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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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未来を拡げる
この発想が、町田を拡げる、

　市は、「町田市産業振興計画19-28」を策定し、市内事業者の「事業を“拡
げる”チャレンジ」の促進・支援を、施策の柱の1つに掲げています。
　新しい技術や考えを取り入れて商品やサービスの付加価値を高めつつ、異業種
や異分野とも積極的に連携するなど、市内事業者が取り組む“拡げる”チャレンジ
の一部を紹介します。

“拡げる”チャレンジ その１

新しいアイデアや技術の開発を支援

まちだキッズ発明体験教室
　8月3日午後、暑さにも負けない元気な子どもたちが、続々と会場に。
　前半は、電子紙芝居「パン職人レオ奮闘記」を観賞
しました。レオくんは、発明したジャムパンが既に特
許を取られてしまっていることを知り、次に発明した
カレーパンでは、今度はしっかり弁理士さん※と相談し
ようと決意する…というお話。紙芝居と弁理士さんのお
話を通して、「発明」について学びました。
　後半は、発明工作「オリジナルペン立て作り」に挑戦。
　ペンを一本ずつ分けて大切にしまえる「発明」、大き
なカエルの形をしていて、真ん中でパックリ開く「発
明」。一つひとつに思いのこもった「発明」が花開いたひ
とときでした。
※弁理士とは…特許や商標など知的財産権に関する専門家です。

　市は、５月に日本弁理士会と産業振興に関する連携協定を締結しました。その一環として、
将来を担う子どもたちに、発明の楽しさ、大切さを知ってもらう取り組みをしています。
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 桃佳さん
（小学3年生）

家では、弟と一緒にダンボールの切
れ端で自動販売機やお人形さんを
作ったりしています。ペン立
ては、取り外しができる取っ
手を付けたり、一本ずつ分け
て入れられるように仕切りを
付けました。

 問  産業政策課 ☎ 724・3296

ペン立ての一つは、六角形の飛行場をイ
メージし、消しゴムを置ける“滑走
路”を作りました。もう一つは、ロ
ボットの形をしていて、頭の部
分がふたになっています。将来
はものづくりやデザイナーの
道に進みたいです。杉本 剛

よ し た か

和さん
（小学４年生）

あなたは今日、どんな　　　　をしましたか？発 明

　保育園のときの私は、トラックの運転手さんになりたくて、当時は
国道を走る“デコトラ”を羨

せん

望
ぼう

のまなざしで眺めていたそうです。
　中学・高校生の頃は、経営者の父親が、事業で使っていた
パソコンを与えてくれたので、釣りゲームをプログラミン
グして遊んでいました。これが現在の自分（AIスタート

アップ経営者）の原体験になっていると考えています。

　中学生の頃までは、弁護士になりたかったです。当時、弁護士のい
ない地域で社会的弱者が多く生まれているというニュースを見て、相
談相手がいなくて困っている人たちの力になりたいと思い
ました。その後、仕事にまい進しつつ家族を大切にする父
を尊敬し感謝していたことから、父の創業した会社で力に
なりたいと思うようになりました。

株式会社アジラ 代表取締役 木村 大介氏 シー・エイチ・シー・システム株式会社 代表取締役 渋谷 俊彦氏

“拡げるチャレンジ”その２、その３は２面で‼

お二人の会社の製品が、2019年度町田市トライアル発注認定商品に決定しました。

子どもの頃の夢や今の仕事をしようと思ったきっかけは何ですか？市内の事業者さんに聞きました！

　　人の“発明家”の子ども時代は…？大
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町田から、新しい価値がどんどん生まれています！

　市では、事業者と支援機関が一緒にステップアップするための、さまざまな仕組みづくりを行っています。市内で生まれた新たな
商品・サービスや異業種・異分野との連携の取り組みを紹介します。 問産業政策課☎724・3296

「事業を“拡げる”チャレンジ」に注目！

“拡げる”チャレンジ その３

異業種・異分野の
連携促進

　市では、異業種・異分野の事業者が連
携し、新しい価値を生み出すための活動
を促進しています。ここでは、これまで
に市内事業者同士が連携して生まれた商
品を紹介します。

　2０１５年１2月に、従業員数５０人以上
の事業所にストレスチェックの実施が
義務化されました。
　それを受けて開発されたのが、従業
員の心身の健康を守るため、ゲーム感
覚で簡単にストレス状態をチェックで
きるスマートフォンアプリ「エトニア
辺境討伐記」です。
　創業支援施設・町田新産業創造セン
ターに入居するゲー
ム制作企業の（株）
ブリッジと、同セ
ンターで企業設立
を目指して活動す
る臨床心理士〔現
在はｋｏＣｏｒｏ健康
経営（株）を設立〕
がコラボレーシ
ョンして生まれ
た商品です。

エトニア辺境討伐記ＣＡＳＥ２
（２０１６年度町田市トライアル発注認定商品）

　高い糖度と滑らかな舌触りが特徴のま
ちだシルクメロンの水耕栽培を実現した
のが、「町田式水耕栽培槽」です。
　小山ヶ丘の「まちだテクノパーク」に
本社を構える大浩研熱（株）を中心とし
て、多くの市内企業がそれぞれの技術と
知恵を結集させて開発しました。
　現在では、レストランなどでのメロン
を使用した商品開発等、異業種と連携し
た展開も行っています。

町田式水耕栽培槽ＣＡＳＥ１
（２０１３年度町田市トライアル発注認定商品）

“拡げる”チャレンジ その２

独自の強みを磨く取り組みをサポート
　商品やサービスの知名度・信用力向上に加え、町田産の商品・サービスの魅力を多くの方に知ってい
ただくため、販路拡大の支援をさらに充実させ、「町田ブランド」を広めていく取り組みを進めています。

「町田市トライアル発注認定制度」とは
　市内の中小企業者が開発した、新規性が高く優れた新商品・サービスを、市が認定しPRを
行うことで、信用力の向上や販路開拓を支援する制度です。

　農業と発電を同時に行うことができる、追尾式の両面発電設備で
す。ソーラーシェアリングを基本として５タイプの設備を開発し、
遊休農地や倉庫屋上など、今まで使用できなかったスペースを活用
して太陽光発電を行うことができます。
　また、農業向けに新規開発した設備を用いることで、農作物に悪
影響を与えません。太陽の向きに追尾させることで、発電量は従来
品より1５％アップしています。

ソーラーシェアらぼハウス（５シリーズタイプ）� （株式会社KATOホールディングス☎862・2939）

　使用しないときは壁面内に収納できる壁用コンセントです。表面の中心
部を押すとコンセントユニットが飛び出します。ユニット側面にコンセン
ト穴が対面に２口あり、90度回転できます。鍵付きタイプは盗電やいたず
ら防止効果も見込まれます。アパレルショップ、マンションやホテルの公
共スペースなどさまざまな場所でお使いいただけます。

壁用プッシュコンセントUCWシリーズ� （株式会社寺田電機製作所☎795・1612）

※�（公財）日本デザイン振興会主催グッドデザイン賞にて、グッドデザイン特別賞受賞（２01７年）

　臭いとCO２濃度の２種類のセンサーを内蔵した商品です。臭いのレベルを業界初
となる0～99の100段階で計測・表示し、計測値に応じて換気設備や脱臭装置を自
動制御できます。室内で生じる臭い（衣服や食品の臭いなど数十種類）を計測可能
です。
　また、CO２センサーも内蔵し、換気設備のCO２制御も併せたデュアル制御を可
能にしました。学校や事務所、ホテル、介護施設等、さまざまな場所でお使いいた
だけます。

ニオイCO2デュアルセンサー・コントローラー
� （シー・エイチ・シー・システム株式会社☎728・6660）

　独自の金型で開発された、ABS樹脂でできたユニフォーム型のクリッ
プマグネットです。メモを挟んだり、冷蔵庫やホワイトボード、ロッカー
など、身近な所に貼って使える商品です。
　スポーツチームの応援グッズとして、またオリジナルのユニフォームデ
ザインで自分たちだけの記念品としてもお使いいただけます。

ユニマグ（ユニフォーム型クリップマグネット）� （株式会社TRYL☎706・1355）

2019年度町田市トライアル発注認定商品が
決まりました！

　活字帳票を手入力する時間を省略できるサービスです。テンプレートに使用する帳票情報を登録
し、読み込む位置と項目を設定後、帳票画像をアップロードしてAI-OCRジジラに読み込ませる

と、認識結果がテキスト化されます。申込書
や見積書、アンケートなど多様な帳票に対応
します。
　従来のAI-OCRに比べ安価な料金設定のた
め、中小企業の皆さまにもお気軽に導入いた
だけます。

AI-OCRジジラ� （株式会社アジラ☎050・5275・8262）
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カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１５１

2019年4月～6月の航空機騒音

市議会のうごき

10月から市内2か所目の病児保育室を開設します
問子育て推進課☎７２４・４４６８

9月から飲食店の喫煙情報の店頭表示が始まります
問健康推進課☎７２４・４２３６

　９月１日から、東京都受動喫煙防
止条例により、飲食店は店頭に喫
煙情報（禁煙、喫煙専用室あり等）
を知らせるステッカー（＝右図）を
表示することが義務付けられま
す。受動喫煙に関する相談は下記
の窓口までお問い合わせ下さい。
【受動喫煙防止対策専用相談窓口】
受付時間午前８時３０分～午後５時

（土・日曜日、祝休日、年末年始を除
く）
来所相談市庁舎７階７０５窓口
相談電話番号☎８６０・７８３０

　梅雨明け以降、暑い日が続いてい
ます。市民の皆さんは、熱中症などの
予防に十分ご留意ください。
　さて、先月末の薬師池公園四季彩
の杜での観蓮会は、早朝の雨模様の
ために人出はあまり多くありません
でしたが、荷

か

葉
よう

酒、荷葉茶のおもてな
しなど無事に開催できました。ただ、
肝心の蓮の花は、長期の日照不足が
原因で花数が少なかったようです。
　その後、小山田神社の蓮田に蓮の
花見に行きました。こちらは比較的
花数も多く、早朝から何人かの方が
撮影に来られていました。
　さて、今月１日から、小山田桜台と
唐木田駅方面を結ぶ路線が、これま
での１０人乗りワゴン車から３５人乗
りの小型バスになりました。運行初
日、私も午前６時５分小山田桜台発の
始発に乗りました。途中交通混雑も
なく、１２分ほどで唐木田駅東のバス
停に到着し、時間的に、早いなぁとい
う印象を持ちました。
　復路、終点の小山田桜台バス折り
返し所に向かう途中の、多摩ニュー
タウン清掃工場前から山中集会所へ
の下り坂の入り口は、三差路ですれ
違いが難しい交差点です。そこで、安
全確保のため、下から上ってくる車
両に見えるように、「バスくるヒカル

君」が設置されていて、バスの運転士
が左折ウィンカーを作動させると、
赤色回転灯が点灯し、「バス接近中」
の文字が表示されるようになってい
ます。この装置は、玉川学園のコミュ
ニティバスの南ルートの一部にも既
に導入されています。
　これからの超高齢化社会に向かっ
て、市内の移動手段のうちバス交通
はますます重要な役割を果たすこと
になります。また、現状でも、交通が
不便な地区もあります。現在「多摩都
市モノレール」の延伸計画を進めて
いますが、その開通までには、まだ間
があります。当面、地域における公共
交通サービスについては、コミュニ
ティバスを始めとするバスネットワ
ークを充実させ、利便性の向上に努
めていきたいと思います。

公開している会議　傍聴のご案内
 

会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み

町田市交通安全推進
協議会定例会

8月20日㈫午後
2時30分から

市庁舎3階第
1委員会室

5人
（申し込み順）

事前に電話またはFAXで市
民生活安全課（☎724・4003
返050・3160・8039）へ

ごみの資源化施設地
区連絡会（町田リサ
イクル文化センター
周辺エリア）

8月21日㈬午後
5時から

忠生市民セ
ン タ ー1階
地域活動室

3人程度
（先着順）

直接会場へ問循環型施設整
備課☎724・4384

安全確保と輸送量を充実させた小山田桜台
と多摩南部地域病院の間を走る小型バス

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

にメールを配信します。
日８月２８日㈬午前１１時ごろ
内「これはJアラートのテストで
す」という音声を３回繰り返し放送
市HP Jアラート  検索

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

　4月～６月に頂いた苦情の件数は右
下表のとおりです。
　市では、騒音解消に向けて国・米軍
に対し要請活動を行っており、今後
も、粘り強く要請を行ってまいりま
す。皆さんから頂いた苦情は、国や米
軍へ伝えるほか、要請の際の資料とし
て活用しています。苦情は企画政策課

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

測定場所 測定月 騒音発生回数（回） 月間最高
音（ｄB）70～79ｄB 80～89ｄB 90～99ｄB 100ｄB以上 合　計

本町田東小学校
4月 112 15 0 0 127 88.1 
5月 135 5 0 0 140 82.2 
6月 93 3 0 0 96 81.0 

小山小学校
4月 303 23 1 0 327 93.7 
5月 254 15 0 0 269 85.4 
6月 215 8 0 0 223 83.0 

町田第五小学校
4月 224 38 0 0 262 85.1 
5月 190 26 0 0 216 86.5 
6月 146 22 0 0 168 85.6 

忠生第三小学校
4月 79 4 7 0 90 95.9 
5月 50 3 0 0 53 86.4 
6月 57 2 0 0 59 83.0 

南中学校
4月 44 9 0 0 53 87.6 
5月 32 0 1 0 33 91.0 
6月 21 4 0 0 25 85.8 

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

測定結果（速報値）

苦情受付件数

市HP 航空機騒音測定結果  検索

問企画政策課☎７２４・２10３
市HP 航空機騒音苦情件数  検索

問環境保全課☎７２４・２７11

月 件　数
4月 32件
5月 13件
6月 20件

　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（８
月２８日は午後１時）。

問議会事務局☎７２４・４0４9

月 日 曜日 内　　　　容

8 28 水 本会議（提案理由説明）
29 木 議案説明会・全員協議会

9

2 月

本会議（一般質問）
3 火
4 水
5 木
6 金
9 月 本会議（質疑）
10 火 総務常任委員会・健康福

祉常任委員会11 水
12 木 文教社会常任委員会･建

設常任委員会13 金
17 火 常任委員会予備日
18 水 総務常任委員会・健康福

祉常任委員会（意見集約）
20 金 文教社会常任委員会･建

設常任委員会（意見集約）
30 月 本会議（表決）

※請願・陳情の受付締切は８月２８日㈬
午後５時です。
※本定例会では、前年度決算について、
各常任委員会で審査をします。
※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。

議会を傍聴しましょう

Twitterアカウント名＝町田市議会
（町田市公式）＠machida_gikai

Twitterで情報発信

9月定例会・常任委員会を開催します

ステッカー例

　市内で２か所目の病児保育室・稲
垣耳鼻咽喉科医院（通称・おおきな
樹）を１０月１日から開設します。
　病児保育室では、病気にかかっ
ているお子さんを環境の整った専
用の施設でお預かりし、一人ひと
りの症状に合わせた保育を行いま
す。また、施設の看護師が保護者に
代わり、近隣の保育所等へ体調不
良になったお子さんを迎えに行く
サービスも実施します。利用には
事前の登録が必要です。
対町田市・八王子市在住の１歳～
小学２年生のお子さんがいる保護
者（市内の認可保育所に在籍の場
合は、町田市・八王子市在住でなく
ても可）

定１日4人
費利用時２０００円（登録時は無料）
【事前登録会を実施します】
日９月の原則火・水・金曜日、午前９
時から、９時３０分から、１０時から、
１０時３０分から、１１時から（１日５回）
場おおきな樹（原町田６－２２－
１５、☎７９4・７９５4〔９月から開通〕）
申病児保育室おおきな樹ホームペ
ージで申し込み。

保
育
室（
イ
メ
ー
ジ
）
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お知らせお知らせ
医療的ケアを必要とする児童の

保育所への入所申込を 
受 け 付 け ま す
　医療的ケアを必要とする児童の保
育所への入所申込の受け付けを開始
します。受け入れにあたっては、市が
策定した「医療的ケア児の保育所等
受入れガイドライン」に基づき決定
します。なお、対応可能な医療的ケア
は、「経管栄養」と「喀

かく

痰
たん

の吸引（口
こう

腔
くう

・鼻
び

腔
くう

内吸引）」です。
対保育所で保育を必要とされる児童
のうち、主治医が集団保育を実施す
ることが適切であると認めた３歳以
上の児童
入所開始日２０２０年４月１日
保育時間月～金曜日の午前８時３０分
～午後４時３０分（１日８時間）
場市内公立保育所
定３人（選考、１園につき１人）
申事前に入園相談が必要です。相談
予約は、９月２０日までに電話で保育
・幼稚園課（☎７２４・２１３７）へ。
※申請方法や必要書類は、入園相談
時に説明します。
特別児童扶養手当・特別障害者手当
・障害児福祉手当・経過的福祉手当
・重度心身障害者手当を受給してい
る方へ

現 況 届 の 提 出 を
　現在受給している方に、現況届を
郵送しました。内容を確認のうえ、そ
れぞれの期限内に、障がい福祉課へ
提出して下さい。なお、提出がない場
合は、８月分以降（重度心身障害者手
当は１０月分以降）の手当が受けられ
なくなります。まだ用紙が届いてい
ない方は、ご連絡下さい。
※障がい福祉課窓口は、８月中は大
変混雑しますので、同封の返信用封
筒で郵送していただくか、直接お住
まいの地域の障がい者支援センター
へ提出して下さい。
問障がい福祉課☎７２４・２１４８返
０５０・３１０１・１６５３

障 が い 者 等 暮 ら し の 
実態調査を実施します
　「町田市障がい者計画」及び「町田
市障がい福祉事業計画」の改定にあ
たり、暮らしの状況や困り事などを
お聞きする調査を実施します。
　障がいや精神疾患、難病等のある
方４５００人（無作為抽出）を対象に、８
月下旬に調査票を送付します。
　調査の結果は、計画を作る際の基
礎資料として活用しますので、ご協
力をお願いします。
回答期限９月２４日まで
問障がい福祉課☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３
傍聴できます

町田市立学校適正規模・ 
適 正 配 置 等 審 議 会
　町田市教育委員会では、児童・生徒
数の減少や学校施設の老朽化に対応
しながら、市立学校のより良い教育
環境を整備するため、ＰＴＡ、町内会・
自治会、市立小・中学校校長会の代表
者と学識経験者で構成される「町田
市立学校適正規模・適正配置等審議
会」を開催します。子どもたちの充実
した学校教育を実現するために必要
となる適正な学級数・学校配置の在
り方や、学校統廃合も含めた通学区
域の見直しなどについて審議しま
す。
日８月２７日㈫午後３時～５時
場市民協働おうえんルーム（市庁舎
２階）
問教育総務課☎７２４・２１７２
国の行政相談

特 設 相 談 会
　総務大臣から委嘱された行政相談
委員が、国の仕事や関係行政機関の
仕事についての相談やご意見などを
受け付け、助言や関係行政機関に対
する通知などを行います。
日８月２０日㈫午前１０時～午後３時
場南市民センター１階ロビー
※行政苦情１１０番（総務省行政相談
センターきくみみ東京）〔☎０５７０・
０９０１１０、ＩＰ電話の方☎０３・３３６３・

１１００〕でも相談を受け付けていま
す。
問広聴課☎７２４・２１０２

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８月２２日㈭、午前１０時～１１時４５
分、午後１時１５分～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

法律・税務・登記相談
　町田弁護士クラブ・東京税理士会
町田支部・東京司法書士会町田支部
で構成される三士会の協力により、
無料相談会を開催します。なお、守秘
義務は法令に基づいて順守します。
※相談時間は、１人最大３０分です。
対市内在住、在勤の方
日９月７日㈯午後１時～４時（受け付
けは午後０時３０分～３時）
※整理券を正午から配布します。
場町田市民フォーラム４階
問広聴課☎７２４・２１０２

町
ま ち だ

田国
こ く さ い

際交
こうりゅう

流センター～外
が い こ く じ ん

国人のた
めの

専
せ ん も ん か

門 家 無
む り ょ う

料 相
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談 会
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し
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書
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家
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資
し　かく

格など、日
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生
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できます。
日８月

がつ

２５日
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日
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午
ごご

後１時
じ

３０分
ぷん

～３時
じ
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分
ぷん

場町
まち

田
だ

国
こく

際
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交
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センター
申電
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話
わ

、ＦＡＸまたはＥメールで、町
まち

田
だ

国
こく

際
さい

交
こう

流
りゅう

センター(☎７２２・４２６０返
７２２・５３３０遍ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ－ｋｏ
ｋｕｓａｉ．ｊｐ)へ。
※相

そう

談
だん

会
かい

については町
まち

田
だ

国
こく

際
さい

交
こう

流
りゅう

セ
ンターへお問

と

い合
あ

わせ下
くだ

さい。
問文

ぶん

化
か

振
しん

興
こう

課
か

☎７２４・２１８４
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９月８日日午前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８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

催し・講座催し・講座
高齢運転者安全運転教室
　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
日①９月１２日㈭②１０月９日㈬③１０
月３１日㈭、午前９時１０分～午後０時
３０分
場町田ドライヴィングスクール（南
大谷）
内交通安全講話、運転適性検査、実車
走行等
定各２４人（申し込み順）
申８月１６日正午から①９月１日まで
②９月２９日まで③１０月２０日までに
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード１９０８１６Ｅ
へ。
問市民生活安全課☎７２４・４００３

町田市介護人材バンク
【出張相談・求職登録会ｉｎつくし野コ
ミュニティセンター】
　資格や経験は不問です。希望職種
や勤務形態など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８月２８日㈬午後１時３０分～４時
場つくし野コミュニティセンター　
第１会議室
※事前予約は同バンクへ（予約無し
での参加も可）。

【特別講座～人生の第二幕　落語を
通して楽しく考えませんか？】
　“会社人”から落語家になることを
選んだ参遊亭遊助の落語と講演会で
す。
※講演後に求職相談登録会を行いま
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９月２５日㈬午後２時～４時３０分
場町田市文化交流センター
出演落語家・参遊亭遊助
定３０人（申し込み順）
申９月１３日までに電話で同バンク
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

保育のお仕事就職相談会
　町田・川崎市共催で就職相談会を
開催します。市内及び隣接する川崎
市内の保育園等の施設長や採用担当
者へ、就職について相談できます（服
装自由）。会場には、名産品を中心と
したカフェスペースもあります。ま
た、当日ブースを訪問すると、豪華景
品の抽選会に参加できます。
※履歴書は不要です。
※詳細は、川崎市ホームページをご
覧下さい。
対町田・川崎市内の保育園・認定こど
も園で働きたい方
日９月１日日午後１時～４時
場新百合トウェンティワンホール第
１・２会議室（川崎市麻生区万福寺１－
２－２）
問子育て推進課☎７２４・４４６８

■問納税課　724・21218月は、「市・都民税」「国民健康保険税」の納付月です ☎☎納付はお済みですか？

季刊紙「町田市民病院クォータリー」夏号を発行

市民病院や各市民センター、各市立図書館で配布しているほか、同病院ホー
ムページ（右記QRコード）でもご覧いただけます。 問同病院☎722・2230

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

言語聴覚士

いずれも
若干名

言語聴覚士の資格を有す
る、または2020年春ま
でに取得見込みの方

○郵送受付=9月6日㈮
まで（必着）
○持込受付＝9月5日
㈭、6日㈮、いずれも午
後5時まで
○第1次試験日＝9月
28日㈯
○第2次試験日＝10月
19日㈯ 2020年

4月1日

理学療法士
理学療法士の資格を有す
る、または2020年春ま
でに取得見込みの方

作業療法士
作業療法士の資格を有す
る、または2020年春ま
でに取得見込みの方

病院事務
（任期付き主事職）
※任期は3年

急性期病院において病院
医事業務または地域医療
連携に関する職務経験を
3年以上有する方

○郵送受付=9月6日㈮
まで（必着）
○持込受付＝9月5日
㈭、6日㈮、いずれも午
後5時まで
○試験日＝9月28日㈯

病院事務
（係長職）

急性期病院において職務
経験を12年以上有し、か
つ地域医療連携に関する
職務経験を5年以上、管
理職としての職務経験を
3年以上有すること

※�試験実施要項・受験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
募集要項を十分に確認して下さい。

町田市民病院職員募集
町田市民病院　採用 検索

問町田市民病院総務課
☎722・2230（内線7415）
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まちいきヘルパー養成研修
対全回出席でき、市内の訪問介護事
業所でまちいきヘルパーとして働く
意志のある１８歳以上の方
日１１月１４日、２１日、２８日、１２月５
日、いずれも木曜日午前９時３０分～
午後４時３０分、全４回
※研修最終日には、訪問介護事業所
による就職説明会を開催します。
場ぽっぽ町田
内講義や演習で、まちいきヘルパー
として必要な知識や技能を習得（計
２０時間程度）
定４０人（抽選）
費１３００円（テキスト代）
申研修申込書（町田市介護人材開発
センターで配布、同センターホーム
ページまたは町田市ホームページで
ダウンロードも可）に必要事項を記
入し、１０月２１日まで（消印有効）に
直接、郵送またはＥメールで町田市
介護人材開発センター（〒１９５－
００７４、山崎町２０５５－２　Ｃ－１１１、
遍ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ－ｋｊｋｃ．ｊｐ）へ。
※研修申込書を郵送希望の方及び研
修内容、当日の詳細は同センター（☎
８５１・９５７８）へお問い合わせ下さ
い。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

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９月１３日㈮午後２時～３時３０分
場忠生市民センター
定３５人（申し込み順）
申８月１６日正午～９月８日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０８１６Ｄへ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

まちだの体力向上プロジェクト
【①今日から始める！らくらくスト
レッチ教室】
対市内在住、在勤、在学の５０歳以上
の方
日９月１８日㈬、午前９時３０分～１０時
３０分、午前１０時４５分～１１時４５分

【②はじめての！ミニボールエクサ
サイズ】
対市内在住、在勤、在学の２０歳以上
の方
日９月２５日㈬、午前９時３０分～１０時
３０分、午前１０時４５分～１１時４５分

◇
場鶴川市民センター
講日本体育協会公認アスレティック
トレーナー・山田千菜津氏
定各４０人（申し込み順）
費各１００円
申８月２０日正午～９月１６日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０８２０Ａへ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

ヘルスアップクッキング
【減塩でもおいしい！秋の和食メニ
ュー】
日９月１０日㈫午前９時４５分～午後０
時３０分
場健康福祉会館
内栄養士の話、調理実習、会食

定２４人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申８月１６日正午～９月１日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０８１６Ｃへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６
自分に合った効果的なウォーキング
が見つかる！

血糖値をコントロール 
する運動習慣のすすめ

　血糖値改善のポイントを押さえた
運動実技を行うほか、講話を通して
糖尿病予防について学びます。
対市内在住の６４歳以下で、簡単な運
動（ウォーキング程度）ができる方
日９月２日㈪午前９時３０分～１１時５０
分
場健康福祉会館
内健康運動指導士による運動実技・
講話、保健師・管理栄養士・歯科衛生
士による講話
定４０人（申し込み順）
申８月１６日正午～２５日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９０８１６Ａへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

ふ れ あ い コ ン サ ー ト
　細川萌絵さんによるピアノのコン
サートです。
対６歳以上の方
日１０月２７日㈰午後２時３０分から
場なるせ駅前市民センター
曲目ショパン＝ピアノソナタ第３番
ｏｐ．５８　ロ短調、リスト＝巡礼の年
第２年「イタリア」Ｓ．１６１より第５曲

「ペトラルカのソネット第１０４番」ホ
長調　他（予定）
定１７０人（申し込み順）
費５００円（全席自由）
申８月２１日正午～１０月２４日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１９０８２１Ａへ。
問町田市民ホール☎７２８・４３００、町
田市なるせ駅前市民センター☎７２４
・２５１１
忠生公園

定 例 自 然 観 察 会
【草むらの昆虫と秋の草花】
　夏の終わりの生き物を観察しま
す。
日９月１日㈰午前９時３０分～１１時３０
分（雨天中止）
場同公園
※集合は同公園自然観察センター

（忠生がにやら自然館）です。
問同公園☎７９２・１３２６　
スマホでレポート！

町田生きもの探しキャンペーン
　市では、市内の生きものの情報収
集と魅力発信のため、スマホアプリ

「まちピカ町田くん」を使用し、皆さ
んから野生の生きものの写真と位置
情報を送っていただく調査を行って
います。
　この度、９月３０日まで「町田生きも
の探しキャンペーン」を実施します。
キャンペーン期間中に、素晴らしい
報告・調査活動をしていただいた方
には、記念品を贈呈します。
記念品特賞＝スマホ用ルーペ（５
人）、入賞＝まちだ名産品（５０人程
度）

※キャンペーン期間中は、昆虫と野
草の調査対象を拡大します。調査対
象の生きものや参加方法等の詳細
は、町田市ホームページをご覧下さ
い。
市HP 町田生きもの探しキャンペーン  検索
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

小学校中学年から高学年の子の保護
者のための講座

ココロを動かすために、
コ コ ロ を 学 ぼ う
対小学３年生以上の子どものいる保
護者
日①９月２７日②１０月４日③１０月１１
日④１０月１８日、いずれも金曜日午
前１０時～正午、全４回
場生涯学習センター
内①自己肯定感の持たせ方②思春期
前に知っておきたいこと③社会性や
感情力の発達と関わり方④子どもの
ココロを動かそう！
講①忠生第三小学校校長・西久保律
子氏②④町田市教育センター相談員
③法政大学文学部心理学科教授・渡
辺弥生氏
定２５人（申し込み順）
申８月１５日午前９時から電話で生涯
学習センター（☎７２８・００７１）へ。保
育希望者（９月１日時点で、１歳以上の
未就学児、申し込み順に５人）は併せ
て申し込みを。
生涯学習センター

親と子のまなびのひろば
【①きしゃポッポ】
　お母さん同士で育児の工夫等を共
有しましょう。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の月末まで）とその保護者、妊婦
の方
日９月３日、１０日、１７日、１０月１日、８
日、１５日、１１月５日、１２日、１９日、い
ずれも火曜日午後２時～４時（自由遊
びを含む）
内自由遊び、スキンシップ遊び、ミニ
ミニ井戸端会議

【②パパと一緒にきしゃポッポ】
　お父さんが赤ちゃんと楽しく過ご
すためのヒントが見つかるひろばで
す。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の月末まで）とその父親
日９月２２日、１０月２０日、１１月２４日、
いずれも日曜日午後２時～４時
内自由遊び、スキンシップ遊び、手作
りおもちゃ制作等

◇
場生涯学習センター６階保育室
問同センター☎７２８・００７１
消費生活センター

くらしに役立つ学習会
【くすりとの正しい付き合い方～正
しく選び正しく服用】
　薬に関する話を聞き、正しい知識
を学びます。

対市内在住、在勤、在学の方
日９月６日㈮午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
内「くすりの副作用について」「過剰
摂取や重複服用の問題点」「最近の薬
剤事情」「かかりつけ薬局事情」等
講昭和薬科大学臨床薬学教育研究セ
ンター地域医療部門准教授・高田公
彦氏
定４０人（申し込み順）
申１次受付＝８月１５日正午～午後７
時にイベシス（インターネット）コー
ド１９０８１６Ｂへ／２次受付＝８月１６
日正午～２９日にイベントダイヤル

（☎７２４・５６５６）またはイベシスへ。
保育希望者（１歳以上の未就学児、申
し込み順に６人）は８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
町田市民文学館　古典文学講座

あなたの知らない古文の
世界～清少納言のその後

　古文作品を参照しながら、清少納
言のあまり知られていない姿を解説
します。
対中学生以上の方
日９月２２日㈰午後２時～４時
場同館
講白百合女子大学教授・伊東玉美氏
定５０人（申し込み順）
申１次受付＝８月１５日正午～１９日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード１９０８２０Ｃへ／２次受付＝８
月２０日正午～９月１９日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスへ。
問同館☎７３９・３４２０
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
で下さい。
日９月６日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内「青の洞門（恩讐の彼方に）」（脚本
／堀尾青史、画／小谷野半二）、「ヤギ
とコオロギ」（脚本／さえぐさひろ
こ、絵／大畑いくの）　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８月１５日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。
もっと図書館を使ってみよう！

図書館入門講座（夜の部）
　貸出方法・資料の並び方・検索パソ
コンの使い方を説明します。また、普
段公開していない書庫や選定室等の
見学を行います。
対市内在住、在勤、在学または稲城・
多摩・調布・八王子・日野・府中・川崎
・相模原・大和市在住の１５歳以上の
方（中学生を除く）
日９月１１日㈬午後６時～７時３０分
場中央図書館
定１０人（申し込み順）
申８月２２日午前１０時から直接また
は電話で中央図書館４階メインカウ
ンター（☎７２８・８２２０）へ（申し込み
は２人まで）。

アサギマダラ



6 2019．8．15 ☎042・724・5656（電話受付時間＝午前7時〜午後7時）番号間違いにご注意下さい町田市イベントダイヤル

町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索8月は「町田市名誉市民　造形美術家　三橋國民」 市HP

催し・講座催し・講座
さがまちカレッジ
講 座 受 講 者 募 集
　詳細は講座案内チラシ（生涯学習
センター、各市民センター、各市立図
書館等で配布）をご覧下さい（さがま
ちコンソーシアムホームページでダ
ウンロードも可）。
【大人のための絵本講座】
日１０月２日、９日、１６日、２３日、いず
れも水曜日午前１０時３０分～正午、
全４回
場相模女子大学（相模原市）
内時代と人と文化を読み解く
講相模女子大学非常勤講師・申明浩
氏
定３０人（抽選）
費２５００円
申講座案内チラシ裏面の受講申込書

に記入し、９月４日まで（必着）に、郵
送またはＦＡＸでさがまちコンソーシ
アム事務局へ（さがまちコンソーシ
アムホームページで申し込みも可）。
※申込締切日までに定員に達しない
場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
子どもセンターただＯＮ
夏 祭 り
　子ども委員会「Ｔ・Ｈ・Ｄ！！！」と地域
の方を中心に楽しいイベントを行い
ます。
日８月２５日㈰午前１０時～午後３時
（模擬店は午前１１時から）
※午後３時～６時は一時閉館します。
場ただＯＮ
内ステージ発表、遊びコーナー、簡単
工作、水遊び、模擬店（有料）等
※当日、駐車場は利用できません。
問ただＯＮ☎７９４・６７２２

大地沢青少年センター
大 地 沢 夏 ま つ り
日８月２４日㈯午前１０時～午後３時
場同センター
内相原町に伝わるお囃

はや

子
し

の披露、和
太鼓の演奏、模擬店（有料）、ゲームコ
ーナー（一部有料）等
※当日は、ＪＲ横浜線相原駅西口及び
京王相模原線多摩境駅～同センター
間で、送迎用シャトルバス（無料）を
運行します。
問同センター☎７８２・３８００
国際版画美術館
創 作 講 座・ 木 版 画
　木版画の多彩な表現を楽しみまし
ょう。基礎から説明します。
対１５歳以上の初心者（中学生を除く）
日９月２５日～１１月２７日の水曜日、
午後１時３０分～４時３０分、全１０回
場同館

講版画家・鷲野佐知子氏
定１４人（抽選、結果は９月５日ごろ郵送）
費２万円
申９月１日までにイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード１９０８０９Ｈへ（同館ホームペー
ジで申し込みも可）。
問同館☎７２６・２８８９

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８月１９日㈪午前１１時～午後１時
場市庁舎前
【日曜朝市】
日９月１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

市HP 暮らしに関する相談 検索暮らしに関する相談 各種相談①～⑨は、「町田市わたしの便利帳2019」52～58ページを参照

名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談 月～金曜日
（15日、1６日を除く） 相談時間はお問い合わせ下さい 市内在住の方 前週の金曜日から電話で予約

電話で市民相談室
（☎７2４・2102）へ

②交通事故相談 21日、28日㈬

午後1時３0分～４時

相談日の1週間前から電話で予約

③人権身の上相談（人権侵害などの問題） 2３日㈮

市内在住の方

電話予約制（随時）

④国税相談 20日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）⑤不動産相談 2７日㈫

⑥行政手続相談 22日㈭

⑦少年相談 2７日㈫ 午前9時～午後４時 事前に電話で八王子少年センター（☎0４2・６７9・1082）へ

⑧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、第３水曜日を除く）

午前9時３0分～午後４時（水曜
日のみ午後1時～8時）

市内在住、在勤、
在学の方

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

⑨消費生活相談 月～土曜日
（祝休日を除く） 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

⑩空家に関する相談
（弁護士・税理士・宅地建物取引士） 2６日㈪ 午前9時～正午（相談時間は50

分）
市内に家屋を所
有の方（空家・居

住中問わず）

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

おいで下さい　特定の期日に行うイベント

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

【コーナー掲載の申込方法】
●必ず「掲載ルール」をご覧下さい。� 市HP� 検索市民の広場
●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。次回申込締切日＝
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

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。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
スクエアダンス会 ８月１７日㊏午後６時３０分～８時 木曽山崎コミュニティセンター 無料 佐藤☎７９３・１５５１ お待ちしております
女性青少年吟詠大会～女性と青少年主体の大会 ８月１８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　町田市吟詠連盟
第４回まちだ平和のつどい ８月２０日㊋午後６時～８時３０分 町田市民ホール第４会議室 ５００円 佐藤☎０９０・２４１６・８５１４
秋津書道会　作品展 ８月２０日～２４日午前１０時～午後６時 生涯学習センター７階 無料 松井絢子☎７９６・６１７６ ご自由においで下さい
アコースティック・カーニバル２０１９ ８月２５日㊐午後２時～４時 つくし野コミュニティセンター 無料 Ｍ-ｅｔｓ代表・丸山☎７９６・１０３４ ギターと演劇のコラボ実現
懐かしい歌をピアノ伴奏でご一緒に歌いましょう ８月２６日㊊午前１０時３０分～１１時４０分 木曽森野コミュニティセンター １０００円 タカノ☎０８０・８８７２・３５０７　要予約 口腔予防にどうぞ
第６回町田選抜書道展 ８月２７日～９月１日午前１０時～午後５時 町田市民ホール４階 無料 齊藤☎７２５・２３６７ 初日午後１時～最終日午後４時
並木流舞踊の集い ８月３０日午後１時１０分～４時３０分 鶴川市民センター 無料 ナミキ☎７３５・５４６６
初めてのフラダンス ８月３１日㊏午後１時３０分～３時 成瀬コミュニティセンター ５００円 田中☎０８０・９３４４・４４７２
スクエアダンスを一緒に楽しみませんか ８月３１日㊏午後６時３０分～８時 南市民センター２階会議室 無料 スクエアジョイ・中島☎７２５・１４１６ 次回は９月７日㊏
まちだ歌声の会（元ともしびバクさんと歌います） ９月４日㊌午後１時３０分～４時３０分 町田市民フォーラムホール １０００円 まちだ歌声の会・酒井☎７３５・３６９４ １１月６日・１２月４日と続く
初心者の為のマジック講座 ９月４日㊌午後６時３０分から 町田市民フォーラム４階 ５００円 チャーリー加茂☎０９０・７８３０・６４５６ 要申込

サルビア　ダンスパーティー（ミキシング有） ９月５日、１０月３日午後１時２０分～４時 鶴川市民センターホール ５００円 高瀬☎７３４・１８４８ お気軽においで下さい！！
ストレス解消にスポーツ吹矢をしてみませんか ９月６日、１３日午後３時３０分から 金井クラブ 無料 伊藤☎７３６・７９２７ 小学生～シニアまで大歓迎
町田写真研究会創立５０周年展（指導　熊切大輔先生） ９月１１日～１６日午前１０時～午後５時 町田市民ホール 無料 孫田壮一☎７９３・９１１５ 初日午後１時～最終日午後４時
東日本大震災チャリティ吉田直矢バイオリン演奏会 ９月１４日㊏午後７時～８時４５分 町田市民フォーラムホール ２５００円 中丸重子☎０９０・５８１３・８５３１　要予約 かしの木山ＮＥＸＴ主催
相模川にて室内鑑賞石を探そう会　参加者募集 ９月１５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　武相愛石会
視覚にハンディのある人とのハイキング ９月１５日、１０月２０日午前８時３０分 小田急線町田駅西口集合 １０００円 木目田☎７９６・４８４６　要申込 五日市里山・小田原一夜城



72019．8．15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。

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  検索町田市メール配信サービス

大学図書館を
使 っ て み よ う！
対市内在住、在勤、在学または稲城・
多摩・調布・八王子・日野・府中・川崎
・相模原・大和市在住の１５歳以上の
方（中学生を除く）
日９月２１日㈯午前１０時～正午
場和光大学附属梅根記念図書・情報

●（一社）東京バス協会～東京都シル
バーパス更新手続きのお知らせ
　東京都シルバーパスの更新を希望
する方は、８月下旬に東京バス協会
から送付される「更新手続きのご案

館（金井町）
内館内見学、インターネットでの情
報検索等の講習
定１５人（申し込み順）
申８月２５日午前１０時から直接また
は電話で中央図書館４階メインカウ
ンター（☎７２８・８２２０）、または鶴川
駅前図書館（☎７３７・０２６３）へ（申し
込みは２人まで）。

内」等で必要書類や更新会場等を確
認のうえ、９月中に更新手続きをし
て下さい／必要書類に不足がある場
合、手続きができません問同協会シ
ルバーパス専用電話☎０３・５３０８・
６９５０（受付時間＝土・日曜日、祝休日
を除く午前９時～午後５時）

情報コーナー

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【健康ヨガ体操教室】
　直接会場へおいで下さい対市内在
住、在勤、在学の１８歳以上の方日毎
週火曜日（祝休日、大会等を除く）、午
前９時１５分～１０時１５分、午前１０時
４５分～１１時４５分内ヨガの呼吸法を
ベースとしたストレッチ、簡単な筋
力バランストレーニング費大人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
【リラックス＆リフレッシュ体操教室】
対市内在住、在勤、在学の３０歳以上
の方日９月１８日～１０月１６日の水曜
日、午前９時１５分～１０時１５分、午前
１０時３０分～１１時３０分、全５回内有
酸素運動を取り入れた体操教室定各
５０人（抽選）費１７００円申同館ホーム
ページで申し込み
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【骨盤矯正】
　直接会場へおいで下さい対市内在
住、在勤、在学の１８歳以上の方日９月
１１日からの毎週水曜日、午後８時～
８時４５分費大人３００円、６５歳以上・
障がい者１００円／別途自由参加教室
料として１００円が必要です
【脳トレ＆リフレッシュダンス】
対市内在住、在勤の４０歳以上の方日
９月2０日～１１月22日の金曜日、午
前１０時～１１時、全１０回定2０人（抽
選）費４０００円申往復ハガキに必要
事項を明記し、８月22日まで（消印有
効）に同館へ（同館ホームページで申
し込みも可）
●野津田公園☎７３６・３１３１
【身体運動の解析～アクテ
ィブ運動教室】
対市内在住、在勤、在学の2０歳以上
の方日９月１３日～１2月2０日の金曜
日（１０月４日、１８日、2５日、１１月１
日、１2月６日を除く）、午前１０時３０
分～正午、全１０回講電気通信大学教
授・岡田英孝氏定2０人（申し込み順）
費５０００円（保険料・指導料込み）申
電話で同公園へ（受付時間＝午前９
時～午後５時、土・日曜日、祝休日も
可）／同公園ホームページで申し込
みも可
●小野路宿里山交流館☎８６０・４８３５
【①里山農業体験】
　小野路で地元農家の指導を受けな

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。

がら、冬野菜の植え付けから収穫ま
での農業体験をしませんか（家族で
の参加も歓迎）。作業を４～５回行い、
年内に収穫予定です／農作業ができ
る服装でおいで下さい日・内説明会
及び植え付け作業＝９月１日㈰午前
１０時～正午（雨天時は９月８日に延
期）／2回目以降のスケジュールは
説明会でご案内します定１０組（申し
込み順）／グループ単位で申し込み
をして下さい（１組４人まで）費１組
７０００円（苗、種、肥料等）
【②うどん作り教室】
日９月１１日㈬午前１０時３０分～正午
定８人（申し込み順）費１０００円（材料
代）
【③開館６周年記念イベント】
　2０１３年９月に開館した同館は、今
年で６周年を迎えます。これを記念
してイベントを開催します日９月2９
日㈰午前１０時～午後３時内地元産野
菜等の販売（売り切れ次第終了）、模
擬店（有料）、ビンゴ大会等／当日、う
どんの提供は行いません

◇
申①８月2１日正午から②８月2８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
１９０８2１Ｂ②１９０８2８Ａへ③直接会
場へ
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
【はすの花写真展】
　市内外で撮影した写真の公募展で
す日程９月４日㈬～１６日㈷
●子ども創造キャンパス
ひなた村☎７２２・５７３６
【アウトドアクッキング～
親子で作ろう大胆丸ごとキャベツ！】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生とその保護者日９月１５日㈰午前
９時３０分～午後０時３０分定１０組（申
し込み順）費子ども2００円、大人３００
円
【手づくりのじかん～ぷるぷるで透
きとおる不思議なジェルキャンドル
を作ろう！】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生日９月１６日㈷午前１０時～正午
定2０人（申し込み順）費７００円

◇
申８月１５日午前１０時から電話でひ
なた村へ／その他の講座やワークシ
ョップについては、ひなた村ホーム
ページ等をご覧下さい

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
【秋の子ども俳句教室】
　同館に集合後、バスで各施設へ移
動し、散策しながら俳句を創作しま
す対小学生日９月2１日、１０月１９日、
１１月１６日、いずれも土曜日午前９時
～正午、全３回（雨天実施）場同館、９

月＝寺家ふるさと村（横浜市青葉
区）、１０月＝子ども創造キャンパス
ひなた村、１１月＝薬師池公園講俳人
・市村栄理氏、庄原明美氏定１2人（申
し込み順）申８月１５日午前９時から
電話で同館へ

※いずれの医療機関も受診する前に必ず電話をして下さい。
※救急診療・応急処置を行います。専門的治療については、
他の医療機関につなげる場合があります。

本紙に掲載して
いる夜間・休日
診療情報等を配
信しています。
登録はこちらから▶ スマホ版QRコード 携帯電話版QRコード

町田市メール配信サービス急病のときは

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
１５日㈭

午後７時～翌朝８時
内科系

ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘１-３-８） ☎７９８・１１2１
１６日㈮ あけぼの病院（中町１-2３-３） ☎７2８・１１１１
１７日㈯ 午後１時～翌朝８時 町田病院（木曽東４-2１-４３） ☎７８９・０５０2

１８日㈰

午前９時～午後５時

内科、
小児科 すずかけ台診療所（つくし野３-１７-９）☎７９５・2１2１

内科
玉川学園土屋クリニック（南大谷2１９-2３）☎７2９・５22８
やました内科・脳神経クリニック（山崎町2０５５-2）☎７９４・６３2７

耳鼻科 つくし野耳鼻咽喉科（小川１-2-３2） ☎７９６・８７３３

午前９時～翌朝９時
内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎７９９・６１６１

外科系
おか脳神経外科（根岸町１００９-４） ☎７９８・７３３７
町田市民病院（旭町2-１５-４１） ☎７22・22３０

１９日㈪

午後７時～翌朝８時
内科系

多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎７９７・１５１１
2０日㈫ 町田慶泉病院（南町田2-１-４７） ☎７９５・１６６８
2１日㈬ 町田病院（木曽東４-2１-４３） ☎７８９・０５０2
22日㈭ 町田市民病院（旭町2-１５-４１） ☎７22・22３０
2３日㈮ あけぼの病院（中町１-2３-３） ☎７2８・１１１１
2４日㈯ 午後１時～翌朝８時 多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎７９７・１５１１

2５日㈰

午前９時～午後５時

内科
はなみ内科（鶴間１-１９-３５） ☎７９６・１１１１
原町田さわだ内科・泌尿器科（原町田６-2９-３） ☎８５１・７８１８

内科、
小児科 沼田医院（鶴川６-2-１） ☎７３５・2０１９

耳鼻科 耳鼻咽喉科・アレルギー科のぶクリニック（能ヶ谷１-５-８） ☎７３７・１１８７

午前９時～翌朝９時
内科系 町田市民病院（旭町2-１５-４１） ☎７22・22３０

外科系
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

2６日㈪

午後７時～翌朝８時
内科系

多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎７９７・１５１１
2７日㈫ 町田慶泉病院（南町田2-１-４７） ☎７９５・１６６８
2８日㈬ 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎７９９・６１６１
2９日㈭ ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘１-３-８） ☎７９８・１１2１
３０日㈮ あけぼの病院（中町１-2３-３） ☎７2８・１１１１
３１日㈯ 午後１時～翌朝８時 町田市民病院（旭町2-１５-４１） ☎７22・22３０

または☎042・521・2323

東京都内の救急当番病院などの
お問い合わせ

東京都医療機関案内サービス

ひ ま わ り
☎03・5272・0303

24時間365日

小
田
急
線

至
旭
町

至町田

町田街道

福祉会館前

至
金
森

健康福祉
会館

コンビニ

健康福祉会館 原町田5-8-21

小児救急相談 子供の健康相談室（東京都）
月～金曜日　午後６時～翌朝８時

土・日曜日・祝休日・年末年始　午前８時～翌朝８時
☎ ＃ ８ ０ ０ ０

または☎03・5285・8898

町田市歯科医師会休日応急歯科・障がい者歯科診療所

休日応急
歯科診療

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

☎７2５・222５
（下地図参照）障がい者

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

町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小児科）

毎日 午後７時～９時３０分（電話受付は午後６時から） 健康福祉会館内
☎７１０・０９2７
（下地図参照）日曜日

祝休日 午前９時～午後４時３０分（電話受付は午前８時４５分から）
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芹ヶ谷公園“芸術の杜”スタートアップ
ミーティング

南町田拠点創出まちづくりプロジェクト 検索

　市と東京急行電鉄（株）が共同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、南町田グランベリーパ
ークが１１月１３日㈬にまちびらきを迎えることになりました。まちびらきに合わせて、鶴間公園と商業施設の全２３
4店舗、公園と商業施設の中間に位置する「パークライフ・サイト」内のまちライブラリー、南町田子どもクラブな
どがオープンします。また、スヌーピーミュージアムは、１２月１4日㈯に開館することが決まりました。

南町田グランベリーパークの見どころを紹介します
　同パークの見どころを、イメージ図や動画で紹介します。
日８月２６日㈪～３０日㈮、午前８時３０分～午後５時
場イベントスタジオ（市庁舎１階）

　東京２０２０オリンピック競技大会に向けた事前キャンプの受け入れが決
定しているインドネシア空手代表選手団（選手９人と
コーチ等関係者）が来日し、市内で合宿を行います。
　練習はすべて公開され、自由に見学ができます。世
界で戦うトップアスリートの練習を間近で見る絶好
の機会です。ぜひ会場へおいで下さい。
日程８月２８日㈬～９月４日㈬
※練習時間は町田市ホームページをご確認下さい。
場サン町田旭体育館２階多目的室

　芹ヶ谷公園は、町田駅から歩いて行
ける自然豊かな公園で、人々の憩い
の空間です。この恵まれた環境を生
かし、自然の中でアートを体感できる
芸術の杜として、たくさんの方が訪れ
たくなる公園を目指しています。
　芸術の杜の整備に向け、より多く
の方と共に検討するため、整備プロ
ジェクトの趣旨や進め方等について

お話しする「スタートアップミーテ
ィング」を開催します。
　今後の芹ヶ谷公園の活用を検討す
るイベント（９月～１１月開催予定）に
ついても、併せてご案内します。
日８月２４日㈯午前１０時３０分～１１時
３０分（受け付け＝午前１０時開始）
場国際版画美術館講堂
定１５０人（先着順）

　９月２０日㈮に開幕するラグビー
ワールドカップ２０１９ＴＭ日本大会を
前に、ラグビー観戦を楽しむため
のヒント等を、Ｊ ＳＰＯＲＴＳラグビ
ー中継解説者・村上晃一氏や、町田
市のホームタウンチームであるキ
ヤノンイーグルスの選手（宇佐美

選手、上原選手、三島選手）を交え
てお伝えします。
日９月１日㈰午後７時～
９時
場町田市民ホール
定８６２人（先着順）
※車いす席もあります。

　市内在勤の小田佳世子さんと山口蓮さんが、
（独）国際協力機構（ＪＩＣＡ）の青年海外協力隊と
して派遣が決まりました。
　その出発の報告のため、７月８日に市役所を訪
れ、意気込みを語られました。
　現地でのご活躍を期待して
います。

南町田拠点創出まちづくりプロジェクト

パークライフ・サイト（イメージ）

東京２０２０オリンピック競技大会

写真提供＝空手道マガ
ジンＪＫＦａｎ

ラグビーワールドカップ２０１９ＴＭ日本大会へ向けて

みんなでつくろう！
南町田グランベリーパーク　まちのがっこう祭

公園・美術館一体整備に向けた検討を進めています

鶴間公園の指定管理者が、ＴＳＵＲＵＭＡパークライフパートナーズに決定
　新しく生まれ変わる鶴間公園の指定管理者
が、ＴＳＵＲＵＭＡパークライフパートナーズ

〔（株）石勝エクステリア、東急スポーツシステ
ム（株）、日本体育施設（株）〕に決定しました。
市の公園としては、初めて指定管理期間を約
１０年間に拡大し、まちの中心メンバーの一員
として、パークマネジメントに取り組みます。

リニューアルする鶴間公園
（イメージ）

１０月１日南町田グランベリーパーク駅が誕生！全日急行停車を開始
　まちびらきに先立ち、１０月１日㈫から、
南町田駅は南町田グランベリーパーク
駅に改称します。土・日曜日、祝休日のみ
の急行停車を平日に拡大し、全日急行停
車駅になります。また、つくし野駅とすず
かけ台駅も全日準急停車駅になります。 南町田グランベリーパーク駅（イメージ）

定１００人、約４０ブース（抽選）
申企画の仮タイトル・応募理由・実現させたいこと・住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・Ｅメールアドレス・年齢・性別・所属・託児の有無（定員有
り）を明示し、直接、電話、郵送、ＦＡＸまたはＥメールで９月２日まで（必
着）に都市政策課（市庁舎８階、〒１９４－８５２０、森野２－２－２２、返０５０
・３１６１・５５０２、遍ｍｃｉｔｙ３０００＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。

日　時 会　場 内　容
９月１４日㈯午後１時３０分～４時
３０分

セミナープラス南
町田（鶴間）

準備会議／がっこう祭に向け
た企画づくり（状況に応じて
相談会有り）１０月６日㈰午後１時３０分～４時 鶴間小学校体育館

１１月２日㈯終日 鶴間公園 がっこう祭／企画したイベン
トブースの出展

※上記の全日程に参加が必要です。

　まちびらき直前の１１月２日㈯に、市民の皆さんと、公園やミュージア
ム、商業施設の関係者とが一緒になって、新しく生まれ変わるまちを体
験し交流するための「南町田グランベリーパーク　まちのがっこう祭」
を鶴間公園で開催します。
　新しい公園を楽しく活用するアイデ
アを一緒に実現し、盛り上げる出展者
を募集します。まちのがっこう祭に出
展したい、または運営に関わりたい、同
パーク周辺で活動したい等の個人・団
体の参加をお待ちしています。

過去のがっこう祭の様子

青年海外協力隊として
派遣されました

左から、石阪市長、小田さん、山口さん

派遣者（敬称略）派遣国 職　種 派遣期間
小田佳世子 ガーナ パソコンインストラクター ２０２１年３月まで
山口蓮 ペルー 体育 ２０２２年３月まで

問都市政策課☎７２4・4２4８

子どもクラブの名称が決定しました！
　パークライフ・サイト内にオープンする
子どもクラブの名称が「南町田子どもクラブつみき」に決まりました。これ
は、鶴間小学校の児童たちが「“つ”るまの“み”んなの“き”ぼう」の意味を込め
て名付けたものです。

問企画政策課☎７２4・２１０３

大会の見どころをお伝えします
問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎７２4・444２

インドネシア空手代表が市内で合宿を行います
問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎７２4・444２

南町田グランベリーパーク
１１月１３日にまちびらきが決定！
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村上晃一氏

出展者募集
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