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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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特定生産緑地指定に関する手続き説明会を開催します ●6・7面 特集 ラグビーワールドカップ2019TM9月20日開幕

8月、市庁舎で環境イベント「消えた昆虫の謎」を開催し、
たくさんの親子連れが参加しました。
夏の昆虫であるカブトムシやセミの抜け殻が登場すると、
子どもたちは喜んでイベント終了後もふれあっていました。
市内には、源流や里山などの豊かな自然があり、
さまざまな生きものが生息しています。
市では、将来にわたってこうした生きものと私たち人間が、
生態系を守りながらともに豊かに暮らしていける
環境づくりを目指しています。
生物多様性（多くの生きものが多様な自然環境と
その変化に合わせて存在していること）を守る第一歩として、
生きものとの共生について、一緒に考えてみませんか。

問環境・自然共生課☎724・4391

自然 生きもの
や

共 生

？

との

って
なんで必要なの

私たちの暮らしは、豊かな自
然の恵みによって支えられてい
ます。自然は、食料・燃料・木材・
水など、私たちの生活に欠かせ
ない資源を与え、水の浄化や洪
水の防止、気候変動の緩和にも
役立っています。また、文化を育
み、安らぎの空間を提供してく
れます。

「まちだ生きもの探しマップ」で
市内の生きものを見よう！ ふれよう！ 感じよう！
町田の豊かな自然環境や、市民の皆さんと調査したセミやツバメな
どの身近な生きもの・絶滅危惧種・外来種などを紹介するマップを発行
しています。緑と水辺に親しみながら生きものに出会うためのガイド
としてお役立て下さい。
配布場所 環境・自然共生課(市庁舎7階)

２面に続く
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ビ オ ト ー プ を 作 っ て み よ う ！

お家で自然観察しませんか？
う

ち

生きものが住んでいる樹林や草地、水辺などをビオトープといいます。いくつかの材料で、庭やベランダにもビオトープを手軽に作る
ことができます。ビオトープを作るには、地域の自然に似せることが大切です。なるべく地域に元々生えている草を利用して作りましょ
う。
土地の所有者にお願いして、田んぼの周囲で水草を採取したり、秋から冬にかけて握りこぶしほどの大きさの土をもらって、ビオトー
プに入れてもいいでしょう。土に含まれた種から芽が出るかもしれません。また、メダカやモツゴなど、小魚を数匹放しておくと蚊の幼虫

問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

であるボウフラを食べてくれます。

もっと！

トンボ を呼んでみよう！

うち

お家に生きものを呼んでみよう
トンボ以外にも、チ
ョウや小鳥等を呼ぶ
ための工夫やヒント
を紹介するパンフレ
ットを、環境・自然共
生課（市庁舎７階）で
配布しています。町
田市ホームページに
も掲載しています。

講習会に参加しませんか
うち

黒土か川砂を10～15㎝ほど衣装ケースなどに
入れ、
水草を植え、
水を入れます。水草を生やすこ
とで、ヤゴがよじ登って羽化できるようになりま
す。
陸地を作れば、
他のいろいろな生きものも来や
すくなります。

トンボは、水面がキラキラ反射しているのを見
つけて産卵にやって来ます。水面が水草にすべて
覆われないようにして、トンボに見つけてもらい
やすい場所にビオトープを作りましょう。

家庭菜園 にも生きものが来るよ！

無農薬栽培の家庭菜園にも、生きものがやって
来ます。
観察してみましょう。

注意事項

野菜の上でバッタを発見！葉っぱをかじる虫も
いるけれど、
ちょっとなら目をつぶっておすそわけ。

⃝殺虫剤は使わないようにしよう
⃝周りに植物が広がったり、生きものが逃げ出さないようにしよう

「まちピカ町田くん」
を使った
生きものレポートにご協力を！

14:26

注意事項
▲android版

▲iOS版

上小山田みつやせせらぎ公園調整池で
は、アブラハヤやメダカ・トンボのヤゴ・
水鳥などが生息しており、
（特）鶴見川源
流ネットワークが、毎月第4日曜日に清
掃・草刈り等の環境保全活動と自然観察
会を行っています。豪雨時に河川へ流入
する水量を調整する池をすべてコンクリ
ートで囲わず、底面に広く土の部分を残
し常に水をためておくことで、自然の池
に近い環境にしています。

市では、市
民の皆さんと

ノアザミ

た方に、記念品をお渡しするキャンペーンを行
アオゲラ
っています。親子で自然観察したり、この季節ならではの自然
にふれたりする機会として、ぜひご活用下さい。これまでに集まった写真の一部
市HP 生きもの発見レポート 検索
を町田市ホームページで公開しています。
アプリのダウンロードはこちらから！

屋外にあるビオトープ

生きものイベントにご参加下さい！

市では、市民通報アプリ「まちピカ町田くん」を使って、スマー

トフォンから生きものの写真を送っていただく調査を行ってい
ます。9月30日までに、素晴らしい報告・調査活動をしていただい

「お家 に生きものを呼んでみよう～ビ
オトープ講習会」を10月6日開催の町田
エコフェスタで実施します。詳細は9月
15日発行の環境広報紙「ECOまちだ」を
ご覧下さい。

⃝私有地に無断で入らない、生きもの
を採取しないなどマナーを守ろう
⃝ハチやマムシ、車の事故などに気
を付けよう

共同でさまざ
まな生きもの
調査を行って

い ま す。6月
には薬師池公
園のハス田で
アメリカザリガニを釣り、外来種や生態系

について学ぶイベントを行いました。外来
種は在来種を食べたり、エサやすみかを奪
ったりして、生態系を変えてしまうことが
分かっています。生きものを捨てないなど、
外来種を増やさないようにしましょう。

市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

募 集
文学館まつり～参加者募集

文学フリーマーケット町田

自宅に眠る古本や本に関する雑貨
を販売してみませんか。
対１５歳以上の方
（中学生を除く）
※専門業者の参加はできません。
日１０月２７日㈰午前１０時～午後３時
（雨天中止）
※出店決定者には１０月１２日㈯に説
明会を行う予定です。
場町田市民文学館前歩道等
定１５組
（申し込み順）
申９月１７日午前９時～１０月３日午後
５時に電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。
キラリ☆まちだ祭２０１９～原町田七
福神を探せ！

“七福神役”を募集します

１１月に開催する「キラリ☆まちだ

返０４２・７２４・５６００

祭２０１９」の中で、
「原町田七福神を
探せ！」を実施します。開催にあた
り、七福神役としてイベントを一緒
に盛り上げてくれる方を募集しま
す。原町田七福神の衣装を身にまと
い、あらかじめ指定された会場・時間
帯で自由に動いていただきます。
※移動時は随行者が１人つき、誘導
やおみくじの配布等を行います。
※衣装・お弁当は実行委員会で準備
します。
日１１月１０日㈰午前８時３０分～午後
４時３０分
場町田駅周辺
定若干名（申し込み順）
申募集要項を参照のうえ、応募用紙
に必要事項を記入し、１０月４日まで
（必着）に、直接、郵送またはＦＡＸで
「キラリ☆まちだ祭２０１９」実行委員
会 事 務 局（ 市 庁 舎９階、 〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２、産業政策課
内、
返０５０・３１０１・９６１５）へ。
※募集要項と応募用紙は産業政策課
で配布しています（町田市ホームペ
問職員課☎７２４・２518
返050・3085・4107

町田市職員採用試験情報

2019年度試験から、一般知識や教養中心の筆記試験を廃止し、代わりに民間企業で
広く導入されているSPI試験を、自宅で受験可能なWEB方式にて導入します。詳細は、
町田市ホームページをご確認下さい。
職

種

募集人員

採用日
（予定）

日程等

一般事務（高卒程度）

○電子申請受付期間
9月24日㈫午前10時～10月4
日㈮午後4時
一般事務（心理学専攻）
いずれも ※申込受付は電子申請のみです。 ２０２０年
若干名 ○1次試験（SPI試験）
４月１日
土木技術（大卒程度）
10月15日㈫～25日㈮
土木技術（社会人経験者対象）
○2次試験日
11月10日㈰
保育士
身体障がい者対象一般事務

※受験資格等試験の詳細は「町田市職員採用試験実施要項」をご確認下さい（町田市ホ
ームページでダウンロードも可）。

Twitter
（ツイッター）
でも情報発信しています！

Twitterアカウント「町田市職員採用試験（町田市公式）
」
をフォローして下さい。

公開している会議
会議名

日

時

会

傍聴のご案内

場

定

員

申し込み

直接会場へ問中央図書館
町田市立図書 ９月２７日㈮午前９時 中 央 図 書 館６階
５人
館協議会
３０分～１１時３０分 ・中集会室
（先着順） ☎７２８・８２２０
町田市地域公 １０月１日㈫午前９時 町田市民文学館
５人
事前に電話で交通事業推
共交通会議 ３０分から
３階第６会議室 （申し込み順） 進課（☎７２４・４２６０）
へ
町田市教育委 １０月４日㈮午前１０ 市庁舎１０階会議
員会定例会 時から
室１０－３～５

直接会場へ問教育総務課
☎７２４・２１７２

町田市 立 学 校
１０月４日㈮午後６時 市 庁 舎３階 会 議
適正規模・適正
から
室３－１
配置等審議会

南入口から入り、直接会
場へ問教育総務課☎７２４
・２１７２

お気軽にご相談下さい
事業名
対 象
会 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・５６５６）１６～３５週の妊婦
健康福祉会館
またはイベシスコードＡコース＝ とその夫
１９０２２８Ｍ、
Ｂコース＝１９０２２８Ｎへ

番号間違いにご注意下さい
ージでダウンロードも可）。
問産業政策課☎７２４・３２９６

お知らせ

多様な世代が交流できる「公園団地」
をめざして

「小山田桜台団地まちづく
り 構 想 」を 策 定 し ま し た

小山田桜台団地の周辺では、多摩
都市モノレールの延伸による将来的
な交通利便性の高まりが期待されま
す。こうした動きを生かし、多様な世
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代が交流できる「公園団地」を目指し
たまちづくりを推進するため、
「小山
田桜台団地まちづくり構想」を策定
しました。
この構想は、団地居住者が組織す
る「小山田桜台まちづくり協議会」や
ＵＲ都市機構を始めとした関係者の
意見を聞きながら、まちづくりの目
標・方向性、実現に向けた方策等を検
討し、団地居住者向けの説明会を経
て策定しました。
詳細は、町田市ホームページをご
覧いただくか、お問い合わせ下さい。
問住宅課☎７２４・４２６９

カワセミ通信 １５２
町田市長

石阪丈一

そうした需要はま
朝夕はだいぶ涼しくなりました。 事業を拡大したい、
見上げるうろこ雲に、やはり秋を感 だまだ堅調だと思われます。市の中
じられるようになりました。ただ、残 心部、駅近に出現した、東京都心以外
暑はまだ続きます。油断は禁物、熱中 では、それ自体が新しいビジネスス
タイルの「コワーキングオフィス」の
症には引き続きご注意下さい。
さて、８月初めに、原町田６丁目、 ＡＧＯＲＡ。開業して１か月、既に入居
「民間交番セーフティボックスサル 率などが高くなっているようです。
近年、働き方も変わってきていま
ビア」の横のビル４階に新たな施設
がオープンしました。この施設は、創 す。在宅勤務も増えてきました。身近
業支援、事業支援のためのスペース、 にサテライトオフィスを、というニー
そうした時代が
「BUSO ＡＧＯＲＡ」という名前のコ ズも高まっています。
求めるものに応える、それをこの町
ワーキングオフィス（※）です。
起業の拠点、
自分の事務所、
研究・勉 田で答えを出す、そんな意気込みの
強部屋の代わり、気軽な異業種交流 感じられるチャレンジだと思います。
の場などさまざまなニーズに応える この３月に策定した「町田市産業振興
サービスを展開しています。創業、事 計画１９－２８」のキャッチフレーズは
業拡大の事務所スペースを提供する 「チャレンジするならＴＯＫＹＯの町田
ことと併せて、相談機能も備えていま から！」です。町田市内の起業・創業、
す。
事業拡大に期待したいと思います。
お気づきの方もいらっしゃると思 ※コワーキングオフィスとは、複数の
いますが、６年前、２０１３年4月に
「町 事業者の利用に供するための事務所
田新産業創造センター（ＭＢＤＡ）
」が ・打ち合わせスペースの機能を有す
開業しましたが、ＡＧＯＲＡはこのＭＢ るオフィスです。
ＤＡと同様の機能を持った施設です。
ＭＢＤＡは、町田市が中心となって
金融機関や町田商工会議所などの協
力で設立しました。ここは、入居者へ
の創業の支援、販路拡大等のサポー
トにより、市内開業率を向上させ、地
域経済を活性化することを目的とし
ています。現在の入居状況は、ほぼ満
室が続いています。
民間交番の横のビルに新たに入居した
町田で起業したい、町田を拠点に 「コワーキングオフィス」

10月、11月の母子健康案内
開催日
１０月４日、
１１月１日㈮
Ａコース
１０月１１日、
１１月８日㈮

時

間

午後１時３０分～４時

Ｂコース １０月１９日、
１１月１６日㈯ 午前１０時～正午

１０月１日㈫、２８日㈪、１１月１１日
健康福祉会館
受け付け＝午前９時４５分
㈪、
２５日㈪
～１１時３０分、午後１時３０
乳幼児・母性相談
２か月以上の未就 鶴川保健センター
１０月７日㈪、
１１月５日㈫
分～３時
※母子健康手帳をお持ちのうえ、直 学 児 と そ の 保 護
子どもセンターばあん １０月１１日、
１１月８日㈮
接会場へおいで下さい。
者
忠生保健センター
１０月２１日㈪、
１１月１９日㈫
受け付け＝午前９時４５分
～１１時３０分
小山市民センター
１１月６日㈬
母性保健相談、母乳育児相談
市内在住の方（里
１０月３日、１０日、１７日、２４日、３１ 午前１０時～正午、午後１時
申来所相談と乳房マッサージは要 帰 り 中 の 方 の 参 健康福祉会館
日、
１１月７日、
１４日、
２１日、
２８日㈭ ～３時
予約、
電話で保健予防課へ
加も可）
プレママクッキング（申し込み制）
１０月２４日、
１１月２８日㈭
午前１０時～午後１時
申イベントダイヤル
（☎７２４･５６５６）１６～３５週の妊婦 健康福祉会館
またはイベシスコード１９０３１９Ｐへ
４～６か月児の保
１０月２日㈬、２１日㈪、１１
離乳食講習会（初期・後期）、
初期
午前１０時５分～１１時４５分
護者
月５日㈫、
２１日㈭
幼児食講習会／申し込み制
申イベントダイヤル
（☎７２４･５６５６）８～１０か 月 児 の
１０月１６日㈬、１１月１３日
健康福祉会館
後期
午前１０時５分～１１時４０分
ま た は イ ベ シ ス コ ー ド 初 期 ＝ 保護者
㈬、
２６日㈫
１９０３１９Ｓ、後期＝１９０３１９Ｋ、幼児食 １歳６か月～２歳０
幼児食 １１月７日㈭
午前９時５５分～１１時４５分
＝１９０３１９Ｙへ
か月児の親子

内 容／その他
妊娠中の過ごし方、歯の衛生等
分娩経過とリラックス法等

問い合わせ

もく浴実習、妊婦体験等
保健予防課
身長･体重測定、保育相談、栄養
地域保健係
相談、歯科相談、母親のからだ
☎７２５･５１２７
や気持ちの相談
助産師による相談、乳房マッサ
ージ／電話相談は随時可、健康
福祉会館（☎７２５・５４１９）へ
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
離乳食後期の話と試食、歯の話

保健予防課
保健栄養係
☎７２２・７９９６

親子遊び、幼児食の話と試食

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

納付はお済みですか？ 9月は、
問納税課☎724・2121
「固定資産税・都市計画税」
と
「国民健康保険税」
の納付月です ■
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町田市イベント申込システム

お知らせ
９月２２日は

マイナンバーカードの
手続きができません

マイナンバーカード（個人番号カ
ード）
は、市民課
（市庁舎１階）と各市
民センターで、
月～金曜日（祝休日を
除く）と第２・４日曜日に交付してい
ます。
９月２２日㈰は、全国システムがメ
ンテナンスにより休止するため、同
カードの交付を行うことができませ
ん。
また、
住所異動に伴う同カードに
関する各種手続き
（継続利用・券面事
項の変更等）
、
電子証明書に関する手
続きも行うことができません。ご理
解ご協力をお願いします。
※コンビニ証明書自動交付サービス
は通常どおりご利用いただけます。
問市民課☎７２４・２１２３

催し・講座

ゲートボール

審判員資格認定講習会

ゲートボールの審判員資格の取得
を目的とした講習会を開催します。
審判員資格は大会に参加するチーム

編成に必要となるものです。
対市内在住の両日参加できる初心者
教室修了者で、ゲートボール経験１
年以上の方
日１０月９日㈬、１０日㈭、午前９時～午
後３時、全２回（予備日は１１日）
場芹ヶ谷公園
費１０００円
申所定の用紙（町田市ゲートボール
協会に有り）に記入し、費用と顔写真
２枚（３㎝×３㎝）を添えて、１０月２日
午後３時までに直接同協会（せりが
や会館内、☎７２２・２２５３）へ（月・土・
日曜日は除く）。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
脳卒中市民公開講座

脳卒中の最新治療と在宅医療

脳卒中の治療と在宅医療につい
て、普段診療している医師・歯科医師
から最新情報も踏まえてお話しいた
だきます。
日１０月５日㈯午後２時～４時
場パルテノン多摩（多摩市）
講日本医科大学多摩永山病院救命救
急センター・金子純也医師、中村内科
医院・中村弘之医師、多摩歯科医院・
鈴木康之歯科医師 他
定１００人（申し込み順）
申１０月２日午後５時までに電話で東
京都南多摩保健所保健医療担当（☎
０４２・３７１・７６６１）へ。

特定生産緑地指定に関する手続き説明会を開催します

問土地利用調整課☎７２４・４２５４

２０１７年度の生産緑地法の改正
に伴い、特定生産緑地制度が新設
されました。市と農業委員会、ＪＡ
町田市の共催で、新しい制度へ移
行するための申請書の書き方や手
日

10月3日㈭
10月4日㈮
10月5日㈯

続き方法、スケジュールについて
説明会を開催します。
対平成４年・５年指定の生産緑地を
所有している方及びその家族

時

会 場
ＪＡ町田市堺支店
ＪＡ町田市町田支店
ＪＡ町田市本店

午前10時から

10月8日㈫
10月9日㈬
10月11日㈮

午後3時から
午前10時から
午後2時から

ＪＡ町田市鶴川支店
ＪＡ町田市南支店
ＪＡ町田市忠生支店

午前10時から

※説明会は45分程度です。説明会終了後、希望者を対象とした個別相談会を
実施します。
※各回とも同一内容です。

子どもの医療費助成制度

医療証の更新を行います

所得限度額表

※扶養人数は平成31年度
（30年分）
のものです。
※左表は、
一律控除額8万円を加算して表示して
０人
630万円
います。
１人
668万円
※所得（給与収入の場合は給与所得控除後の金
額）から控除額を引いた金額がこの制度上の所
２人
706万円
得額となります。控除可能なものは、
まちだ子育
３人
744万円
てサイトをご覧いただくか、子ども総務課へお
扶養人数が1人増すごとに38万円加算 問い合わせ下さい。
扶養人数

所得限度額

証明書の発行はコンビニ交付サービスをご利用下さい !

消費生活センター

学

習

会

【あなたの老後は大丈夫？医療保険
と介護保険】
老後の生活不安に備え、公的医療
・公的介護保険制度を踏まえて医療
保険・介護保険について学びます。
対市内在住、在勤、在学の方
日１０月２３日㈬午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講（公財）生命保険文化センター
定４０人（申し込み順）
申１次受付＝９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１９０９２０Ｃへ／２次受付＝９
月２０日正午～１０月１４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９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
ハローワーク町田・八王子・相模原
合同

介 護・ 福 祉 ミ ニ 面 接 会

介護・福祉業界で、正社員・パート
等で働きたい方の合同面接会を開催
します（未経験者も歓迎）。毎回、市内
の事業所が７社参加します。
パブリック
コメント
予 告

※参加する事業所は毎月変わります。
対１８歳以上の方（高校生を除く）
日１０月１６日、１１月２０日、１２月１８日、
２０２０年１月１５日、
２月１９日、
３月１８日、
いずれも水曜日午前９時３０分〜正午
場ハローワーク町田２階会議室
問町田市介護人材バンク☎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

健 康 経 営 セ ミ ナ ー
健康経営とは、従業員の健康増進
を経営課題とし、実践することで、従
業員の健康維持・増進及び会社の生
産性向上を目指す経営手法のこと
で、近年関心が高まっています。本セ
ミナーでは基礎から紹介します。
対事業者
日１０月１０日㈭午後２時～４時
場町田商工会議所
内セミナー＝「健康経営とは？」
「健
康経営優良法人認定に向けて」、実技
＝簡単ストレッチ
講社会保険労務士・植田健太氏、アク
サ生命保険（株）、メガロスクロス町
田２４
定３０人（申し込み順）
申１０月３日までに電話で同会議所
（☎
７２２・３５９４、
受付時間＝祝休日を除く
月～金曜日の午前９時～午後５時）
へ。
問産業政策課☎７２４・２１２９

市では、条例・計画などの策定を進めるに
あたり、市民の皆さんにご意見を伺います
10月1日から、下記のパブリックコメント（意見公募）の実
施を予定しています。

案 件 名 町田市安全安心まちづくり推進計画の改定（素案）
募集期間 10月1日㈫～31日㈭
・本紙10月1日号に概要を掲載
〈10月1日以降〉
案の公表
・町田市ホームページに詳細を掲載
方法
・市役所、各市民センター、各市立図書館等で資料の閲覧、配布
※各窓口で開所日・時間が異なります。
意見等の ・郵便 ・FAX ・Eメール
提出方法 ・市民生活安全課（市庁舎3階）ほか、指定の窓口への提出
担 当 課 市民生活安全課☎724・4003

秋の全国交通安全運動が始まります

問市民生活安全課☎７２４・４００３、町田警察署☎７２２・０１１０、南大沢警察署
☎０４２・６５３・０１１０

に医療証または通知書が届かない
【医療証を郵送します】
有効期間が令和元年または平成 場合はご連絡下さい。
乳・◯
子 医療証 【該当すると思われる方は申請を】
３１年９月３０日までの◯
乳 医療証は保護者の所得制限が
◯
をお持ちの方で１０月１日以降も資
格が継続となる方、申請により新 ありません。
現在お持ちでない方は
たに１０月１日から医療証の資格を 交付申請の手続きをして下さい。
子 医療証は保護者の所得制限が
得た方へ９月末に医療証をお送り
◯
します。
あります。制度に該当すると思わ
また、所得限度額超過のため１０ れる場合は、お早めに交付申請の
子 医療証の資格を得
月１日からの◯
手続きをして下さい。
られなかった方には、資格消滅通 ※いずれも生活保護を受給してい
知書をお送りします。９月末まで る方は対象になりません。

平成31年度

問健康推進課☎７２５・５１７８

９月２１日～３０日

問子ども総務課☎７２４・２１３９

子 医療証
◯

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

【運動の重点】
●子どもと高齢者の安全な通行の
確保
ドライバーは、思いやりのある
運転を心掛けるとともに、子ども
や高齢者を見かけたら、急な飛び
出しやふらつきに十分注意しまし
ょう。
●高齢運転者の交通事故防止
高齢運転者は、運転に不安を感
じたときは、免許の自主返納も含
め、家族等と話し合いましょう。
●夕暮れ時と夜間の歩行中・自転
車乗用中の交通事故防止
ドライバーからよく見えるよう
に、明るく目立つ服装を心掛けた
り、反射材用品を身に着けて外出
しましょう。
自転車は自動車と同じく車両で
す。ライトを点灯し、交通ルールを
守って乗りましょう。
●すべての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用の

徹底
シートベルトを着用しないと、
交通事故の際に、車外放出や同乗
者に衝突するなどの危険性があり
ます。後部座席を含めたすべての
座席でシートベルトを正しく着用
しましょう。なお、６歳未満の子ど
もにはチャイルドシートの着用が
義務付けられています。
●飲酒運転の根絶
飲酒運転は犯罪です。本人だけ
でなく、酒類の提供者や車両の同
乗者等も厳しく罰せられます。
●二輪車の交通事故防止
交差点を右折する自動車のドラ
イバーは、対向車線を直進してく
る二輪車に気付かない場合があり
ます。直進する二輪車のドライバ
ーは、優先意識を持たず、しっかり
と安全確認をしましょう。ヘルメ
ットのあごひもをしっかりと締
め、胸部・腹部等を守るプロテクタ
ーを着用しましょう。

詳細は町田市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせ下さい。問市民課☎724・2864

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

生涯のしごと」とは何かを考えます。
対５５歳以上で働く意欲のある方
日１０月３１日㈭午後１時～３時４５分
場ハローワーク町田
講社会保険労務士・荒木健一氏 他
定３０人（申し込み順）
申電話で予約専用ダイヤル（☎０３・
５８４３・７６６５、受付時間＝祝休日を
除く月～金曜日の午前９時～午後５
時）へ。
問東京しごとセンターシニアコーナ
ー☎０３・５２１１・２３３５、町田市産業
政策課☎７２４・２１２９

町田市介護人材バンク
【出張相談・求職登録会ｉｎ小山市民セ
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９月２６日㈭午後１時３０分～４時
場小山市民センター第２会議室
※事前予約は同バンクへ（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

再就職を目指す

女性のための職業訓練

【５日間コース～Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ基礎
科】
相 談・ 面 接 会
東京都と共催です。
※原則、受講決定後の辞退はできま
市内の障がい者・高齢者・児童施設
せん。
の合同就職相談・面接会を開催しま
対結婚・出産・育児・介護等で退職し、
す。現在求人中の事業所の担当者と
求職中の方で、次のすべての要件を
話ができます。
満たす方 ①ハローワークで求職登
対福祉の仕事に就きたい方等
録をしている②全回参加できる③講
日１０月５日㈯正午～午後４時
※当日はオリエンテーション（正午、 習修了後、ハローワークに職業相談
をすることができる
午後１時、２時のいずれか）に出席し
※６か月以上の未就学児（１０人）は、
て下さい。
訓練中、同施設内でお預かりします。
場町田市民フォーラム
日１１月１１日㈪～１５日㈮、午前１０時
申電話で
（社福）
町田市社会福祉協議
～午後３時、全５回
会
（☎７２２・４８９８）
へ。
場町田市文化交流センター
問障がい福祉課☎７２４・２１４７返０５０
定１０人（要件を確認のうえ、抽選）
・３１０１・１６５３
申申込書（産業政策課〔市庁舎９階〕
まちだ女性創業スクール
に有り、ＴＯＫＹＯはたらくネットホ
無 料 体 験 講 座
ームページでダウンロードも可）に
記入し、９月３０日～１０月１１日（必
町田新産業創造センターでは、女
着）に直接または郵送で東京都産業
性ならではの視点を生かした創業ス
労働局雇用就業部能力開発課「Ｗｏｒ
クールを、１０月１９日から開講しま
ｄ・Ｅｘｃｅｌ基礎科申込窓口」
（〒１６３－
す。
８００１、新宿区西新宿２－８－１、都庁
本講座に先駆けて無料体験講座を
第一本庁舎２１階）へ。
開催します。
※持参の方は、２１階フロア入り口の
対起業・創業を考えている女性、起業
電話で就業促進担当を呼び出して下
・創業して間もない女性
さい。
日１０月５日㈯午前１０時～正午
※講習内容や申込要件等の詳細は申
場町田新産業創造センター
込書をご確認下さい。
内これまでの受講者の体験談、本講
問同局雇用就業部能力開発課☎０３
座のガイダンス
定３０人
（申し込み順）
・５３２０・４８０７、町田市産業政策課☎
申同センターホーム
７２４・２１２９
ページ
（右記ＱＲコー
起業家必見！
ド）
で申し込み。
はじめての労務管理と
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
夢を実現する事業戦略
産業政策課☎７２４・２１２９
労働契約等の基本だけでなく、副
シニア生涯ワーキングセミナー
業やテレワーク等の新しい働き方に
関する労務管理の重要性についてお
ライフプランニングを通して「一
福祉のしごと

ご覧
（縦覧）いただけます

都市計画案

問①東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課☎０３・５３８８・３２２５
②町田市都市政策課☎７２４・４２４７
【町田３・４・６号成瀬長津田線関連】
都市計画法第１７条に基づく縦
覧で、
期間中、
住民及び利害関係人
は、
都市計画の案について、意見書

縦覧場所及び
意見書の提出先
同局都市づくり政策部都市
午前９時 町田都市計画道路３
計画課（都庁第二本庁舎１２
～午後５ ・４・６号成瀬長津田
階北側、〒１６３－８００１、新
９月１７日㈫～
時
線の変更
宿区西新宿２－８－１）
１０月１日㈫
※土・日曜日、
町田都市計画用途地
午前８時
町田市都市政策課（市庁舎
祝日を除く
域の変更、高度地区
３０分 ～
８階、〒１９４－８５２０、森野２
の変更、防火地域及
午後５時
－２－２２）
び準防火地域の変更
縦覧期間

①都庁で
縦覧の場
合
②市庁舎
で縦覧の
場合

を提出することができます。
対住民及び利害関係人
提出方法いずれも直接または郵送
で、１０月１日まで（必着）に提出。

町田市ホームページ

内

容

市HP 町田市ホームページ

問 問い合わせ

話しします。また、新たな経営手法と
して期待される株式投資型クラウド
ファンディングを活用した経営戦略
の打ち出し方についても詳しくお伝
えします。
対起業・創業して間もない事業者
日１０月１６日㈬午後６時３０分～９時
場町田新産業創造センター
内人材採用からテレワーク導入まで
労務管理に関する注意ポイント、起
業家に本当に必要な経営の基礎～株
式投資型クラウドファンディング（Ｉ
ＦＯ）で成功する事業計画書の作り
方、個別相談会
講東京圏雇用労働相談センター相談
員・奥富健氏、
（株）パブリックトラス
ト代表取締役・佐藤公信氏 他
定３０人（申し込み順）
申１０月１５日までに、東京圏雇用労
働相談センターホームページで申し
込み。
問東京圏雇用労働相談センター☎
０３・５５４２・１９５０、町田市産業政策
課☎７２４・２１２９

女性のための就職準備セミナー
今後の就職活動に役立つ情報をお
伝えします。また、初めて保育園に申
し込む方を対象に、市の保育園の状
況をご案内します。
対就職を考えている女性
日①１０月１７日㈭午前９時３０分～正
午②１０月１８日㈮午前１０時～正午、
全２回
場町田市民フォーラム
内①就職を取り巻く環境と心構え、
保育園の状況②履歴書、職務経歴書
の作成方法
講ハローワーク町田マザーズコーナ
ー職員 他
定２４人（申し込み順）
申９月１８日正午～１０月１０日にイベ
ントダイヤル
（☎７２４・５６５６）
または
ご利用下さい！
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イ ベ シ ス コ ー ド ① １９ ０ ９ １８ Ｂ②
１９０９１８Ｃへ。
保育希望者
（６か月以上
の未就学児、申し込み順に各１２人）
は
１０月２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

分譲マンション管理セミナー
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日・内１０月２０日㈰、講演会「マンシ
ョン大規模修繕工事を成功させるた
めには」、テーマ別グループ討議＝午
後１時３０分～４時４５分、個別相談会
（希望者のみ）＝午後４時～４時４５分
場市庁舎
講（一社）クリーンコンサルタント連
合会会員・江守芙実氏
定５０人（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。
福祉サポートまちだ

成年後見制度学習会

【障がい者の地域生活を支える成年
後見制度】
障がいのある方の成年後見人とし
て活動している弁護士が、本人が安
心して地域生活を送るためにどのよ
うな支援をしているのか、本人の思
いを交えながら、実際の事例につい
てお話しします。
日１０月２８日㈪午後１時３０分～３時
３０分
場市庁舎
講法律事務所インテグリティ弁護士
・菊池哲也氏
定５０人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、電話また
はＦＡＸで、
（社福）町田市社会福祉協
議会福祉サポートまちだ（☎７２０・
９４６１返７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７

移動図書館そよかぜ号

問さるびあ図書館☎７２２・３７６８、堺図書館☎７７４・２１３１
そよかぜ号は、図書館が遠い地
域の方でも本が借りられるよう
に、約３５００冊の本を積み、市内６４
か所を巡回しています。各巡回場
所には２週間に１度、４０分～５０分
間停車します。
そよかぜ号では、本の予約サー
ビスや、利用券の発行も行ってい
ます。
巡回日程・場所は、町田市立図書

館ホームページでご覧いただけま
す。また、各市立図書館では巡回日
程表を配布しています。

「美人画の時代−春信から歌麿、そして清方へ」展関連イベント

家族鑑賞会
問国際版画美術館☎７２６・２７７１
１０月５日～１１月２４日に「美人
画の時代−春信から歌麿、そして
清方へ」展を開催します。簡単なレ
クチャーのあと、同展を２０分程度
鑑賞します。
※展覧会の詳細は国際版画美術館
ホームページをご覧下さい。
対①０～３歳児とその保護者②４歳
～小学生とその保護者
※保護者は当日有効の観覧券が必
要です。

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

日１０月１２日㈯、①午前１０時１５分
～１１時３０分②午後１時１５分～２
時３０分
場国際版画美術館
講（特）赤ちゃんからのアートフレ
ンドシップ協会代表理事・冨田め
ぐみ氏
定各１５組（申し込み順）
申１０月７日までにイベントダイヤ
ル
（☎７２４・５６５６）
またはイベシス
コード①１９０９１３Ｊ②１９０９１３Ｋへ。

パソコン版・スマートフォン版・モバイル版があります
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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。

2019．9．15

催し・講座
使 い 切 り 料 理 教 室
食品ロス削減をテーマにした料理
教室です。食材の使い切り方法や上
手なアレンジ方法など、料理中に出
るごみを減らすポイントを、実践を
交えて紹介します。
対市内在住の１８歳以上の方
日１０月１９日㈯午前１０時～午後１時
場忠生市民センター
講クッキングスペースアミューズ主
宰・峯岸照子氏
定２０人（過去に同イベントに参加し
たことのない方を優先のうえ、抽選）
※結果は、当選者へのみ郵送でお知
らせします。
費５００円
申９月１８日正午～１０月３日にイベン
トダイヤル
（☎７２４・５６５６）へ（申し
込みは４人まで）
。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

図 書 館 障 が い 者
サ ー ビ ス の ご 案 内
図書館障がい者サービスの利用要
件やサービス内容、ボランティア活
動等について説明します。
また、障がい者サービスの利用者
及びボランティアが、同サービスの
良さや改善点等についてお話ししま
す。
日１０月１５日㈫午後２時～４時
場中央図書館
定５０人
（申し込み順）
申９月１７日午前１０時から電話で中
央図書館障がい者サービス担当（☎
７２８・８２２０）
へ。
図書館入門講座

選書バックヤードツアー
本がどのように図書館の蔵書とな
スポーツで人とまちが一つになる

るのかご存じですか。通常は公開し
ていない、本を選ぶ選定会議の見学
を始め、図書館に本が入ってくる仕
組みを紹介します。本に透明な保護
シートを貼る装備見学や修理の体験
もできます。
対市内在住、在勤、在学の１５歳以上
の方（中学生を除く）
日１０月１７日㈭午前１０時１５分～１１
時３０分
場中央図書館
定１０人（申し込み順）
申９月１７日午前１０時から直接また
は電話で同館４階メインカウンター
（☎７２８・８２２０）へ（申し込みは２人
まで）。
きて、みて、図書館！

調

べ

も

の

講

座

中央図書館レファレンス（調べも
の）コーナーの資料を使って簡単な
問題を解きながら、基本的な辞典類
や図書館で調べるコツを紹介しま
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１０月３０日㈬午後６時～７時４５分
場中央図書館
定１０人（申し込み順）
申１０月３日午前１０時から直接また
は電話で同館４階メインカウンター
（☎７２８・８２２０）へ（申し込みは２人
まで）。
国際版画美術館

創作講座 スクリーンプリント

スクリーンプリントは孔版とも言
われ、紙以外のＴシャツなどにも印
刷できる版画技法です。水性インク
を用いた多色刷りで作品を制作しま
す。
対１５歳以上の初心者（中学生を除

く）
日１１月１日～１２月１３日の金曜日、
午後１時３０分～４時３０分、全７回
場同館
講版画家・吉永晴彦氏
定１０人（抽選、結果は１０月１８日ごろ
郵送）
費１万４０００円
申１０月１４日までにイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード１９０９１３Ｈへ（同館ホームペ
ージで申し込みも可）。
問同館☎７２６・２８８９

ホームタウンチーム情報
【ＪＦＡ全日本Ｕ－１８フットサル選手権大会でＡＳＶ
ペスカドーラ町田Ｕ１８チームが優勝しました】
８月１日～４日に浜松アリーナで行われたJFA第
６回全日本Ｕ－１８フットサル選手権大会で、ＡＳＶ
ペスカドーラ町田Ｕ１８チームが優勝し、その報告
のため、
８月２０日に市役所を訪れました。
甲斐修侍監督は「目標であった全日本の優勝が
達成できて嬉しいです。チーム一丸となって大会
を戦うことができ、安心してみていられるチーム
に成長しました。これからは１人でも多く、上のカ
テゴリーで戦える選手を育成していきたいです」
と喜びを語られました。

日本知的障がい者フットサルの舞台で活躍してい
ます〜ＩＮＡＳグローバルゲームズ２０１９の日本代
表に吉川圭祐さんが選ばれました
１０月にオーストラリア・ブリスベンで開催され
※
るＩＮＡＳグローバルゲームズ２０１９ のフットサル
競技日本代表選手に市内在住の吉川圭祐さんが選
ばれました。
出場報告のため、８月２６日に市役所を訪れた吉
川さんは「日本代表になることが目標で、暇さえあ
ればずっとボールを蹴っていました。次の目標で
ある優勝に向けて、１
点でも多く取れるよう
頑張りたいです」と抱
負を語られました。
※ＩＮＡＳグ ロ ー バ ル ゲ
ームズ２０１９とは、４年
に１度開催される、知
的障がい者スポーツの
世界大会です。
視覚障がい者柔道の舞台で活躍しています〜ＩＢＳ
Ａ柔道アジアオセアニア選手権大会の男子１００㎏
級に石川信介さんが日本代表として出場し、銅メ
ダルを獲得

ＡＳＶペスカドーラ町田Ｕ１８チームの皆さんと石阪市長

町田市プレミアム商品券

市民提案型事業

講座づくり★まちチャレ

【もっと知りたい！町田ならではの
歴史と文化】
市には古代から現代に至るまで、
「白洲正子のライフスタイル～暮らし
すさ
たくさんの特筆すべき優れた歴史的
展 オープニングイベント
の遊び」
・文化的遺産があります。そのいく
対 談「 正 子 と 次 郎 ～
つかに光を当て、現代へのメッセー
武相荘での暮らし」
ジを読み取りながら、町田の在るべ
き姿、まちづくりについて一緒に考
白洲次郎と正子の娘婿でもある牧
えてみませんか。
山氏と生前の正子をよく知る青柳氏
日①１０月１９日㈯午後２時～４時②
に、武相荘での正子と次郎の暮らし
１１月９日㈯午後１時３０分～４時③１１
ぶりや２人の素顔についてお話しい
月３０日㈯午後１時～４時④１２月１４
ただきます。
日㈯午後２時～４時⑤2020年１月１１
日１０月１９日㈯午後２時～３時３０分
日㈯午後２時～４時、全５回
場町田市民文学館
場①④⑤生涯学習センター②中央図
講旧白洲邸武相荘館長・牧山圭男氏、
書館③鶴川市民センター、旧南多摩
古美術評論家・青柳恵介氏
農村図書館（大蔵町）
定８０人（申し込み順）
内①俳句のルーツ「連句」の町田②多
申９月１８日正午からイベントダイヤ
摩の民権家たちが作った「五日市憲
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
法」、映画「みんなの憲法」
（同時上映）
コード１９０９１８Ｅへ。
③南多摩農村図書館の夢と願い（現
問町田市民文学館☎７３９・３４２０
地学習有り）④２３万人の個性輝く
町田市民文学館～保育付き紙芝居上
「市民祭」
⑤町田の未来づくりワーク
演会
ショップ
紙 芝 居・ 大 人 の 時 間
講①季語研究会同人・佛渕健悟氏②
元専修大学教授・新井勝紘氏③町田
大人のための紙芝居です。
の図書館活動をすすめる会代表・手
※保育希望者以外は直接会場へおい
嶋孝典氏④元「みんなの祭り２３万人
で下さい。
の個展実行委員会」事務局・森口克弘
日１０月４日㈮午前１０時３０分～１１時
氏
３０分
定３０人（申し込み順）
場同館２階大会議室
申９月１５日午前９時から電話で生涯
内おつきさんにばけたいの（脚本／
学習センター（☎７２８・００７１）へ。
三谷亮子、画／長野ヒデ子）、いえい

スポーツで活躍するまちだゆかりの選手の皆さん

スポーツの秋を迎えました。スポーツの分野で
活躍する、
まちだゆかりの選手を紹介します。

っぱいにできるもの（脚本／荒木文
子、絵／藤田勝治） 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９月１７日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。

９月６日～８日にカザフスタンのアティラウ市で
開催されたＩＢＳＡ柔道アジアオセアニア選手権大
※
会 の男子１００㎏級に、市内在住の石川信介さんが

問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

日本代表選手として出場しました。
大会前の８月２０日に市役所を訪れた石川さん
は、
「今回の大会は来年の東京パラリンピックにつ
ながる大会です。１ポイントでも多く奪い取って
帰国したいです」と意気込みを語られました。
大会の結果は、リーグ戦2勝２敗で銅メダルを獲
得しました。
※ＩＢＳＡ柔道アジアオセ
アニア選手権大会と
は、視覚障がい者のス
ポーツを統括する国際
視覚障害者スポーツ連
盟
（ＩＢＳＡ）
が運営する国
際総合競技大会です。
東京都市町村総合体育大会 男子バドミントン、
軟式野球で町田市が優勝しました
７月１３日～８月１０日に東京都市町村総合体育大
会 が開催され、町田市からは２４３人の方が参加し
ました。男女別競技種目を合わせて、全２０競技に
エントリーし、男子バドミントンと男子軟式野球
の２競技で優勝しました。
※東京都市町村総合体育大会とは、スポーツを振
興し、その普及発展とアマチュアスポーツの精神
の高揚を図るスポーツ大会です。また、各市町村の
親睦と交流を深めることを目的としています。
※

対象となる方には申請のご案内を送付しています。申請はお早めに

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

はん ごう

生涯学習センター

公

開

講

座

【たかがアニメの教育学～サザエさ
ん、
ちびまる子ちゃん、クレヨンしん
ちゃん】
昭和から平成そして令和へ。時代
とともに変化してきた家庭・子育て
・教育について、アニメを通して分
かりやすくお伝えします。
日１０月２３日㈬午前１０時～正午
場同センター
講東洋大学教授・藤本典裕氏
定３０人
（申し込み順）
申９月１７日午前９時から電話で同セ
ンター
（☎７２８・００７１）へ。

大地沢青少年センター
【青空アトリエ】
電動糸のこや、のこぎりなどを使
い、木やまゆ等で椅子やクラフトを
作ります。
１０月の特別プログラムは、
「ハロ
ウィンパズル」
を予定しています。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日１０月１３日㈰午前１０時～午後３時
（雨天実施）
※開催時間内であれば、何時からで
も参加できます。
場同センター研修棟
費１００～５１０円（参加プログラムに
よって異なる）
【めざせデビュー！キャンプ体験会】
これからキャンプを始めたい方向
けの日帰りで行う体験会です。
対市内在住、
在勤、
在学のテント泊未
経験の家族
※同体験会に参加したことがない方
が対象です。
日１０月１９日㈯午前１０時～午後３時
３０分
（雨天実施）
場同センター
内テント張り体験、
まき割り・火おこ

し体験、
飯盒体験（予定）
定６組（抽選）
費小学生以上１人２００円
申ハガキに住所・電話番号・送迎バス
の利用の有無と、参加者全員の氏名
（ふりがな）
・年齢（学年）を明記し、
１０月１日まで（必着）に大地沢青少年
センター（〒１９４－０２１１、相原町
５３０７－２）へ。
※ＪＲ横浜線相原駅西口～同センタ
ー間の無料送迎バスを運行します。
◇
問同センター☎７８２・３８００

なるせ駅前市民センターまつり
日１０月５日㈯午前９時３０分～午後４
時、６日㈰午前１０時～午後３時３０分
場同センター
内5日のみ＝舞台発表（吹奏楽・太極
拳・レクリエーションダンス・詩吟・
合気道・箏と尺八・ハーモニカ・合
唱）、6日のみ＝南第2高齢者支援セ
ンターによる「みんなでチャレンジ
！」
（手作り小物・寄木細工・けん玉・
草笛・町トレ・測定・笑いヨガ・マッサ
ージ・福祉用具展示等）、両日＝展示
・活動紹介（キルト・フォト俳句・日
本刺繍・書道・アートフラワー・手工
芸・演劇鑑賞会・ハンドマッサージ・
町田市美術協会・駐車場シェアシス
テム委員会・ベロニカ苑Ⅱ等）
【マイナンバーカードの発行申請を
受け付けます（６日のみ）】
併せて、申請用写真を無料撮影し
ます。ぜひご利用下さい。
※印鑑を持参して下さい。
定１００人（先着順）
◇
問なるせ駅前市民センター☎７２４・
２５１１
こと

し

しゅう

成瀬コミュニティセンターまつり
日９月２１日㈯午前１０時～午後５時、
２２日㈰午前１０時～午後４時

市HP 町田市ホームページ

美しさと数の比のお話とレッスン】
黄金比とは何かを学び、その後、身
の回りのものを実際に計測して作図
しながら、かたちの美しさを決める
数の比を探っていきます。
対パソコンの基本操作ができる１５
歳以上の方（中学生を除く）
日１０月２７日㈰午前１０時３０分～午
後２時３０分
場女子美術大学（相模原市）
講女子美術大学芸術学部非常勤講師
・内野博子氏
定１５人（抽選）
費２５００円
【④楽しく歌って 笑顔！健康！元気！】
元玉川大学通信教育部助教であ
り、全日本合唱教育研究会顧問でも
ある千葉佑氏による合唱講座です。
日１１月２日㈯、１６日㈯、１２月８日㈰、
午後１時３０分～３時３０分、１２月１５
日㈰午前１０時～正午、全4回
場１１月２日・１６日＝町田市生涯学習
センター、１２月８日・１５日＝玉川大
学
定１００人（申し込み順）
費３０００円
◇
申①９月１５日午前１０時３０分～１０月
４日に直接または電話で町田市子ど
もセンターただＯＮ（☎７９４・６７２２、
休館日を除く）へ。または電話でさが
まちコンソーシアム事務局へ（月～
金曜日のみ）②③④講座案内チラシ
裏面の受講申込書に記入し、②③９
月３０日まで④１０月３１日まで（いず
れも必着）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
ージでも申し込みできます。
※②③は、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

場同センター
※車での来場はご遠慮下さい。
内ホール（吹奏楽・鼓笛・和太鼓・合唱
・ダンス・日舞・ヨガ・お囃子・詩吟
等）、館内（絵画・生け花・キルト・各活
動成果の展示・将棋）、グラウンド（模
擬店・バザー・子どもみこし・木工作
・消防車で遊ぼう）
問同センター☎７２３・６７６３
はや

し

さがまちカレッジ

講 座 受 講 者 募 集

詳細は講座案内チラシ（生涯学習
センター、各市民センター、各市立図
書館等で配布）をご覧下さい（さがま
ちコンソーシアムホームページでダ
ウンロードも可）。
【①町田市子どもセンターただＯＮ
共催～こども体験講座「レジンを使
って自分だけのストラップやブロー
チを作ろう！」】
プラ板とＵＶレジンを使ってオリ
ジナルストラップを作ります。
対小学３～６年生
日１０月１３日㈰午後２時～３時３０分
場町田市子どもセンターただＯＮ
講女子美術大学大学院美術教育研究
領域・角ほのか氏、山口友梨江氏
定２０人（申し込み順）
費３００円（材料費）
【②骨粗 鬆 症 予防のための運動と栄
養について】
骨粗鬆症に関する基本的な用語の
解説と、予防のための運動と栄養に
ついてお話しします。
日１０月２2日㈷午前１０時～１１時３０
分
場ユニコムプラザさがみはら（相模
原市）
講北里大学一般教育部教授・北川淳
氏
定４０人（抽選）
費７００円
【③黄金比ってなあに？～かたちの

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。

こつ

そ
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問 問い合わせ

しょう しょう

【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

おいで下さい 特定の期日に行うイベント
催
禅文化勉強会

テキスト

し

名

盤珪禅師語録

村上春樹「女のいない男たち」の感想など

日

時

会

場

費

用

連

９月１６日午後１時５０分から

生涯学習センター

無料

古谷☎７２１・８８５５

９月１８日㊌午前１０時～正午

生涯学習センター８階学習室７

無料

斉藤☎７９２・４５８５

絡

先

備考（対象等）
直接お越しください

９月１９日㊍午後６時３０分～８時３０分 鶴川第四小学校体育館

無料

鶴川桜会・浜川☎７３５・０３８８

２６日も開催

初心者の方へ！！やさしい太極拳

９月２１日㊏午後１時～２時

無料

ポプリ太極拳・青木☎７３５・７４６８

鶴川駅より徒歩５分

町田話し方勉強会

９月２１日㊏午後１時３０分～３時３０分 町田市民文学館第４会議室

無料

加賀谷幸子☎７２３・３５２９

コミュニケーションの勉強

入門

初級太極拳

無料講習会
大勢の前で話せる為の勉強会

和光大学ポプリホール鶴川

町田女声合唱団第１３回演奏会

９月２１日㊏午後２時から

町田市民ホール

１０００円

町田女声合唱団☎７２５・４９７８

信長貴富作品を集めて

車いすダンス練習会

９月２２日㊐正午～午後２時

サン町田旭体育館

無料

丸山☎０９０・３５２５・０８４３

ヒカリ車いすダンス

成瀬尾根緑地「ナンバンギセルを観る会」雨天中止

９月２７日㊎午前９時３０分集合

成瀬台庚申塚公園

無料

成瀬の自然を守る会・塚本☎７２７・２３３５

成瀬台２丁目バス停前

小田急永山駅改札口前集合

１０００円

鎌倉古道の会・今井☎０９０・２３２３・１６９７

事前申込不要・当日受付

宮田太郎氏による鎌倉街道上道探索ガイドウォーク ９月２８日㊏午前９時３０分～午後４時
紙飛行機を作って楽しく飛ばそう～健康づくり

９月２９日㊐午前９時３０分～１１時

芹ヶ谷公園多目的広場

無料

高橋☎返７９３・４０３５

テブラＯＫ、雨天中止

健康麻雀

１０月１日㊋午前９時～午後３時３０分

町田市民ホール

１０００円

𠮷原☎０９０・２６５６・７７１１

お気軽に参加下さい

映画上映「福島は語る」 被災者１４人の証言

１０月５日㊏午後１時～４時

生涯学習センター視聴覚室

無料

鈴木☎７３４・３９３５

町田市福島県人会主催

町田野鳥の会

１０月８日～１３日午前１０時～午後４時

生涯学習センター７階ギャラリー 無料

森下☎０７０・１４７６・３３７７

初日正午から最終日午後２時迄

（町田市ヨーガ教室元講師）
ヨーガを始めよう！

１０月１５日、２９日㊋午前１０時から

小山市民センターホール

２００円

ヨガ健やかカレッジ☎０９０・９３６５・２１３２

予約優先・１５人定員

第４４回萌美展

１０月１６日～２０日午前１０時～午後５時 国際版画美術館市民展示室

無料

蛭子屋貴久子☎７３５・１４７０

初日は午後１時から

スキットで学ぶ中国語初心者発音講座

１０月２０日㊐午後１時３０分～４時３０分 生涯学習センター視聴覚室

１０００円

寺西俊英☎０９０・１４２５・０４７２

キッズダンス講座

１０月３０日㊌午後３時１０分～４時５５分 鶴川市民センター第１会議室

無料

輪湖☎０９０・９３０９・８２４４

第８回写真展
油彩・水彩他
みんなで楽しく踊ろう

要予約

要予約

要予約

元日中学院副学院長

鈴木

前半幼稚園児・後半小学生

問 商品券コールセンター ☎03・6734・6583（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
証明書の発行はコンビニ交付サービスをご利用下さい
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催し・講座
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ

公

開

講

座

【①人間科学～超人スポーツを創る
テクノロジーで身体拡張！共生社会
におけるスポーツの未来】
人の五感や運動機能を拡張するこ
とで、すべての人が一緒にスポーツ

イベントカレンダー
●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【ビューティーボディ体操
教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日１０月２３日～１１月２７日の水
曜日（１１月１３日を除く）①午前９時
１５分～１０時１５分②午前１０時３０分
～１１時３０分、各全５回定各５０人費
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
【太極拳】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日第２・４月曜日、毎週木曜日、午
前９時～９時５０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
●子ども創造キャンパス
ひなた村☎７２２・５７３６
【 レ ッ ツ！サ イ エ ン ス
町田市ひなた村科学クラブ“ぷち”～
水と空気のカタチ】
対市内在住、在学、在園の５歳～小学
生とその保護者（小学生は子どもの
みの参加も可）日１０月６日㈰午前１０
時～正午内
「ぷくぷくスティック」を
作り、水と空気でどんな形ができる
か観察講まちだ実験し隊定子ども
２０人
（申し込み順）
費３００円
【親子陶芸教室】
対市内在住、在学の全回参加できる
小・中学生とその保護者日・内１０月
１４日㈷午前１０時～午後３時＝形作
り、２７日㈰午前１０時～正午＝釉薬
がけ、１１月４日（振休）午前１０時～

町田市イベント申込システム

イベシス 検索

を楽しめる社会の実現に向けた取り
組みについての講座です。
日１０月３０日㈬午後７時～９時
講東京大学先端科学技術研究センタ
ー教授・稲見昌彦氏
定１０８人（申し込み順）
【②“こころ”と“からだ”の健康学～
しっかり噛んで食べて認知症予防
健口から健康寿命を延ばしましょ
う】
日１０月３１日㈭午後２時～４時
講海老名総合病院歯科・歯科口腔外

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。

科部長 石井良昌歯科医師
定５０人（申し込み順）
【③まちだの福祉～障害者を取り巻
く福祉制度の変化 障害児者福祉サ
ービスの概要】
日１０月３１日㈭午後６時３０分～８時
３０分
講全国手をつなぐ育成会連合会政策
センター委員・又村あおい氏
定１２８人（申し込み順）
◇
場①③生涯学習センター②堺市民セ

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。

１１時＝講評、受け取り講陶芸教室
「徳」主宰・小口徳子氏定２０人（申し
込み順）
費大人７００円、子ども３００円
【アウトドアクッキング～ピザ窯で
ピザを焼いて食べよう！】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生とその保護者日１０月１４日㈷午
前９時３０分～午後０時３０分内ピザ生
地から作ってドラム缶窯で焼く定
２０人（申し込み順）費４００円
◇
申９月１５日午前１０時から電話でひ
なた村へ／その他講座やワークショ
ップについては、ひなた村ホームペ
ージ等をご覧下さい
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
【初心者のための写真と水彩画スケ
ッチ講習会】
写真の撮影または水彩画のスケッ
チから、展覧会の開催までを体験す
る講習会です。展覧会は、２０２０年１
月１５日～２０日に開催します／町田
市美術協会と共催です対２０歳以上
の方日①写真＝１０月１９日㈯午前９
時３０分～正午（小雨実施）②スケッ
チ＝１１月１４日㈭午後１時３０分～４
時／①は町田駅周辺、②は町田市民
ホールで行います内①街歩きをしな
がら撮影、撮影・写真選択のアドバイ
ス、作品講評と写真展②写真から描
く水彩画スケッチの基本の解説と実
技指導、作品講評と作品展（ご自身で
撮影した写真をもとにスケッチをし
たい方は①への参加必須）講①町田
市美術協会会員・小川洸氏②同協会
会員・古賀邑美氏定各２０人（抽選、当
選者に受講証を発送）費１０００円申

ハガキに、住所・氏名・電話番号・希望
コース（写真またはスケッチ）を明記
し、１０月１０日まで（必着）に町田市
フ ォ ト サ ロ ン 講 習 会 係（ 〒１９５－
００６３、野津田町３２７２、薬師池公園
内）へ
● 小 野 路 宿 里 山 交 流 館 ☎８６０・
４８３５
【①うどん作り教室】
日１０月９日㈬午前１０時３０分～正午
定８人（申し込み順）費１０００円（材料
代）
【②秋の里山フットパスガイドウォ
ーク】
小野路の自然や風景を楽しみなが
ら、里山歩きをしませんか日１０月
１６日㈬午前１０時～午後３時、集合は
別所バス停（小雨実施）定２０人（申し
込み順）費１５００円（ガイド料、保険
料、昼食代）
【③秋の里山草花観察会】
森林インストラクター・池田倫子
氏のガイドのもと、小野路の里山の
草花を観察しませんか日１０月２５日
㈮午前９時３０分～午後１時（小雨実
施）定２０人（申し込み順）費１５００円
（ガイド料、保険料、資料代、昼食代）
【④奈良ばい谷戸を訪れてみよう】
（特）まちだ結の里のガイドのも
と、
「関東・水と緑のネットワーク拠
点百選」に選ばれた奈良ばい谷戸を
歩いて秋の田んぼと炭焼き、里山の
景色を楽しみませんか日１０月３０日
㈬午前９時～午後１時、集合は扇橋バ
ス停（小雨実施）定２０人（申し込み
順）費１５００円（ガイド料、保険料、昼
食代）

称

①法律相談
②交通事故相談

時

対

象

相談時間はお問い合わせ下さ
市内在住の方
い

18日、25日㈬

③人権身の上相談(人権侵害などの問題）

20日㈮

④国税相談

17日㈫

⑤不動産相談

24日㈫

⑥登記相談

19日㈭

⑦行政手続相談

26日㈭

⑧少年相談

24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
日

月～金曜日
（24日～27日を除く）

◇
申①９月２５日正午から②１０月２日正
午から③１０月１０日正午から④１０月
１６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 ①１９０９２５Ａ②１９１００２Ａ③
１９１０１０Ａ④１９１０１６Ａへ
●町田市自然休暇村☎０２６7・９９・
２９１２
【冬の星空観望会】
夕食後、施設内の天体観測棟で講
師の説明を聞きながら星空観測を行
います。２日目は、野辺山のベジタボ
ール・ウィズでプラネタリウム観賞
と、国立天文台を見学します／添乗
員は同行しません。現地係員が対応
します対市内在住、在勤、在学の方と
その同行者日１１月１６日㈯午後４時
（現地集合）～１７日㈰正午ごろ解散
（予定）、１泊２日宿泊先町田市自然休
暇村（長野県南佐久郡川上村）定４０
人（抽選）／最少催行人数は２０人で
す費中学生以上８５００円、小学生以
下６５００円（宿泊費、１日目夕食～２日
目朝食、講師料、保険料含む）／旅行
条件書、振込先は申込者に別紙でご
連絡します旅行企画・実施ＪＷＴジャ
パンウインズツアー（株）、長野県知
事登録第２－３９９号、全国旅行協会
会員・長野県旅行業協会会員（長野県
佐久市今井５３３－１、☎０２６７・６６・
１２６８
〔代〕）、利用バス会社＝信濃バ
ス（長野県南佐久郡川上村樋沢２３４）
申９月１５日午前８時３０分～２５日に
電話で自然休暇村（錆０１２０・５５・
２８３８）へ／１１月６日以降の取り消
しはキャンセル料が必要
市HP 暮らしに関する相談

暮らしに関する相談
名

ンター
申①③１次受付＝９月１５日正午～１８
日 午 後７時 に イ ベ シ ス（ イ ン タ ー
ネ ッ ト ）コード ① １ ９ ０ ９ １ ９ Ａ③
190919Cへ／２次受付＝９月１９日
正午～１０月２３日にイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
へ②９月１９日正午～１０月２０日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード１９０９１９Ｂへ。
問生涯学習センター☎７２８・００７１

申し込み等
前週の金曜日から電話で予約
※9月20日は予約受付を行いません。次
回分は9月27日から受け付けます。
相談日の1週間前から電話で予約
電話予約制（随時）

午後1時30分～4時
市内在住の方

午前9時～午後4時

電話で市民相談室
（☎724・2102）へ

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

⑨電話による女性悩みごと相談（家庭、
月～土曜日
午前9時30分～午後4時（水曜
人間関係、女性への暴力、LGBT等）
（祝休日、第3水曜日を除く）日のみ午後1時～8時）
⑩消費生活相談
⑪空家に関する相談
（弁護士・税理士・宅地建物取引士）

月～土曜日
（祝休日を除く）
24日㈫

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、
電話で消費生活センター相談専用電話（☎722・0001）へ
在学の方
※来所相談、電話相談ともに随時受付
午前9時～正午、
午後1時～4時
※土曜日は電話相談のみ

市内に家屋を所 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分）有の方
（空家・居 ※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
住中問わず）
税理士も同席

2019年度町田市総合防災訓練 は、10月20日㈰に町田第一小学校と町田シバヒロをメイン会場として実施します。 問 防災課☎724・2107

対 対象

凡例

日 日時

場 会場

内 内容

催し・講座
幼児の保護者向け講座・保育付き

今日から変わるニコニコ子育て

対市内在住で全回参加できる２歳以
上の未就学児の保護者
日１１月８日、１５日、２２日、２９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
講玉川大学教授・大豆生田啓友氏、臨
床心理士・植松紀子氏
定保育付き＝１３人、保育無し＝１０
人
（過去に乳幼児・幼児講座を受講し
ていない方を優先のうえ、抽選）
費保育利用者のみ２００円
申ハガキまたは用紙（様式は不問）
に、
講座名・住所・氏名（ふりがな）
・電
話番号・子どもの年齢・保育希望者

情報コーナー
●八王子年金事務所～１０月１日から
年金生活者支援給付金制度が始まり
ます
年金生活者支援給付金は、公的年
金等の収入や所得額が一定基準額以
下の年金受給者の生活を支援するた
めに、年金に上乗せして支給される
ものです。受け取りには請求書の提
出が必要です。ご案内や事務手続き
は、日本年金機構
（年金事務所）が実
施します対老齢基礎年金受給者＝次
のすべての要件を満たす方 ①６５
歳以上である②世帯員全員の市民税
が非課税である③年金収入額とその
他所得額の合計が約８８万円以下であ
る、障害基礎年金・遺族基礎年金受給
者＝前年の所得額が約４６２万円以下
の方申２０１９年４月１日以前から年金
を受給している方＝日本年金機構か

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

（１１月１日時点で８か月以上の未就
学児）は子どもの名前（ふりがな）
・生
年月日を明記し、１０月４日午後５時
まで（必着）に直接または郵送で生涯
学習センター（〒１９４－００１３、原町
田６－８－１）へ（所定の用紙〔同セン
ターに有り〕に記入し、直接同センタ
ーへ申し込みも可）。
問同センター☎７２８・００７１

町田産新鮮野菜の販売

市HP 町田市ホームページ

急病のときは

他の医療機関につなげる場合があります。

毎日

ッ

ズ

フ

ァ

ン

タ

イ

ム

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

24時間365日

町田街道
至町田

健康福祉
会館

コンビニ

至金森

または☎042・521・2323

☎03・5272・0303

至旭町

ひ ま わ り

原町田5-8-21

福祉会館前

診療時間

診療科

医療機関名（所在地）

伊藤診療所（鶴川4-35-2）

内科

16日㈷

午前9時～翌朝9時

外科系

19日㈭

午後7時～翌朝8時

☎735・0166
☎795・1668

おか脳神経外科（根岸町1009-4）

☎798・7337

あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111
☎796・4807

内科 内山胃腸科（旭町1-15-23）

☎728・1371

内科、
小泉医院（玉川学園2-5-24）
小児科

☎725・8411

耳鼻科 川野医院（森野1-11-9）

☎726・7673

内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491）

☎797・1511

外科系

17日㈫
18日㈬

話

ただお整形外科・内科（忠生2-28-5） ☎793・0201

内科、 虫明婦人科内科小児科医院
小児科（金森3-19-10）
午前9時～午後5時

電

内科、
小阪内科クリニック
（金森東4-44-3） ☎799・3933
小児科

内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47）
午前9時～翌朝9時

町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

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

20日㈮

あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

21日㈯ 午後1時～翌朝8時

南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

成瀬小林医院（成瀬8-4-33）

☎725・2233

午前9時～午後5時
22日㈰

内科

こばやしクリニック（原町田6-3-3） ☎710・3183
川村クリニック（本町田2943-1）

☎724・7727

耳鼻科 稲垣耳鼻咽喉科医院（原町田6-22-15） ☎722・3115
内科系 町田市民病院（旭町2-15-41）
午前9時～翌朝9時

外科系

☎722・2230

多摩丘陵病院（下小山田町1491）

☎797・1511

町田慶泉病院（南町田2-1-47）

☎795・1668

佐藤寿一クリニック
（原町田1-7-17） ☎710・2251
内科、
小児科 藤の台診療所
☎722・2832
午前9時～午後5時
（本町田3486 藤の台団地1-55）

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。

キ

健康福祉会館内
☎710・0927
午前9時～午後4時30分（電話受付は午前8時45分から） （左下地図参照）

15日㈰

午～１０月２3日にイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード１９０９２０Ｂへ
●男女平等推進センター☎７２３・
２９０８
【登録団体企画～父子でまなんであ
そぼう、ビジュアルプログラミング
「ビスケット」】
対５～１０歳くらいの子どもとその父
親（または祖父）日１０月２７日㈰午後
１時３０分～４時場町田市民フォーラ
ム内タブレットで「ビスケット」とい
うアプリを使い、簡単な絵を描きな
がらプログラミングの基本を楽しく
学ぶ／父子で１台タブレットを用意
します講
（特）アクティブＳＩＴＡ・中村
理氏定１５組（申し込み順）申９月１８
日正午～１０月２０日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード１９０９１８Ｆへ。保育希望者
（１歳６か月以上の未就学児、申し込
み順に８人）は、１０月１２日までに併
せて申し込みを

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

午後7時～9時30分（電話受付は午後6時から）

午前9時～午後5時

子どものイベントカレンダー

●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１０月１９日㈯午後０時３０分～２時
３０分場サン町田旭体育館内トラン
ポリンや複合種目、ボッチャ等講町
田市スポーツ推進委員定７０人（申し
込み順）費１人２００円（保護者も参加
費が必要）申９月２０日正午～３０日に
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
へ
【まちだの体力向上プロジェクト～
ＫＩＤＳʼ ＦＵＮ ＴＩＭＥ】
対市内在住、在学の小学１～３年生日
１０月２６日㈯、２７日㈰、午後１時３０分
～２時３０分場子どもセンターぱお内
リズムに合わせてジャンプする等、
ゲーム感覚で運動不足・運動嫌いの
子どもの体力向上を図る講日本スポ
ーツ協会公認アクティブ・チャイル
ド・プログラム講師 宮田洋之氏定
各４０人（申し込み順）申９月２０日正

町田市メール配信サービス

町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小児科）

診療日

ら請求手続きのご案内が９月上旬か
ら順次届きます。同封のハガキ（年金
生活者支援給付金請求書）に記入し
提出して下さい／２０１９年４月２日以
降から年金を受給している方は、原
則、年金請求時に給付金の請求書も
受け付けしているため手続きは不要
です問年金生活者支援給付金専用ダ
イヤル☎０５７０・０５・４０９２
●総務省東京行政評価事務所～東京
１日合同行政相談所開設
１０月７日～１３日の行政相談週間
の関連事業として、１日合同行政相
談所を開設します日１０月３日午前
１０時～午後４時場新宿西口広場イベ
ントコーナー内年金・保険・国税・登
記・道路等の行政に関する苦情・要望
等の相談（無料、秘密厳守）／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、Ｉ
Ｐ電話＝☎０３・３３６３・１１００〕でも相
談を受け付けます
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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。

日曜日
祝休日

【市役所まち☆ベジ市】
市内の認定農業者が
作った町田産新鮮野菜
の販売です。
日９月１７日 ㈫ 午 前１１
時～午後１時（売り切れ次第終了）
場市庁舎前
問農業振興課☎７２４・２１６６

問 問い合わせ

内科

23日㈷
午前9時～翌朝9時

しながわ内科・循環器クリニック
（山崎町333-1）

内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491）

☎797・1511

南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

町田慶泉病院（南町田2-1-47）

☎795・1668

南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

外科系

24日㈫
25日㈬
26日㈭

午後7時～翌朝8時

☎791・1545

内科系 町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

27日㈮

あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

28日㈯ 午後1時～翌朝8時

町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

内科

29日㈰

甲斐内科クリニック
（成瀬が丘2-24-2） ☎796・8711
榛名坂たなか内科クリニック
（金井3-17-13）

午前9時～午後5時 内科、
木曽診療所（木曽東4-21-37）
小児科
耳鼻科

外科系

☎791・2088

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

内科系 町田病院（木曽東4-21-43）
午前9時～翌朝9時

☎737・3860

☎789・0502

おか脳神経外科（根岸町1009-4）

☎798・7337

あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

30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

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、 （左地図参照）
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） ＃8000
（または☎03・5285・8898）月～金曜日＝午後6時～翌朝8時、土・日曜日・祝休日＝午前8時～翌朝8時
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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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問交通事業推進課☎７２４・４２６０

本町田地区における

小型乗合交通
（タクシー車両）実証実験運行を実施
市では、地域組織、交通事業者と協働
し、道路が狭いことや採算が見込めない
ことなどから、路線バスが運行されてこ
なかった
「交通空白地区」の解消に向けた

取り組みを行っています。
取り組みの一環として本町田地区で、
タクシー車両を用いた小型乗合交通の実
証実験運行を行います。

運行経路図
④町田第二高齢者
支援センター
③緑ヶ丘

町田三中
②滝ノ沢上
町田三中西
交差点

運行経路

⑥東

町田第２高齢者
支援センター

田

①町田
市民病院
街

街

道

サン町田
旭体育館

町田郵便局
町田警察署

道

旭町交差点

ご利用下さい !

問公園緑地課☎７２４・４３９９

南町田グランベリーパーク内 鶴間公園スポーツ施設
１１月１３日の南町田グランベリーパークまちびらき
に合わせ、鶴間公園スポーツ施設
（グラウンド・運動広
場・テニスコート・多目的室）
の利用を順次開始します。
まちだ施設案内予約システムで利用の申し込みが
できますので、
ぜひご利用下さい。
○利用料金

※施設をご利用いただくには、事
前に利用者登録が必要です。
※市外の方もご利用いただけます。
【休業日】年末年始
【所在地】鶴間３－１－３

利用種目の詳細は町田市ホームページをご覧下さい。１１月中はテニスコート・運動広場・多目的室を
無料でご利用いただけます（照明設備料金は無料、駐車場料金は有料）
。
テニスコート
多目的室
グラウンド
（※２）
施設名
運動広場
（※１）
（クラブハウス２階）（上段が全面、下段は１／３面）
午前９時～午後９時
午前９時～午後５時
午前９時～午後９時
午前９時～午後９時
利用時間
（２時間単位）
（２時間単位）
（２時間単位）
（２時間単位）
市内
市外
市内
市外
市内
市外
市内
市外
月〜金曜日
月〜金曜日
月〜金曜日
月〜金曜日
利用料金
１万１０００円 ２万２０００円
１８００円 ３７００円
無料
１万２０００円 １５００円 ３０００円
（２時間当
３７００円
７５００円
たり） 土・日曜日、祝休日
土・日曜日、祝休日
土・日曜日、
祝休日
土・日曜日、
祝休日
１万５０００円
３万円
２５００円 ５０００円 ８０００円 １万６０００円 ２０００円 ４０００円
５０００円
１万円
照明設備
１４００円
（３０分単位）
４００円（３０分単位）
ー
ー
（※３）
５００円
（３０分単位）
（※１）
テ
 ニスコートは３面あります（利用料金は１面
照明点灯時間の目安
駐車場料金
当たり）。
期 間
時 間
１時間まで 無料
（※２）
グ
 ラウンドは１２月上旬に利用開始予定です。
４月～５月 午後６時～９時
以降３０分
１／３面がフットサル１面分の広さです。
２００円
ごとに
６月～７月 午後７時～９時
（※３）
照 明設備料金は右表の時間帯に施設を利用
８月～９月 午後６時～９時
する際に併せてかかる料金です（当日の天候
１０月～３月 午後５時～９時
等により、
点灯時間は前後します）
。
広

８月２８日〜９月３日にインドネシア空手代表選手６人（男性
２人・女性４人）がサン町田旭体育館で合宿を行いました。今回
は、９月６日〜８日に日本武道館で開催された、東京２０２０オリ
ンピック競技大会出場権獲得ポイント対象大会「ＫＡＲＡＴＥ１
プレミアリーグ２０１９東京大会」に出場するための直前合宿
として滞在しました。
滞在中、多くの方が世界トップ選手の迫力あるトレーニン
グを見学しました。また、練習の合間には市内の小・中学生や、
町田市空手道連盟に在
籍する方たちと、空手
を通じた交流を行いま
した。来年もオリンピ
ックに向けた事前合宿
を行う予定です。
今後もインドネシア
代表選手への、声援を ８月２７日にはコーチと共に市役所を訪れ
お願いします。
ました

どんな会社を作ってみる？

「まちだ子ども起業塾」
を開催します！
問町田新産業創造センター☎８５０・８５２５
町田市産業政策課☎７２４・２１２９

子どもたちが会社経営にチャ
レンジして、ビジネスの仕組み
を学ぶ体験教室です。
会社の設立から商品の企画・
製作、資金調達、宣伝、販売、決算
までの会社経営をバーチャル体
験します。
子どもたちが自らの力で考
え、ビジネス・会社経営の仕組み
を体感することで、これからの
時代に必要な創造性や探究心、
コミュニケーション能力を身に
着けてもらうことを目的に開催
します。
○対象 小学４～６年生
○日時 １０月１２日 ㈯ 午 前９時
～午後６時

！
農ある風景を楽しもう

○会場 市庁舎
○内容 午前＝オリエンテーシ
ョン・会社づくり・商品企画 午
後＝資金調達・商品作成・広告宣
伝・販売活動・決算
○講師 （株）セルフウイング代
表取締役・平井由紀子氏
○定員 ２４人（抽選）
※抽選結果は１０月２日ごろにＥ
２５
メールでお知らせします。
○ 申 し 込 み ９月１７日 正 午 〜
３０日午後５時に、町田新産業創
造センターホームページ特設サ
イ ト（ 右 記ＱＲコ ー
ド）で申し込み。

問農業振興課☎７２４・２１６６
ふるさと農具館☎７３６・８３８０

七国山のそばの花がそろそろ見ごろです

薬師池公園四季彩の杜の北西、町田ぼたん園やふるさと農具
館、七国山ファーマーズセンター近くにある畑で、そばの花が見
ごろを迎えます。花を楽しんだ後は、
そばの実を採取してそばや
そば粉として、
ふるさと農具館で毎年４月ごろに販売します。
天候の状況により、開花時期が前後する場合があります。詳し
い開花状況については、ふるさと農具館へお問い合わせ下さい。
※ふるさと農具館は月曜日は休館です。
○会場 七国山ファーマーズセンター周辺（野津田町）
○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、
または本町田経由鶴川駅行き
バスで「薬師ヶ丘」下車、徒歩
約１０分
※公共交通機関をご利用下さ
い。
市HP そばの花 検索
白い花が一面に広がるそば畑

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

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）。

【交通空白地区】
【概要】
「町田市便利なバス計画」の中で定め ○運行区間：町田市民病院～滝の沢～
た、最寄りの鉄道駅までの距離が３００ｍ 町田第２高齢者支援センター～町田市
よりも遠く、
かつ最寄りのバス停までの距 民病院
離が２５０ｍよりも遠い地域を指します。
○運行期間：１０月１日㈫～１２月２５日
【小型乗合交通】
㈬の月～金曜日（祝休日を除く）
交通空白地区と、バス停や鉄道駅とい ○運行本数：１日１０便
った最寄りの交通結節点の間を、タクシ ○運賃：２００円（現金払いのみ。小児及
ー車両など、バスよりも小さい車両を用 び障害者手帳保持者も同一額）
いて運行する、
乗合型の交通です。
○運行事業者：京王自動車多摩南（株）
【実証実験運行】
※現在、事業許可申請中です。
実際の地域ニーズや事業性などを検証 ※詳細は、町田市ホームページをご覧
するため、短期間の運行を実験的に実施 下さい。
するものです。

問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎７２４・４４４２

今号の広報紙は、 万８１１部作成し、１部あたりの単価は

町

倉

菅原神社

町田市民病院が
起終点です。

滝の沢交差点

起点① 町田市民病院
② 滝ノ沢上
③ 緑ヶ丘
町田第二高齢者
④
支援センター
⑤ 原
⑥ 東
終点① 町田市民病院

鎌

⑤原

インドネシア空手代表選手が
市内で合宿を行いました

