市有財産の状況

ローン（市債）の状況

市では、
集会施設・学校・市庁舎などの建物や、これら施設の敷地となっ
ている土地、取得価格100万円以上の物品、有価証券、債権などの財産を
所有しています。

市には、公共施設を整備するために国や銀行などから
借りた長期のローン（市債）があります。
施設整備の資金を、その年度だけで支払おうとする
と、他の事業ができなくなります。そこで、施設などは長
期に利用できるので、整備した時の市民だけでなく、将
来利用する市民にもその費用を公平に負担してもらう
ようにしています。
ただし、借金であることに変わりはないため、借入れには十分気を付け
ています。

財産の種類

2018年度末現在高

土地 （公園、学校など）

708万4535.12㎡

建物 （学校、下水処理施設など）

94万5817.09㎡

物権 （地役権、地上権）

1263.59㎡

無体財産権 （著作権、商標権など）

84件

有価証券 （株券）

2018年度末元金現在高

（参考）2018年度末元金現在高
に対する利子の支払見込額

計

755億6303万円

29億248万円

下水道事業会計

469億6465万円

69億2744万円

病院事業会計

112億8911万円

18億6064万円

1338億1679万円

116億9056万円

2660万円

出資金

24億6806万7000円

物品 （美術品、学校備品など）
※取得価格100万円以上

1633点

債権 （貸付金、和解金など）

4800万円

基金

284億9580万円

一

会

計

般

会

合

計

※利子の支払見込額は、
今後支払いが予定されている総額です。

市民１人当たりの市税負担額と一般会計支出額
医療・生活支援、教育の充実、ごみの収集や再資源化、道路・下水道・公
園等の整備、
防災など市が行うさまざまな市民サービスは、皆さんに納
めていただいた税金を使って行われています。2018年度の市税収入
額と一般会計支出額をそれぞれ人口で割って、市民１人当たりの市税
負担額と一般会計支出額を計算しました。
※人口：42万8706人（2019年4月1日現在）

市民１人当たりの市税負担額

15万9566円

市民１人当たりの一般会計支出額

消防・防災のため

1万1883円

市債の返済のため
1万5458円

その他（議会、産業振興などのため）
4466円

道路・公園等整備のため
3万1655円
保健衛生・環境のため
3万1879円

教育のため

3万3777円

市民1人当たりの
一般会計支出額

35万4127円

医療・生活支援のため
17万7464円

35万4127円
市政運営のため
4万7545円

町田市ホームページ

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

パソコン版・スマートフォン版・モバイル版があります

4

2019．7．15

凡例

募 集
児童館及び学童保育クラブ

指

定

管

理

者

以下の児童館及び学童保育クラブ
を一括して管理運営できる団体を募
集します。詳細は募集要項をご覧下
さい。
対児童館（児童福祉法に基づく児童厚
生施設）
、学童保育クラブ、認可保育
所、認証保育所、幼稚園、認定こども園
のいずれかの運営の実績があり、市内
に事務所・事業所を有する社会福祉法
人、
学校法人及び特定非営利活動法人
対象施設町田市玉川学園子どもクラ
ブころころ児童館及びころころ学童
保育クラブ
（玉川学園３－３５－４５）
指定期間２０２０年４月１日～２０２５年
３月３１日
（５年間）
申８月５日午前９時～９日午後５時に
直接児童青少年課（市庁舎2階）へ
（郵送不可）
。
※募集要項・仕様書・申請書は、７月
１６日午前９時～８月２日午後５時に児
童青少年課で配布します（募集要項
及び仕様書は町田市ホームページで
ダウンロードも可）
。
【説明会を開催します】
日７月２４日㈬午前１０時から
場市民協働おうえんルーム（市庁舎
２階）
◇
問児童青少年課☎７２４・２１８２
学童保育クラブ

指

定

管

理

日 日時

場 会場

内 内容

曽東３－１１－３）③木曽境川学童保育ク
ラブ（木曽西１－９－１）④七国山学童保
育クラブ
（山崎町１３１４－２）
⑤竹ん子学
童保育クラブ（本町田１２１２）⑥学童２１
保育クラブ
（原町田４－２６－４０）
⑦高ヶ
坂学童保育クラブ（南大谷１２６０）⑧す
まいる学童保育クラブ（成瀬台２－５－
２）⑨野津田学童保育クラブ（野津田町
１２９０）⑩なんなる学童保育クラブ（南
成瀬３－６）⑪鶴間ひまわり学童保育ク
ラブ（鶴間４－１７－１）⑫大戸のびっ子
学童保育クラブ（相原町３８６５）⑬小山
中央学童保育クラブ（小山ヶ丘３－７－
１）⑭南つくし野学童保育クラブ（南つ
くし野２－１７－２）⑮鶴川第二学童保育
クラブ（能ヶ谷７－２４－２）⑯山崎学童
保育クラブ
（忠生２－１５－２６）
⑰相原た
けの子学童保育クラブ
（相原町１６７３）
指定期間２０２０年４月１日～２０２５年
３月３１日（５年間）
申８月５日午前９時～９日午後５時に
直接児童青少年課（市庁舎2階）へ
（郵送不可）。
※募集要項・仕様書・申請書は、７月
１６日午前９時～８月２日午後５時に児
童青少年課で配布します（募集要項
及び仕様書は町田市ホームページで
ダウンロードも可）。
【説明会を開催します】
日７月２４日㈬午前１１時から
場市民協働おうえんルーム（市庁舎
２階）
◇
問児童青少年課☎７２４・２１８２
ゆうゆう版画美術館まつり～チャリ
ティ・アートバザール２０１９

者

出

展

者

対作品を自分で管理、販売できる団
体・グループ（仕入商品の販売や個人
での出展は不可）
日１０月２６日㈯、２７日㈰、午前１０時
～午後４時
場国際版画美術館前庭
内絵画、版画、手工芸、陶芸品、ガラス
などの美術作品の販売

詳細は募集要項をご覧下さい。
対学童保育クラブ、
認可保育所、認証
保育所、
幼稚園、
認定こども園のいず
れかの運営の実績があり、市内に事
務所・事業所を有する社会福祉法人、
学校法人及び特定非営利活動法人
対象施設①藤の台学童保育クラブ（本
町田３３５０）②木曽学童保育クラブ（木
インターネット入札で

対 対象

衛星携帯電話を売却します

問防災課☎７２４・３２１８

インターネットを利用した一般
競争入札で衛星携帯電話を売却し
ます。
※入開札はヤフー
（株）が提供する
公有財産売却システム上で行いま
す。詳細は町田市ホームページを
ご覧下さい。
入札期間８月１６日㈮午後１時～２３
日㈮午後１時

申申込書類（町田市ホームページで
ダウンロード）に記入し、８月１日ま
で（消印有効）に郵送で防災課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
※入札の参加には、事前に仮申し
込みが必要です。８月１日午後２時
までに「Ｙａｈｏｏ！官公庁オークシ
ョン」で入札参加手続きを行って
下さい。

公開している会議
会議名
町田市食育推進計
画推進委員会
町田市環境マネジ
メントシステム外
部評価委員会

傍聴のご案内

日 時
会 場
定 員
申し込み
７月２５日 ㈭ 午 後１ 町田市保健所
（中
５人
直接会場へ問保健予防
時３０分～３時３０分 町庁舎）
１階講堂 （先着順） 課☎７２２・７９９６
７月２４日までに電話で環
７月２５日 ㈭ 午 後６ 市庁舎２階会議
10人
境政策課
（☎７２４・４３８６）
（申し込み順）
時３０分～８時３０分 室２－２
へ
会議当日に教育総務課
町田市教育委員会 ８月２日 ㈮ 午 前１０ 市 庁 舎１０階 会
（市庁舎１０階、☎７２４・
時から
議室１０－３～５
定例会
２１７２）
へ
10人
事前に電話でいきいき
町田市高齢社会総 ８月７日㈬午後６時 市庁舎２階会議
（申し込み順） 総務課
へ
３０分～８時
室２－１
（☎７２４・２９１６）
合計画審議会

納付はお済みですか？

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

費１団体・１ブース３０００円（出展料）
※売り上げから任意の金額を（社福）
町田市社会福祉協議会に寄付してい
ただきます。
申所定の申込書（同館に有り、同館ホ
ームページでダウンロードも可）に
必要事項を記入し、８月６日まで（必
着）に郵送またはＦＡＸで「ゆうゆう
版画美術館まつり」運営委員会事務
局（〒１９４－００１３、原町田４－２８－
１、☎返７２６・３０５１、電話受付時間＝
火・金曜日の午前１０時～正午）へ。
※応募多数の場合は抽選です。
問同館☎７２６・２８８９

お知らせ

子ども発達センターは市
庁舎内に仮移転します
改修工事に伴い、子ども発達センタ
ーは市庁舎内に仮移転します。
仮移転中は、子ども生活部２０４カウ
ンター
（市庁舎２階）
で、発達について
の相談や児童の障害福祉サービスの
申請を受け付けますが、認可通園事
業・親子通園事業は休止します。詳細
は電話でお問い合わせ下さい。
※電話・ＦＡＸ番号、郵送先は変わり
ません。
移転期間８月５日㈪～２３日㈮
問子ども発達支援課☎７２６・６５７０
ご意見を募集します

東京における都市計画道路の
在り方に関する基本方針（案）

東京都と特別区及び２６市２町は協
働で、
「東京における都市計画道路の
在り方に関する基本方針（案）」を公

表しました。
基本方針（案）は、東京都と特別区
及び２６市２町の各ホームページ、都
民情報ルーム及び各区市町の窓口で
閲覧できます。
ご意見・ご提案は、８月１２日まで
（消
印有効）
に、直接、郵送、ＦＡＸまたはＥメ
ールで東京都都市整備局都市基盤部
街路計画課
（〒１６３－８００１、新宿区西
新宿２－８－１、
☎０３・５３８８・３３７９返０３
・５3８８・１３５４遍Ｓ００００１７９＠ｓｅｃｔｉｏｎ．
ｍｅｔｒｏ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
へ提出して下さい。
問道路政策課☎７２４・１１２４

献血にご協力下さい
市庁舎で献血を実施します。輸血
用血液の需要は年々増加していま
す。継続的なご協力をお願いします。
日７月２６日 ㈮ 午 前１０時 ～１1時４５
分、午後１時～３時４５分
場ワンストップロビー（市庁舎１階）
問福祉総務課☎７２４・２５３７

催し・講座

町田市民文学館

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。
※８月は、保育はお休みです。
日８月２日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内のばら（脚本／堀尾青史、絵／桜井
誠）、コチョウガイ（脚本／立原えり
か、絵／松成真理子） 他
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」
問同館☎７３９・３４２０

カワセミ通信１５０
町田市長

ヤマユリの花が咲き、ヤブカンゾ
ウやヒメヒオウギズイセンも目立つ
ようになりました。今年の長い梅雨
も間もなく明けて、いよいよ盛夏、暑
い夏が始まります。
昨年の夏は、気象庁が「災害級」の
暑さという言葉を使って、熱中症な
どの予防を呼びかけました。今年も、
同じように猛暑になりそうです。市
民の皆さん、とくに小さいお子さん
や高齢者のいる家庭では、熱中症予
防に十分ご留意下さい。
さて、先月のことになりますが、市
立博物館が４５年の展示を終え、閉館
しました。１９７３（昭和４８）年に郷土
資料館として発足し、その３年後か
ら博物館として事業を展開してきま
した。
これまで、民俗資料、絵画、考古資
料、そしてガラス及び陶磁器の工芸
美術品を収集してきました。しかし、
建物の老朽化の問題や、エレベータ
ーが無いなどのバリアフリー対応の
問題、そして施設の立地の不便さな
どの諸問題から、７、８年前に施設の
コンセプトを見直し、移転すること
としました。
すでにご存じの方も多いと思いま
すが、移転先は「芹ヶ谷公園芸術の
杜」
としました。
芹ヶ谷公園は、
町田の

問 問い合わせ

石阪丈一

中心街から歩ける距離にあり、また
すでに国際版画美術館が立地してい
ることなど、美術品の展示にふさわ
しい場所として選んだものです。
新しい博物館「（仮称）町田市立国
際工芸美術館」のコンセプトは、美術
品に絞り、ガラスと陶磁器を中心に
活動することとし、縄文時代の土器
等の考古資料については、民俗資料
なども含め、歴史・民俗資料として、
別途に活用をすることとしました。
先日の「町田市立博物館最終展」の
閉館イベントの際に、このたび就任
した伊藤嘉章新館長は、新しい工芸
美術館について、
「大人も子どもも楽
しめる工芸館にしたい」
「来館者に驚
きと刺激を与えられる美術館にした
い」と話されていました。
開館は、４年後くらいになると思
いますが、それまで、出張展示などを
通じて、工芸美術の良さを伝える活
動を続けていきます。

市立博物館最終展での伊藤新館長との対談の様子

問納税課☎724・2121
7月は「
、固定資産税・都市計画税」
「国民健康保険税」
の納付月です ■

町田市イベント申込システム

イベシス 検索

町田市介護人材バンク
【出張相談・求職登録会ｉｎ鶴川市民セ
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７月２４日㈬午後１時３０分〜４時
場鶴川市民センター第１会議室
※事前予約は町田市介護人材バンク
へ
（予約無しでの参加も可）。
問同バンク☎８６０・６４８０（受付時間
＝祝休日を除く月～金曜日の午前９
時～午後５時）
、町田市いきいき総務
課☎７２４・２９１６
町田市民文学館・町田立教会共催講
演会

江戸の盛り場と文学～
浅 草・ 吉 原 を 中 心 に

東京オリンピックの前に、改めて
東京に残る江戸の歴史・文化・文学を
学びましょう。
日９月７日㈯午後２時～４時
場町田市民文学館２階大会議室
講近代女性史研究家・安原眞琴氏
定８０人
（申し込み順）
申７月１７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１９０７１７Ｇへ。
問同館☎７３９・３４２０
縄文土器をよむ～文字のない時代か
らのメッセージ

講

演

会

【①縄文人の心と世界観】
縄文土器の造形・集落景観・葬送儀
礼などから、縄文人の心と世界観を
読み解きます。
日８月１７日㈯午後２時～４時
講國學院大學教授・谷口康浩氏
【②直感で楽しむ土偶あれこれ】
考古学は決して難しいものではあ
りません。土偶の面白い見方をご紹
介します。
日８月２４日㈯午後２時３０分～４時
講文筆家・譽田亜紀子氏
◇

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。

場町田市民文学館２階大会議室
定各８０人（申し込み順）
申１次受付＝７月１５日正午～１７日午
後７時にイベシス（＝インターネッ
ト）コード①１９０７１８Ｂ②１９０７１８Ａ
へ／２次受付＝７月１８日正午から①
８月１３日まで②８月２０日までに、イ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスへ。
問生涯学習総務課☎７２４・２５５４
夏休みおうえん
う！

昔の道具を調べよ

夏のくらしの道具展

日７月２９日㈪～８月９日㈮、午前８時
３０分～午後５時（土・日曜日を除く）
※７月２９日は正午から、８月９日は正
午までです。
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
【関連イベント】
◯マルのつく日は缶バッジ・デイ
来館時に配布するワークシートを
記入した方に、オリジナルデザイン
の缶バッジを差し上げます。
開催日７月３０日㈫
定２０人（先着順）
◯学芸員によるギャラリー・トーク
日７月３１日㈬、８月１日㈭、２日㈮、６
日㈫、８日㈭、午後１時から２０分程度
定各２０人程度（先着順）
○編み細工の馬をつくろう！
日８月７日㈬、午前９時～９時３０分、午
後１時～１時３０分
内クラフトテープで七夕馬を作る
定各５人（先着順）
◇
問市立博物館☎７２６・１５３１
忠生公園

定 例 自 然 観 察 会

【昆虫を知ろう】
日８月４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。
定２０人（申し込み順）
申７月１６日午前９時から電話で同公
園
（☎７９２・１３２６）へ。
お気軽にご相談下さい

事業名

対

象

会

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

市内在住の方
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 （ 里 帰 り 中 の 方 健康福祉会館
の参加も可）
予約、電話で保健予防課へ
プレママクッキング（申し込み制）
申 イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル（ ☎７２４･ １６～３５週 の 妊
健康福祉会館
５６５６）ま た は イ ベ シ ス コ ー ド 婦
１９０３１９Ｐへ
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＝１９０３１９
Ｋ、
幼児食＝１９０３１９Ｙへ

４～６か 月 児 の 健康福祉会館
保護者
鶴川保健センター

８～１０か月児の 健康福祉会館
保護者
鶴川保健センター
１歳６か月～２歳
健康福祉会館
０か月児の親子

町田市プレミアム商品券を発行・販売します

問同商品券コールセンター☎０３・６７３４・６５８３（７月16日開設、受付時間
＝午前8時30分～午後5時15分）、町田市産業政策課☎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・販売します。取扱加盟店一覧は、
同
商品券専用ホームページ
（右記ＱＲコード）
でご覧いただけます。
購入額１冊５０００円分（５００円券×１０枚つづり）を４０００円で販売
※購入対象者１人につき２万５０００円分（２万円）まで購入可能です。
使用期間１０月１日～２０２０年２月２９日
購入対象者・申請方法①２０１９年度の住民税が非課税の方（課税者と生計
同一の配偶者・扶養親族、生活保護被保護者等は除く）
＝７月下旬に市から
申請書を発送します。購入希望者は申請書に必要事項を記入し、
８月１日～
１１月３０日に返信用封筒で郵送して下さい。要件を満たしていることが確
認できた方には９月中旬以降、順次「購入引換券」を発送します（申請書が
届かない場合は、
町田市ホームページで申請書をダウンロードしていただ
くか、
町田市プレミアム商品券コールセンターへお問い合わせ下さい）
。
②２０１６年４月２日～２０１９年９月３０日に生まれた子どものいる世帯主
（子育て世帯）＝９月中旬及び１１月上旬に、要件を満たす子ども１人につ
き１枚、
「購入引換券」を発送します（申請は不要です）。
商品券の購入方法購入引換券、購入代金（現金）、本人確認書類をお持ちの
うえ、引換販売所（下表参照）へ。
町田市プレミアム商品券販売日程・引換販売所

時期により販売場所や時間が異なりますのでご注意下さい。

販売区分

販売日程

集中販売
一般販売

９月２８日㈯、
２９日㈰

※１

９月３０日㈪～２０２０年１月３１日㈮
の月～金曜日
（祝休日を除く）

引換販売所 ※２
市庁舎
各市民センター（南市民センターを除く）
つくし野コミュニティセンター
成瀬コミュニティセンター
郵便局（市内全３４局）、市庁舎

※１ 土・日曜日に販売するのはこの２日間のみです／※２ 一般販売は、販売窓口数が
少なく混雑が予想されますので、できるだけ集中販売でご購入下さい。また、各引換販
売所は駐車台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用下さい。

取扱加盟店を募集中！
対市内に店舗を有する事業者
募集期間２０２０年１月３１日まで
申町田市プレミアム商品券専用ホームペー
ジの申込フォームで申し込み（郵送またはＦ
町田市プレミアム商品券見本
ＡＸでの申し込みも可）。
※申込書付きパンフレットは市内の公共施設等で配布しています（同商
品券専用ホームページでダウンロードも可）。
※登録していただいた加盟店には、９月以降、加盟店用配布物一式（ポス
ター、ステッカー、マニュアル、換金依頼書、見本券等）を送付します。
◯換金について（換金手数料、郵送料無料）
換金受付期間１０月１日～２０２０年３月７日（消印有効）
換金方法使用済みの商品券を郵送後、約４週間で登録口座に振り込み。

8月、9月の母子健康案内

場

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

８月２日、
９月６日㈮
８月９日、
９月１３日㈮

Ｂコース ８月２４日、
９月２１日㈯

時

間

午後１時３０分～４時
午前１０時～正午

内

容／その他

妊娠中の過ごし方、歯の
衛生等

問い合わせ

分娩経過とリラックス
法等
もく浴実習、妊婦体験等

８月１３日㈫、２６日㈪、９月９日㈪、
受け付け＝午前９時４５分～
２４日㈫
保健予防課
１１時３０分、午後１時３０分～ 身長･体重測定、保育相
８月９日、
９月１３日㈮
地域保健係
談、
栄養相談、
歯科相談、
３時
☎725･5127
８月１９日、
９月２日㈪
母親のからだや気持ち
の相談
８月２０日㈫、
９月３０日㈪
受け付け＝午前９時４５分～
１１時３０分
９月４日㈬

助産師による相談、乳房
８月１日、８日、１５日、２２日、２９日、午前１０時～正午、午後１時 マッサージ／電話相談
は随時可、健康福祉会館
９月５日、
１２日、
１９日、
２６日㈭
～３時
（☎７２５・５４１９）へ
８月２２日、
９月２６日㈭

初期
後期

午前１０時～午後１時

８月５日㈪、２７日㈫、９月
午前１０時５分～１１時４５分
５日㈭
９月１２日㈭

８月１９日㈪、
９月１９日㈭
９月１２日㈭

幼児食 ８月２１日、
９月１１日㈬

午後１時４０分～３時２０分

調理実習、会食、妊娠中
の食生活の話
費５００円（食材費）
離乳食の話と試食

午前１０時５分～１１時４０分

離乳食後期の話と試食、
歯の話

午前９時５５分～１１時４５分

親子遊び、幼児食の話と
試食

保健予防課
保健栄養係
☎722・7996

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

ご利用下さい！

移動図書館“そよかぜ号”

詳細はお問い合わせ下さい。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131

町田市立図書館

検索
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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

2019．7．15

子どもの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、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。

●産業政策課☎７２４・３２９６、町田新
８月７日午後５時までに、
産業創造センター☎８５０・８５２５
同センターホームページ
【①まちだキッズ発明体験教室（夏）】 （右記QRコード）で申し
込み
日本弁理士会との協定に基づき開
●環境・自然共生課☎７２４・４３９１
催します対小学３～６年生（小学２年
生以下も可）／保護者同伴での参加 【夏の学校～水素エネルギーを学ぼ
も可日８月３日㈯午後２時～４時内発
う! 】
明に関する電子紙芝居授業・クイズ、 対市内在住の小学５年生〜中学生日
発明工作授業講日本弁理士会所属弁
７月３１日㈬午後２時～３時３０分場市
理士・遠田利明氏、相原礼路氏、本谷
庁舎内水素エネルギーをテーマに地
孝夫氏定３０人
（申し込み順）
球環境を学ぶ定３０人（申し込み順）
【②まちだキッズマネー教室～お金
申１次受付＝７月１５日正午～１６日午
について体験しながら考えてみよ
後７時にイベシス（＝インターネッ
う】
ト）コード１９０７１７Ｂへ／２次受付＝
体験型レクリエーションを通して
７月１７日正午～２９日にイベントダ
学びます対小学５・６年生日８月８日
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
㈭午前９時３０分～正午内お金に関す
シスへ
るセミナー
（クイズ形式）、お金の人
●生涯学習総務課☎７２４・２５５４
生すごろく講多摩信用金庫職員定
【ドッキーをつくろう ! 】
３０人
（申し込み順）
町田市民文学館の展示「縄文土器
◇
をよむ～文字のない時代からのメッ
場町田新産業創造センター申７月１５
セージ」を見学し、縄文土器のかけら
日正午から①８月２日午後５時まで②
にそっくりなクッキー（ドッキー）を

作ります対小学生とその保護者日８
月９日㈮午前１０時～午後１時４５分場
生涯学習センター講おかし作り考古
学者・ヤミラ氏定３５人（申し込み順）
費１人１００円申７月１８日午後１時か
ら電話で生涯学習総務課へ
●中央図書館☎７２８・８２２０
【夏休み限定（中学・高校生向け）～図
書館でグループ学習しませんか】
夏休み期間中の土・日曜日、祝休日
限定で、グループで学習したい中学
・高校生に中央図書館の集会室を開
放します。大きな音が出る行為でな
ければ、相談等しながら学習するこ
ともできます対市内在住、在学、及び
相互利用提携市にお住まいの中学生
～１８歳の方（大学生を除く）日７月、
８月の土・日曜日、祝休日の午前１０時
～午後５時場中央図書館申直接同館
５階カウンターで図書館の利用券を
提示のうえ申し込み／お持ちでない
方は当日作成もできます。住所の分
かる公的証明書（学生証も可）をお持

市HP 暮らしに関する相談

暮らしに関する相談
名

称

日

②交通事故相談

時

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

17日、24日、31日㈬

③人権身の上相談(人権侵害などの問題）

相談日の1週間前から電話で予約

19日、26日㈮

④国税相談

16日㈫

⑤不動産相談

23日㈫

⑥登記相談

18日㈭

⑦行政手続相談

25日㈭

⑧少年相談

23日㈫

電話予約制（随時）

市内在住の方

電話予約制（次回分まで受け付け）

事前に電話で八王子少年センター（☎042・679・1082）へ

午前9時～午後4時

月～土曜日
（祝休日を除く）

⑪空家に関する相談（弁護士・税理士・宅
地建物取引士）

電話で市民相談室
（☎724・2102）へ

午後1時30分～4時

月～土曜日
⑨電話による女性悩みごと相談（家庭、
午前9時30分～午後4時（水曜
（祝休日、第3水曜日を
人間関係、女性への暴力、LGBT等）
日のみ午後1時～8時）
除く）
⑩消費生活相談

22日、8月5日㈪

検索

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

月～金曜日
相談時間はお問い合わせ下さい
（29日～31日を除く）

①法律相談

ち下さい
●市立博物館☎７２６・１５３１
【出張講座～工芸美術を体験しよう
「子どもセンターでガラス体験」】
できあがったコップは当日持ち帰
りできます対小学３年生～１８歳とそ
の保護者（子どものみの参加も可、保
護者のみの参加は不可）／体験をし
ない保護者の見学はできません日①
８月７日㈬②８月８日㈭③８月９日㈮、
午後１時～２時、午後３時～４時（各回
とも同一内容）場①子どもセンター
ぱお②子どもセンターただON③子
どもセンターばあん内市立博物館で
所蔵しているガラス作品の話を聞い
た後、ガラスのコップにペン型の工
具で文様を彫る講ガラス作家・後閑
博明氏、コーディネーター・大月ヒロ
子氏定各１６人（申し込み順）費５００
円申７月１８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①１９０７１８Ｃ②１９０７１８Ｄ
③１９０７１８Ｅへ

電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎721・4842）へ
※法律相談有り＝要予約

市内在住、
在勤、
在学の方

午前9時～正午、
午後1時～4時

電話で消費生活センター相談専用電話（☎722・0001）へ
※来所相談、電話相談ともに随時受付／土曜日は電話相談のみ

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
午前9時～正午（相談時間は50
※原則第2・4月曜日(祝休日の場合は火曜日)に実施／第4月曜
所有の方
分）
（空家・居住中問わず）日のみ税理士も同席

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、各会場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。

【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

おいで下さい 特定の期日に行うイベント
催

し

名

日

時

会

場

費

用

連

絡

先

備考（対象等）

合気道と護身術

７月２１日㊐午前９時３０分～１１時３０分

図師小学校体育館

無料

茂野☎７９８・２３３５

友達と気軽に参加下さい

歩き方講習

７月２１日午後１時～３時

町田市民フォーラム３階

無料

髙橋☎０９０・１２００・０７９８

姿勢、足腰肩痛改良

明治以前の日本人にマッチした歩行

第１１回パレット展（水彩画）

７月２３日～２８日午前１０時～午後５時

国際版画美術館市民展示室

無料

釘宮輝夫☎７２３・４１１４

初日午後１時～最終日午後４時

７月２３日㊋午後２時〜４時

生涯学習センター学習室２

無料

キタニヒサカズ☎７２４・１５５２

中国文化サークル主催

ピアノのある方、脳トレになるピアノ始めませんか

７月２４日午後１時から

生涯学習センター音楽室1

５００円

須佐☎７２２・３４９９

経験は問いません

第１５回ウクレレとフラのコンサート

７月２７日㊏午後１時～５時

町田市民フォーラムホール

無料

織田えみ子☎７９１・１２５３

時代小説読み語り

７月２８日㊐午後２時（開場１時３０分）

中央図書館６階ホール

５００円

池内☎０７０・２８１６・６６７２

ある一日が激変するお話

はまなすダンスパーティー

７月２９日、８月５日㊊午後１時～４時

健康福祉会館

５００円

星山☎７２６・４９７３

お誘いのうえ参加ください

百人一首かるた会～ちはや会（小～高校生）

８月１０日㊏午後１時３０分～４時３０分

生涯学習センター和室１

無料

𠮷川☎返７２２・６３７０

初心者の方もどうぞ

三田日本女子大教授講演会

吹き矢教室

万里の長城と歴史変遷

諸田玲子著「蛙（かわず）」

朝の空気を腹式呼吸で吹いて健康増進

要予約

８月１６日㊎午前９時３０分～１１時３０分

鶴川市民センターホール

５００円

モーニング吹き矢☎０８０・１１５７・４７７６

軽装で気軽にお越し下さい

町田市民ミュージカル２０１９「蒼き涙と紅の鬼」

８月１６日㊎午後０時３０分、４時３０分

町田市民ホール

１5００円

小池☎０８０・７０７２・５０８８

町田市民ミュージカルの会

誰もが安心して暮らせる街に

８月２２日㊍午前１１時～午後９時

和光大学ポプリホール鶴川

１０００円

田中☎０８０・５５２７・６３３１

三部構成

９月１４日㊏午後２時～４時

町田市民フォーラム３階

５００円

まちだ史考会・稲葉☎０９０・７８０５・５１７５

直接会場へお越し下さい

ライブ＆映画上映会

講演会「川村関所と谷ヶ村関所」～箱根六関所体制

まちなかシネマ 「ジュラシック・ワールド」 日 7月26日㈮午後7時から（雨天実施） 場 町田ターミナルプラザ市民広場 問 産業政策課☎724・3296

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。

戦時資料を展示しています

生涯学習センター・ヒロシマ「 」継ぐ展実行委員会共催

子どもも学べる平和イベント

場・問生涯学習センター☎７２８・００７１

戦時資料・被爆資料のほか、平和の願いを込めた手作り絵手紙や戦時体験
を記したハガキ等の展示、広島平和記念公園の地図をつくるスタンプラリ
ー、
昔遊び体験などの常設コーナーもあります。
下表以外の子ども向けのイベントは、冊子「夏休み子どもフェア2019」
または町田市ホームページをご覧下さい。
催し名

日時／会場／定員／内容

申し込み

自由研究サポー 8月5日㈪～9日㈮、午前10時30分～午後0時30分、午後2
ト教室
時～4時／7階ホワイエ／各5人（申し込み順）／ヒロシマ 電話で同セ
※小学校高学年「 」継ぐ展スタッフのサポートのもと、自由研究キットを ンターへ
が対象です。 完成させる
8月6日㈫、午前10時30分～11時、午後3時30分～4時／
被爆アオギリの
７階ミニギャラリー／各20人程度（先着順）／奇跡的に再
木のお話を聞い
生した広島平和記念公園の被爆アオギリの木を題材にし
てチョークで葉
た絵本「アオギリのねがい」のお話を聞いた後、チョーク
を描こう
でその姿を再現する
8月6日㈫午後2時～3時、9日㈮午後2時30分～4時30分／
被爆体験者の方 7階ホール／各158人（先着順）／町田市原爆被害者の会「町
のお話と講演会 友会」会員による被爆体験のお話、長崎大学核兵器廃絶研究
センター客員研究員・桐谷多恵子氏の講演（9日のみ）
ドキュメンタリ 8月7日㈬、午前9時30分～正午、午後2時～4時30分／7
ー映画「南の島 階ホール／各158人（先着順）／地球温暖化の影響で国土
直接会場へ
の大統領 沈み 水没の危機に瀕している当時のモルディブ共和国のモハ
ゆくモルディブ」メド・ナシード大統領が、気候変動を食い止めるため世界
上映会
で奮闘するドキュメンタリー映画（解説も有り）

問企画政策課☎７２４・２１０３

市では、戦争の悲惨さと平和の尊さを伝えていくため、市民の方から提
供していただいた戦時資料を所蔵し、その一部を展示しています。
場町田市戦没者合同慰霊塔会館（忠生３－２２－３）
開館日時第２・４火曜日、第２・４日曜日、午前１０時～午後４時
市HP 戦時資料 検索

急病のときは

①8月8日㈭午後2時～3時②8月9日㈮午前10時～11時
被爆体験伝承者 ③8月9日㈮午後1時30分～2時30分／①７階ホール②③
楢原泰一さんと ７階ホワイエ／各20人程度（先着順）／広島市被爆伝承者
お話をしよう 養成事業1期生の楢原泰一氏による、語り継いだ被爆体験
等の話（9日のみ展示ツアーも有り）

イベントカレンダー

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。

登録はこちらから▶ スマホ版QRコード 携帯電話版QRコード

町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小児科）
毎日
日曜日
祝休日
診療日

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）

午前9時～午後4時30分（電話受付は午前8時45分から）
診療時間

診療科

医療機関名（所在地）

電

中澤医院（つくし野3-13-40）
午前9時～午後5時

内科 しあわせ野医院（成瀬台2-40-1）

外科系

16日㈫
18日㈭

☎739・0477

内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491）
午前9時～翌朝9時

17日㈬

午後7時～翌朝8時

☎789・0502

町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

町田慶泉病院（南町田2-1-47）

☎795・1668

町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

内科系 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘1-3-8） ☎798・1121

19日㈮

あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

20日㈯ 午後1時～翌朝8時

多摩丘陵病院（下小山田町1491）

☎797・1511

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。

とう ろう

☎797・1511

町田病院（木曽東4-21-43）

内科 中島医院（原町田2-15-2）

21日㈰

☎722・2409

内科、
鈴木内科医院（三輪緑山3-22-11） ☎044・988・7057
午前9時～午後5時 小児科
内科 Ｄｒ.はん診療所（図師町1782）
☎789・7270
耳鼻科 はぎの耳鼻咽喉科（玉川学園7-1-6） ☎728・8737
内科系 町田病院（木曽東4-21-43）
午前9時～翌朝9時

☎789・0502

おか脳神経外科（根岸町1009-4）

☎798・7337

町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

22日㈪

多摩丘陵病院（下小山田町1491）

☎797・1511

23日㈫

町田慶泉病院（南町田2-1-47）

☎795・1668

24日㈬ 午後7時～翌朝8時

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

26日㈮

あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

27日㈯ 午後1時～翌朝8時

町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

栄山医院（金森2-25-30）

☎722・7430

25日㈭

午前9時～午後5時
28日㈰

外科系

内科系

内科 はやし内科クリニック
（真光寺2-37-11） ☎736・5501
こじま内科（小山町3245-1）

☎770・2513

耳鼻科 あいの耳鼻咽喉科医院（木曽町499-15） ☎725・1108
内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）
午前9時～翌朝9時

29日㈪

外科系

☎799・6161

あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

町田慶泉病院（南町田2-1-47）

☎795・1668

多摩丘陵病院（下小山田町1491）

☎797・1511

30日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

31日㈬

☎789・0502

町田病院（木曽東4-21-43）
町田市歯科医師会休日応急歯科・障がい者歯科診療所

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

☎ 小児救急相談 子供の健康相談室（東京都） ＃ ８ ０ ０ ０
月～金曜日

午後 ６ 時～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
健康福祉会館
小田急線

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

または☎042・521・2323

24時間365日

原町田5-8-21

福祉会館前
町田街道

至町田

健康福祉
会館

コンビニ

至金森

ひ ま わ り

☎03・5272・0303

至旭町

日㈰午前１０時、１泊２日内縄の結び
方教室、木工教室（スプーン作り）／
同時開催の親子花火大会にも参加で
き ま す講 ｋｏｅｄａ ｐｌｕｓ ｐｒｏｊｅｃｔ 定
２０組（申し込み順）／最少催行組数
は１０組です費１組１０００円
◇
申①７月２２日まで②７月２５日まで
に、電話で相原中央公園管理事務所
へ（受付時間＝午前９時～午後８時）
● か し の 木 山 自 然 公 園 ☎７２４・
１６６０
【自然観察会～夏の自然観察会】
日７月２１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）
● 小 野 路 宿 里 山 交 流 館 ☎８６０・
４８３５
【①親子流しうどん体験】
対小・中学生とその保護者（保護者１
人に対し、子ども２人まで）日８月７日
㈬、午前１０時から、午前１１時から定
各２組（申し込み順）費１組２０００円
（材料代）
【②子ども工作教室 里山で遊ぶ】
竹細工（竹笛、竹灯篭）や虫捕りを
します（工具や虫かごの貸し出しも
有り）／汚れても良い服装でおいで
いただくか、着替えをご用意下さい
対３歳～小学生（小学３年生以下は保
護 者 同 伴 ）日８月２０日 ㈫ 午 前１０時
３０分～午後２時３０分、集合は同館、
解散はおおるりファーム（小野路町）
定２５人（申し込み順）費１人１５００円
（材料代、昼食代等）
◇
申①７月２４日正午から②８月６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 ①
１９０７２４Ａ②１９０８０６Ａへ

話

☎795・5415

多摩境内科クリニック
（小山ヶ丘3-24） ☎703・1920

15日㈷

若い世代が戦争体 8月7日㈬午後4時30分～5時30分／７階ホワイエ／20人程
験の継承を考える 度（先着順）／明星大学の学生や、ヒロシマ「 」継ぐ展代表な
シンポジウム
どを交え、若い世代が戦争体験の継承について考える

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【公開指導～アンチエイジ
ングヨガ体操教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日毎週金曜日、午後１時３０分～
２時３０分
（祝休日、大会開催日等を除
く）内ヨガの呼吸法をベースにスト
レッチで体をほぐし、筋力・バランス
トレーニングを行う費大人３００円、
高齢者・障がい者１００円／別途公開
指導料として１００円が必要
【チャレンジマッスル2019】
ラグビーやボッチャ等のさまざま
なスポーツにチャレンジできます
日８月６日㈫午前１０時～午後４時
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【ゼルビアバトントワーリ
ング】
対市内在住、在学の小学生日９月１２
日からの毎週木曜日、午後４時１５分
～５時３５分、全５回／日程等の詳細
はお問い合わせ下さい定２０人（抽
選）費５０００円申往復ハガキに必要
事項を明記し、８月９日～２２日（消印
有効）
に同館へ
（同館ホームページで
申し込みも可）
●相原中央公園☎７７２・１４４９
【①美大生の夏休み工作教室】
対市内在住、
在学の小学生（保護者の
参加も可）日７月２８日㈰午前１０時～
午後３時ごろ内風船を利用したラン
プシェード・紙うちわ・宝箱・プラ板
作り講東京造形大学生、多摩美術大
学生定３０人
（申し込み順）
費３００円
【②公園芝生広場で
「親子でキャンプ」
】
対市内在住の高校生以下の子どもと
その保護者／１家族につきテント２
張りまで日８月３日㈯午前１０時～４

7
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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。

仲間と一緒に
“まちだの未来”
を考えませんか

問児童青少年課☎７２４・４０９７

「町田創造プロジェクト（ＭＳＰ）」メンバー募集

想を町田の魅力創造や発信、市の計画づくり
等の事業に反映していきたいと考えています。
日頃から感じている「この場所を多くの人
に見て欲しい」
「こうすればもっと住みやすく
なる」
「ここが不便」など、町田の良い点や悪い
点について意見を出し合い、自分たちのまち
を一緒に盛り上げませんか。

問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎７２４・
４４４２、
東京都オリンピック・パラリンピック準備局スポーツ推
進部ラグビーワールドカップ開催準備課☎０３・５３２０・７８４１

次のような方をお待ちしています！

開催します！

問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

読売ジャイアンツ町田市フェスタ

場読売ジャイアンツ球場（川崎市多摩区菅仙
谷４－１－１）
【応募企画①打撃練習見学】
試合開始前に行われる打撃練習を、ジャ
イアンツのベンチから見学できます。
【応募企画②ＯＮ ＹＯＵＲ ＭＡＲＫＳ】
試合開始前にジャイアンツ選手と一緒
に守備位置に就くことができます。
◇
対①②市内在住、在学の小学生
定①３０人②９人／抽選
申７月１９日～８月１日にイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）またはイベシスコード①
１９０７１９Ａ②１９０７１９Ｂへ

問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

Ｊ２リーグ第２７節の対ツエーゲン金沢戦で「町田市
民感謝デー」を開催します。スタジアムを青く染め
て、
町田のパワーでゼルビアを勝利に導きましょう！
対市内在住の方 日８月１０日㈯午後７時キックオフ
場市立陸上競技場
費ホーム自由席＝５００円
※事前に申し込みをした場合の割引価格です（１回
の申し込みで４枚まで）。
申８月９日正午までに、右記ＱＲコードか
ら申し込みのうえ、当日スタジアム総合
案内所、バックゲートで観戦入場券を購
入（定員に達し次第終了）。
※詳細はＦＣ町田ゼルビア公式ホームページをご覧
下さい。

誰かの幸せのための６７分間を過ごしませんか

町田薬師池公園四季彩の杜

薬師池

FC町田ゼルビアがホームゲームで
「町田市民感謝デー」を開催します

７月１８日はネルソン・マンデラ国際デー

観蓮会

問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎７２４・４４４２

問公園緑地課☎７２４・４３９９
夏の早朝に咲く優雅なハスを観賞する観蓮会
を開催します。
ハスの茎を通して飲む「荷葉酒」
、
「荷葉茶」
の接待や、市内福祉団体等による出店
もあります。
日７月２８日㈰午前７時～９時（小雨実施）
※荷葉酒、荷葉茶の提供は午前８時までです（無
くなり次第終了）
。
場同公園内芝生広場
交通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
※同公園駐車場は当日
有料です。混雑が予想さ
れますので、公共交通機
荷葉酒の接待
関をご利用下さい。
か

よう

町田市は、南アフリカ共和国のホストタウンとして、２０１６年から同
国との交流を深めています。
ネルソン・マンデラ国際デーは、ネルソン・マンデラ元大統領の功績を
たたえ、
国連が制定した日です。同氏は生涯のうち６７年間を、
人権と社会
的正義を求める闘争に捧げました。
その行動に敬意を表し、
国連は同氏の
誕生日に６７分間の奉仕活動を行うことを呼び掛けています。
昨年のダリア園での清掃活動
市では、駐日南アフリカ特命全権大使や地域の方とともに、清掃によ
る奉仕活動を行います。今年は、７月２１日に実施される
◯市庁舎２階食堂が南アフリカ仕様に！
東京２０２０オリンピックの自転車競技ロードテストイ
７月３１日㈬まで
ベントに向け、市内コース沿道の多摩境駅周辺の清掃
食堂を同国の国旗等で飾ります。７月１６日
を行います。
㈫～１８日㈭には、日替わりでダーバンチキン
７月１８日、皆さんも誰かの幸せのために、特別な「６７ カレー、ボボティー（ミートローフのような料
分間」を過ごしませんか。
理）等の南アフリカ料理が登場します。
※直接会場へおいで下さい。
◯市庁舎ライトアップ
日７月１８日㈭午前１０時～１１時４０分ごろ
７月１８日㈭午後７時～９時
場京王相模原線多摩境駅駅前広場
（改札を出て左側）
同国の多様性を象徴するレインボーカラー
持ち物軍手、飲み物、タオル等
で市庁舎をライトアップします。
※動きやすい服装でおいで下さい。
広

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

１６

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）。

現在、読売ジャイアンツはファーム（２軍）
専用練習場の新設を予定しており、完成まで
の練習施設として、小野路球場を使用してい
ます。
同チームの社会貢献活動及び地域住民との
交流を目的に、町田市フェスタを開催します。
当日は、
対埼玉西武ライオンズのファームチー
ム公式戦を無料で観戦できるほか、さまざま
な企画が行われますので、
ぜひご来場下さい。
【ファームチーム公式戦無料観戦】
対市内在住、
在勤、在学の方
※同フェスタチラシ、本紙または住所の確認
ができる身分証
（免許証、学生証等）を持参し、
町田市民特設受付においで下さい。
日８月１７日㈯午後４時試合開始
（午後１時開場）

芝生の上で、大画面の迫力ある試合を観戦しませんか。
ゲストによる試合解説、ラグビー強豪国の名物料理をそろ
えた飲食コーナー、
ラグビー体験コーナー等もあります。
日７月２７日㈯午後１時～５時 場町田シバヒロ

今号の広報紙は、 万８１１部作成し、１部あたりの単価は

対市内在住、在勤、在学の１５～１８歳の方
（中学生を除く）
・
「町田をもっと良くしたい」
という意欲のあ 活動日時原則第２・４木曜日、午後６時～８時
場市庁舎
る方
申氏名（ふりがな）
・電話番号・生年月日を明
・町田でやってみたいことがある方
記し、Ｅメールで児童青少年課
・今の町田を変えたい方
（遍ｍｃｉｔｙ４１３０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉ
・イベント企画が好きな方
※詳細は、まちだ子育てサイト（右記ＱＲコ ｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
ード）
をご覧下さい。

リポビタンDチャレンジカップ2019
パブリックビューイング
ラグビー日本代表vsフィジー代表

（イメージ）
パブリックビューイング

町田の魅力を発信し、町田の未来を考える
若者グループ「町田創造プロジェクト（ＭＳ
Ｐ）
」のメンバーを随時募集しています。活動
は１８歳になる年の３月までを目安とします。
市では、５年後、１０年後、２０年後という未来
を「大人」だけでなく「これから大人」になる若
い皆さんと一緒に考え、
皆さんのアイデアや発

応援しよう！

