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町田市市民参加型事業評価にご参加下さい ● 9面 キラリ☆まちだ祭2019

南町田
グランベリーパーク

©PNTS

11月13日㈬

まちびらき！

新しく生まれ変わるまち「南町田
グランベリーパーク」。まちびらきに
先立ち、鶴間公園で地域の皆さんと
一緒に、このまちの始まりを体感す
る記念イベントを開催します。
イベントの詳細は、

イベントのご案内

11月2日㈯

南町田グランベリーパークの

まちのがっこう祭

南町田拠点創出まちづくりプロジェクト

検索

問 都市政策課☎724・4248

２面 注目ポイントを紹介します！
人口と世帯（外国人含む）

（前月より114 人減）／ 世帯 ： 197,558 世帯（前月より100 世帯増）
人口 ： 429,058 人（ 男：210,084人・女：218,974人）

2019年10月1日現在
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広 報 ま ち だ は 1 日 ・ 15 日 の 月 2 回 発 行 で す

2019．11．1

新しく生まれ変わるまち

駅・商業施設・公園が境目なくつながり、まち全体がまるでひとつの「パ

南町田グランベリーパーク
問 都市政策課☎ 724・4248

鶴間公園

ーク（公園）」のような、自然と賑わいが融合したまち「南町田グランベリ
ーパーク」。市民の皆さんや、これからまちの一員となる方から寄せられ
た声とともに注目ポイントを紹介します。詳細は、南町田グランベリーパ
ークホームページ
（右記ＱＲコード）
でもご覧いただけます。

南町田グランベリーパーク駅

TSURUMA PARK

東急田園都市線長津田駅 駅長

組谷 和夫さん

12月１４日オープン！

滝も流れる、緑と
エンターテインメ
ントの融合した駅
になります！

南町田グランベリーウォーク

グランベリーパーク

パークライフ・サイト
新しくなった公園
と
やりたいこ
を聞きました！

ー

ォ

ウ

ク

ー

パ

間

鶴

で

ク

上田さん

商業施設「グランベリーパーク」総支配人

コーヒーを振る舞っ
て、いろんな人と会
話を楽しみたい！

青木 太郎さん

公園と一体となった気持ちの良い空間で、
ショッピングや食事をお楽しみ下さい。

いぶきくん

大内さん

自分たちでフリーマ
ーケットを
やってみたい！

まちの顔になるような「みなまち
パークフェスティバル」
を実現したい！

スヌーピーミュージアム

ミュージアム内覧会 へ

ご招待します

六本木から南町田グランベリーパークに移転し、
約２倍の広さになって生まれ変わるスヌーピーミ
ュージアムは、いよいよ12月14日㈯に開館しま

対市内在住の方

す。
緑豊かな鶴間公園に面した純白の建物は、間も

日12月13日㈮午前10時～正午

なく完成の予定です。充実した展示に加えて、小学
生のための英語のプログラムも準備していますの
で、
どうぞご期待下さい。

定１00人（抽選）
スヌーピーミュージアム 館長

中山 三善さん

まちライブラリー

公園やまちライブラリーなどと連
携した、ここでしかできない体験

は、皆さんの寄贈本によって一緒に育てる図

ができます。

書館です。本を借りたり、イベントを行った
り、読書やおしゃべりを楽しんだり、１人でも

開館を心待ちにしている

仲間とでも、思い思いのスタイルで楽しめま

て楽しんで下さい。

石井さん親子

早く開館して欲しい！ 私が仕事の時も、子ど

す。
緑に囲まれた「まちライブラリー＠南町田
グランベリーパーク」を、あなたの居場所とし

申11月15日までにイベシス（インターネット）コード191101A
へ（申し込みは2人まで）。

南町田子どもクラブ つみき

全国700か所以上に広がるまちライブラリー

まちライブラリー 提唱者

礒井 純充さん

©PNTS

もクラブなら子どもだけで安心して遊ばせられ
ます。

遊戯室（イメージ）

市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

健康案内

科医師
定１７０人（申し込み順）
申１１月７日正午～１２月１日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９１１０７Ｃへ。
問保健総務課☎７２２・６７２８

健 康 づ く り 講 習 会
【もう一度、
あの頃の体形に～ベルト
の穴１つ戻しませんか】
対市内在住の18～６４歳の男性
日①１１月１６日㈯午前１０時～正午②
１１月３０日㈯午前９時４５分～午後０
時４５分、
全２回
場健康福祉会館
内①体組成測定
（希望者）、保健師講
話、アスレティックトレーナーによ
る体幹トレーニングを中心とした運
動②管理栄養士による調理実習と食
生活の講話
定２４人
（申し込み順）
費５００円
（食材費）
申１１月６日正午～１４日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９１１０６Ａへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

市

民

公

開

講

脳卒中市民公開講座

脳卒中の最新治療と在宅医療

日１１月９日㈯午後２時～４時
場イオンモール多摩平の森（日野市）
講日野市立病院脳神経外科部長・黒
島義明医師、日野のぞみクリニック
・望月諭医師 他
定１００人（申し込み順）
申１１月６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。
問健康推進課☎７２５・５１７８
おいしく食べて糖尿病予防！

血糖値が気になる人の料理講座

対市内在住の18～６４歳の方
日１１月２７日㈬午前９時４５分～午後
０時３０分
場健康福祉会館
内管理栄養士によるバランスの良い
食事の取り方についての講話、調理
実習
定２４人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申１１月８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１９１１０８Ａへ。

座

こう くう

【口腔機能の維持・向上と食べる喜び
～誤嚥性肺炎予防もお口から】
高齢者の肺炎を口のケアによって
予防する方法等についてお話しいた
だきます。
※町田市歯科医師会と共催です。
日１２月８日㈰午後１時～３時
場町田市民フォーラム
講米山歯科クリニック・米山武義歯
ご

えん

みんなでつくる

返０４２・７２４・５６００

未来の場⑮
かたち

問企画政策課☎７２４・２１０３

町田駅周辺の公共施設の
複合化検討を始めています
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。
町田駅周辺には、市庁舎をはじめ多くの公共施設があります。改修や建
て替えの時期を迎えつつある施設があるほか、町田シバヒロなどの大規
模な土地もあります。
２０１９年度は、１つの建物に複数のサービスをまとめる複合化案作成に
向けた調査・検討を行っています。この一環として、市民センターまつり
等、
人が集まる地域の場所へ赴き、アンケート形式で町田駅周辺の公共施
設の複合化についてご意見を伺っています。
アンケートに回答していただいた
102人のご意見を一部ご紹介！
Ｑ．町田駅周辺の公共施設を建て替える
際に、飲食店やスーパーなどの民
間施設と複合化することについて、
どのように感じますか。

Ｑ．複合化案は、より多くの皆さんのご意
見を踏まえながら作りたいと考えていま
す。あなたなら、どのような方法で関
わることが可能ですか（最大 3 つまで選択）。
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広報紙に掲載された記事をみる
今回のように、
市のアンケートに答える
町田市ホームページから情報を探す
市に任せる
町内会・自治会に意見を伝える
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番号間違いにご注意下さい
問保健予防課☎７２２・７９９６

募 集

町田市下水道事業審議会

市

民

生涯学習センターや町田市民フォーラムは、公共施設と商業施設、住居
などが一体となった複合施設です。複合化案の作成にあたっては、民間の
資金や活力を取り入れる手法なども検討します。２０２０年度以降、検討し
た複合化案を市民の皆さんに示し、対話を行いながらより良いものにし
ていきます。
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。

員

下水道事業の全体計画について策
定、進捗管理、評価等を行う附属機関
として、２０２０年４月１日から設置す
る町田市下水道事業審議会の市民委
員を募集します。
対市の下水道事業に関心がある市内
在住の１８歳以上で、原則平日に開催
する審議会に出席できる方
任期２０２０年４月１日～２０２２年３月
３１日
募集人数2人
選考申込書及び論文
申申込書と論文（テーマ＝審議会委
員の応募動機及び今後町田市の下水
道事業を円滑に進めるための提案、
６４０字以上８００字以下）を、１１月２９
日まで（必着）に直接または郵送で下
水道総務課（市庁舎８階、〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２）へ。
※募集要項、申込書、論文用紙は町田
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ご連絡下
さい。
※論文は返却しません。また、委員の
選考以外には使用しません。
問下水道総務課☎７２４・４２８７
しん ちょく

町田市教育委員会委員候補者
市では、市民に開かれた教育行政
を推進するため、教育・学術及び文化
に関して識見を持つ市内在住の方か
ら、教育委員会委員候補者（保護者委
員候補）を募集します。
対次のすべてに該当する方 ①町田
市長の被選挙権を有する②２０２０年
４月１日時点で小学生または中学生
の保護者である③町田市の住民基本
台帳に記録されている
※ただし、破産者で復権を得ない・禁

錮以上の刑に処せられた方は応募で
きません。
任期２０２０年４月１日～２０２４年３月
３１日（４年間）
職務内容教育委員会会議への出席及
び議案等の審議、総合教育会議への
出席、学校視察、研修会への出席等
募集人数１人
選考１次＝書類、２次＝面接（２０２０年
１月２０日に実施予定）
申選考申込書及び確認書（町田市ホ
ームページでダウンロード）
と、論文
（テーマ＝家庭・地域の教育力を高め
るためにできること〔２０００字程度、
論文用紙は町田市ホームページでダ
ウンロードまたは市販の原稿用紙、
パソコン入力も可〕
）を１１月２５日ま
で（消印有効）に郵送（書留）で職員課
（〒１９４－８５２０、
森野２－２－２２）
へ。
※封筒表面に「教育委員候補者選考
申込」と朱書きして下さい。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
問選考について＝職員課☎７２４・
２１９９、教育委員について＝教育総
務課☎７２４・２１７２
障がい児スポーツ教室

指

導

員

障がいのある参加者が楽しく安全
に身体を動かすための補助、個々に
合わせた指導及び教室の企画運営等
を行います。
※教室の詳細はお問い合わせ下さい。
対福祉に理解のある２０～６５歳程度
の方（スポーツの指導経験は不問）
日①体育館＝土曜日の午後３時～５
時②プール＝土曜日の午後２時～４
時３０分、年間各３６回（月３回）程度
（全回参加できなくても可）
場①サン町田旭体育館②子ども発達
センター
謝礼１回３０００円
申電話で障がい福祉課へ。
問 障 が い 福 祉 課 ☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３

高校生が対象事業を決定

町田市市民参加型事業評価にご参加下さい
市HP 市民参加型事業評価

問経営改革室☎７２４・２５０３

検索

市民の皆さんの声を行政経営・行
政サービスの向上に活用するため、
市民参加型事業評価を開催します。
高校生世代の若者、市政モニタ
ーから選出した市民及び有識者で
構成する評価人チームが、市の事
業担当者と事業の課題等について
議論し、評価をします。
時 間
10時～10時15分
午前
10時15分～11時45分
1時～2時30分
午後 2時45分～4時15分
4時15分～4時30分

今年度は高校生世代の若者が、
評価対象の全６事業を話し合いで選
び、
全事業の評価にも参加します。
ま
た、
「まちテレ」によるライブ配信や
インターネット投票を実施します。
日１１月２４日㈰午前１０時～午後４
時３０分（途中入退場自由）
場町田市民フォーラム４階

第1会場（第1学習室）
開会式
生涯学習センター・図書館事業
環境衛生事業
道路管理事業
閉会式

公開している会議

60 （人）

※全13項目のうち上位5項目を記載

委
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会議名

日

時

会

場

第2会場（第2学習室）
開会式
広報事業
町田ターミナルプラザ事業
観光振興事業
閉会式

傍聴のご案内
定

員

申し込み

町田市情報公開・個人 １１月１１日㈪午 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
情報保護運営審議会 前１０時～正午 室２－２
（☎７２４・８４０７）へ
１１月１２日 ㈫
１１月１１日までに電話で
町田市廃棄物減量等
市庁舎２階会議
１０人
午 後６時３０分
環 境 政 策 課（ ☎７２４・
推進審議会
（申し込み順）
室２－２
４３７９）へ
～８時３０分
１０人
事前に電話で都市政策
町田市都市計画審議 １１月１５日 ㈮ 午 市 庁 舎３階 第１
（申し込み順）課
前９時３０分から 委員会室
（予定）
（☎７２４・４２４７）へ
会
町田市立学校適正規
市庁舎２階市民
直接会場へ問教育総務
１１月１８日 ㈪
模・適正配置等審議
協働おうえん
課☎７２４・２１７２
午後３時から
会
ルーム
事前に電話で地区街づく
町田市街づくり審査 １１月２２日㈮午 市庁舎１０階会
５人
（申し込み順）り課
へ
（☎７２４・４２６７）
会
前１０時～正午 議室１０－２
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募 集
町田市子ども発達センター

２０２０年度認可通園入園児

町田市子ども発達センターは、０
～１８歳未満のお子さんとその家族
を対象に、お子さんの発達の相談に
応じています。２０２０年度の同セン
ターへの認可通園（児童発達支援事
業）
入園児を募集します。
対市内在住の心身の発達に遅れや障
がいのある３～５歳児
内①週５日通園する療育グループ②
幼稚園・保育園等に通いながら週１
日通園する療育グループ
申込締切日１１月２９日まで
※申し込みには事前の見学説明会へ
の参加が必要です。
参加を希望する方
は同センター
（☎７２６・６５７０）
へお問
い合わせ下さい。
町田新産業創造センター

２ 階 個 室 入 居 者

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。施設内覧は随時
受け付けしており、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２階７号室（面積１５㎡）＝月額

町田市イベント申込システム

イベシス 検索

５万１３２３円
※消費税、共益費を含みます。
※保証金として賃料の１か月分を申
し受けます。
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、１１
月２９日午後５時まで（消印有効）に直
接または郵送で同センターへ。
※書類審査後、面接審査を行います。
問 同 セ ン タ ー ☎ ８ ５ ０・
８５２５、町田市産業政策課
☎７２４・２１２９

お知らせ

大規模地震災害に備えて

町田市震災時職員徒歩参集訓練

大規模な地震災害が発生すると、
公共交通機関が運行を停止する可能
性があります。市ではこれに備える
ため、市内で最大震度６強の地震が
発生したことを想定し、職員の徒歩
参集訓練を実施します。
当日は、
自宅から職場までの歩行距
離２０㎞以内の職員が各自の職場まで
徒歩で参集します。各職場の窓口業
務に支障が生じないよう実施します
ので、
ご理解ご協力をお願いします。
日１１月１５日㈮午前６時から
問防災課☎７２４・３２１８
ご協力下さい

市民満足度アンケート

市民課・各市民センターでは、
「さ
わやか窓口」として、来庁者への親切
丁寧な対応、分かりやすい説明を心

ふるさと納税 寄附の使い道と返礼品を追加しました！
問財政課☎７２４・２１４９

町田市のふるさと納税の魅力を まちの特徴を生かし、魅力的なま
さらに高めるため、
新たな寄附の使 ちの運営に取り組んでいきます。
いただいたふるさと納税は、南
い道と返礼品を追加しました。新
たな使い道の一例を紹介します。 町田全体を盛り上げるイベントの
○特別な寄附の使い道：みなみま 開催などに活用させていただきま
ちだをみんなのまちへ 南町田グ す。
ランベリーパークを盛り上げよう 【新しいパンフレットを配布中】
市庁舎１階総合案内・各市民セン
南町田グランベリーパークは、
１１月13日に
「まちびらき」
を迎えま ター等で配布しています。
す。今後は、
公園・商業施設・ミュー ※町田市ホームページでもご覧い
ジアム等の多様な機能が複合する ただけます。

「よい仕事おこしフェア実行委員会」
と
連携協定を締結しました

問産業政策課☎７２４・２１２９

石阪市長（左）と、同実行
委員会事務局代表者の城
南信用金庫・川本理事長

市では、町田市産業振興計画１９ の中小企業者に対し、市の補助金、
－２８に基づき、拡げるチャレンジ セミナー、イベント等の情報発信
の推進やビジネスしやすく働きや や、地域の枠を越えたビジネスマ
すいまちづくりを実現するため、 ッチングの機会を提供します。
市内の中小企業者に対し販路拡大 ○よい仕事おこしフェア
同実行委員会が年に１度開催し
の支援、
異業種・異分野との連携機
会の創出、産業支援に関する有効 ている全国的なビジネスイベント
な情報発信を行っています。その 「よい仕事おこしフェア」に町田市
一環として、１０月２３日に「よい仕 のブースを出展し、名産品やトライ
事おこしフェア実行委員会」と地 アル発注認定商品等をＰＲします。
域産業活性化に関する連携協定を
締結しました。
【今後予定している取り組み】
○よい仕事おこしネットワーク
同実行委員会が運営するビジネ
スマッチングサイト「よい仕事お
こしネットワーク」を活用し、市内

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。

掛けています。この活動を推進する
ため、皆さんの要望やご意見等をお
伺いする市民満足度アンケートを実
施します。ご協力をお願いします。
対住民票の発行などで来庁した方
実施期間１１月１０日㈰～１５日㈮
※玉川学園駅前連絡所と木曽山崎連
絡所は１１月１１日㈪から実施します。
場市民課（市庁舎１階）、各市民セン
ター、各連絡所
問市民課☎７２４・４２２５
ひとり親家庭等への

医 療 費 助 成 制 度

り親家庭等医療費助成制度の現況届
を省略できます。
※公的年金受給等の理由で児童扶養
手当を受給していない方には、１０月
末に現況届の用紙を送付しました。
１１月１４日 ま で に 提 出 し て 下 さ い
（郵送可）。
【申請事項に変更があった場合は】
住所・お使いの健康保険証・同居の
方等、子ども総務課に届け出た内容
に変更があった場合は、必ず変更届
の提出をお願いします（各市民セン
ター等では受け付けできません）。
問子ども総務課☎７２４・２１４３

ひとり親家庭またはそれに準ずる
保管期間を経過したマイナ
家庭に対して、医療費を助成します。
ンバーカードを廃棄します
【該当する方は申請を】
対１８歳に達する日の年度末までの間
２０１６年にマイナンバーカードを申
にある児童（一定の障がいがある場合
請した方で、
カードを受け取っていない
は２０歳未満）
を現に扶養している、次
方は受け取りをお願いします。１２月２７
のいずれかに該当する方 ①ひとり
日までに受け取らなかった場合、
カード
親家庭の父または母②父または母が
は廃棄となります。
配偶者からの暴力（ＤＶ）で裁判所から
なお、廃棄対象となる方に通知を
の保護命令が出された家庭③父また
送付していますので、詳細は通知を
は母に一定の障がいがある家庭④父
ご確認いただくか、市民課（☎８６０・
または母が１年以上拘禁、または児童
６１９５）へお問い合わせ下さい。
の養育義務を放棄している家庭⑤両
住民票等に旧姓（旧氏）の記
親がいない児童を養育している養育
載ができるようになります
者
助成の範囲医療機関で支払う保険診
住民基本台帳法施行令等の改正に
療の自己負担分（住民税が課税され
より、１１月５日から住民票等に旧姓
ている世帯は一部負担金有り）
（旧氏）を併記することが可能となり
※申請者及びその扶養義務者（同居
ます。旧姓（旧氏）を登録したい方は
の父・母など）の所得制限がありま
申請が必要です。
す。所得限度額や申請に必要な書類
申請場所市民課（市庁舎１階）、各市
などの詳細はお問い合わせ下さい。
民センター
【現況届の提出について】
※必要書類等の詳細は、町田市ホー
児童扶養手当証書をお持ちの方
ムページをご覧下さい。
（平成３１年度は桃色の証書）は、ひと
問市民課☎７２４・２１２３

マイナンバーカード申請用写真 無料撮影会＠まちカフェ！

問市民課☎８６０・６１９５

１２月１日に市庁舎で開催する
「まちカフェ！」で、マイナンバー
カード申請用写真を無料で撮影し
ます（予約制）。その場でカードの
申請もできます。
マイナンバーカードは身分証明
書として利用できるほか、コンビ
ニエンスストアで住民票を取得す
ることができるなど、便利なカー
ドです。今後は、健康保険証として
の機能を追加するなど活用シーン

の拡大が検討されています。ぜひ
この機会にお申し込み下さい。
※カードの発行には１か月半～２
か月程度かかります。
対市内在住の方
日１２月１日㈰午前１０時～午後４時
場市庁舎
定３６０人（申し込み順）
申１１月１２日正午～２８日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１９１１１２Ａへ。

お買い物は市内の商店街で！

「町田わくわくスタンプラリー２０１９」がスタートします

問町田市商店会連合会☎７２３・６９００、町田市産業政策課☎７２４・３２９６

市内の商店街でスタンプラリー
を実施しています。参加店で５００
円以上の買い物をしてスタンプや
レシートを集めて応募すると、抽
選で５００人に賞品が当たります。
専用応募ラリーシート付きのチラシ
は、各参加店のほか、市庁舎や各市
民センター等で配布しています。
※参加店一覧は町田市ホームペー
ジ及び町田市商店会連合会ホーム
ページでご覧いただけます。
※参加店にはポスター・ステッカ
ーを掲示しています。
開催期間１２月３１日㈫まで
応募方法専用応募ラリーシートに、

異なる３つの店舗のスタンプを集
めるか、５００円
（税込み）
以上の買い
物をしたレシートを添付し、２０２０
年１月６日まで（消印有効）に次のい
ずれかの方法で応募して下さい。
①参加商店会、産業政策課（市庁舎
９階）、各市民センター、町田商工
会議所に設置の受付箱へ投函②
８４円切手を貼って郵送
賞品黒毛和牛しゃぶしゃぶ用肉・
安納黒豚しゃぶしゃぶ用肉セッ
ト、まちだ名産品を含む詰め合わ
せ、東京２０２０大会ホストタウン
商品（南アフリカ産ワイン、インド
ネシア産コーヒー）等

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

凡例

年

対 対象

末

日 日時

保

場 会場

内 内容

育

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

生涯学習センター

対市内在住または市内認可保育園・
認定こども園
（２号認定・３号認定）に
在籍する１２月１日時点で満６か月以
上の未就学児の保護者で、就労のた
め保育が必要な方
日１２月２９日㈰、３０日㈪、午前７時～
午 後７時 の 間 で 保 護 者 の 就 労 時 間
（通勤時間を含む）
場町田保育園
費午前８時３０分～午後５時の間は３０
分につき２５０円、午前７時～８時３０
分、 午 後５時 ～７時 は３０分 に つ き
３００円
申申請書・年末勤務証明書・保育カー
ドを１２月９日まで（必着）に、直接ま
た は 郵 送 で 町 田 保 育 園（ 〒１９４－
００１３、原町田６－２６－１５、☎７２２・
２６７９、受付時間＝午前８時３０分〜
午後５時）
へ。
※申請書等は１２月９日まで、まちだ
子育てサイトでダウンロードできま
す。また、
子育て推進課（市庁舎２階）
でも配布します。
問子育て推進課☎７２４・４４６８
音訳版・点訳版を配布しています

障がい者サービスガイドブック

障がい福祉に関する各サービスや
情報などを掲載している「障がい者
サービスガイドブック」の音訳版、点
訳版を配布しています。
ご希望の方は、
障がい福祉課（市庁
舎１階）
へおいで下さい。
※郵送を希望する方はご連絡下さい。
問 障 が い 福 祉 課 ☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３

ツ イ ッ タ ー を 開 始

１０月から、生涯学習センターの町
田市公式Ｔｗｉｔｔｅｒを開始しました。
同センターの施設情報や、講座・講
演会情報など、さまざまな学習情報
について発信します。
アカウント名町田市生涯学習センタ
ー
（町田市公式）
＠ｍａｃｈｉｄａ_ｍａｎａｂｉ
問同センター☎７２８・００７１
スマートフォン版

生涯学習ＮＡＶＩ 好き！学び！

生涯学習センターでは年４回、市
内や近隣で開催する講座・イベント
等をまとめた情報誌「生涯学習ＮＡＶＩ
好き！学び！」を発行しています。
冊子は、市庁舎１階総合案内、各市
民センター、各市立図書館などの公
共施設で配布しています。また、
町田
市ホームページ（右記ＱＲコ
ード）ではフルカラーでご
覧いただけます。
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。なお、１０月か
ら消費税率引き上げに伴い、価格を
改定しました。貸出用具、販売用品に
よって費用は異なりますので、詳細
はお問い合わせ下さい。
※この事業は市が（公社）町田市シル

市HP 町田市ホームページ

問 問い合わせ

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ています。
対申請者または亡くなられた方の住
民登録が町田市にあり、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
大地沢青少年センター～２０２０年５
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１１月２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。
※５月７日、１２日、１９日、２６日は利用
できません。
町田市自然休暇村
２０２０年５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１１月１日午前８時３０分から電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ
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（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）。
※５月１２日、
１３日は利用できません。

催し・講座

市

民

公

開

講

座

【慢性腎臓病を悪化させないために】
日１１月２９日㈮午後２時３０分～４時
場町田市民病院
講町田市民病院腎臓内科・正木貴教
医師
定１００人（申し込み順）
申１１月６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１９１１０６Ｄへ。
問同病院医事課☎７２２・２２３０（内線
７１４１）

リ ー ス 作 り 講 座
市庁舎４階の屋上花畑のハーブや、
市内の自然の中で採れる植物を使っ
て、クリスマスリースを作ります。
対市内在住、在勤、在学の方
日１２月８日㈰、①午前１０時３０分～
正午②午後１時３０分～３時
場市庁舎
講（社福）ボワ・すみれ福祉会 花の
家職員
定①２５人②１０人／申し込み順
費１２００円
申１１月７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１９１１０７Ｄへ。
問市有財産活用課☎７２４・２１６５

１１月は児童虐待防止推進月間です

問子ども家庭支援センター☎７２４・４４１９

１１月１２日～２５日は

「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

問男女平等推進センター☎７２３・２９０８

「女性に対する暴力をなくす運 【市庁舎をパープルにライトアッ
動」
は、
女性に対する暴力の根絶を プ】
女性に対する暴力根絶のシンボ
呼び掛けることを目的に毎年実施
ルマークであるパープルリボンに
しています。
配偶者等からの暴力、性犯罪、売 ちなんで、市庁舎をパープルにラ
買春、セクシュアル・ハラスメン イトアップします。
このライトアップには、女性に
ト、ストーカー行為などの女性に
対する暴力は、女性の人権を著し 対するあらゆる暴力の根絶を広く
く侵害し、決して許されるもので 呼び掛けるとともに、被害者に対
して「ひとりで悩まず、まずは相談
はありません。
同センターでは、電話による女 をして下さい」というメッセージ
性悩みごと相談を実施しています が込められています。
日１１月２０日㈬午後６時３０分～９時
（10面参照）
。

１１月１４日は世界糖尿病デー

【児童虐待防止を啓発する展示を 【市庁舎をオレンジにライトアッ
行います】
プ】
日１１月１１日㈪～１５日㈮、午前８
児童虐待防止のシンボルである
時３０分～午後５時
オレンジリボンにちなんでライト
場イベントスタジオ（市庁舎１階） アップします。オレンジは子ども
内児童虐待防止に関するパネル展 の明るい未来を表します。
示、オレンジリボン・ツリーの作成 日１１月２７日㈬午後６時３０分～９時
と展示、相談コーナーの設置等

「虐待かも」
と思ったら、
児童相談所全国共通ダイヤル☎１８９
すぐにお電話下さい。
いちはやく

１１月１１日～１７日は 「税を考える週間」
です

問市民税課☎７２４・３０６７

「税を考える週間」は、皆さんに
租税の意義や役割、税務行政に対
する知識と理解を深めていただく
ことを目的に毎年実施しています。

問健康推進課☎７２５・５１７８、保健予防課☎７２２・７９９６

【市庁舎をブルーにライトアップ】
世界糖尿病デーでは、糖尿病の
予防や治療継続の重要性を呼び掛
けることを目的に、世界各地で啓
発活動が行われます。
市では糖尿病の正しい知識と予
防の大切さを市民の皆さんにお知
らせするため、市庁舎を糖尿病予
防運動のシンボルカラーであるブ
ルーにライトアップします。
日１１月６日、１３日、いずれも水曜
日午後６時３０分～９時
【年に１度の健診を】
医療機関や健康診断で糖尿病の

町田市ホームページ

疑いを指摘されても、そのまま治
療を受けない人もいます。年に１
度は健康診断を受け、血糖値をチ
ェックしましょう。町田市成人健
康診査の詳細は、町田市ホームペ
ージまたは市役所代表（☎７２２・
３１１１）でご案内しています。
【糖尿病予防にお役立て下さい】
糖尿病をテーマにした講習会や、
食生活の見直しに役立つ栄養相談
を実施しています。詳細は、町田市
ホームページをご覧いただくか保
健予防課へお問い合わせ下さい。

関連イベント
【市内小学生による税の書道展】
市内の小学６年生が書いた「税
に関する書」を展示します。
日①１１月１１日㈪～１５日㈮②１１月２２
日㈮～２９日㈮
（２３日、２４日を除く）
、
いずれも午前８時３０分～午後５時
場①多目的スペース（市庁舎１階）
②町田都税支所１階
問（一社）町田青色申告会☎７２２・
２４４６
【市内小・中学生による税の作品
展】
市内の小学６年生が描いた「税
に関する絵葉書」や、中学生が書い

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

た「税についての作文」
「税の標語」
を展示します。
日１１月１１日㈪～１７日㈰、午前８
時３０分～午後１０時
場町田市民フォーラム３階
問
（公社）
町田法人会☎７２６・２４５３
【税理士による無料個別相談会・セ
ミナー】
〇無料相談会
税の専門家である税理士が相談
にお答えします（空家に関する税
務相談も有り）。
日１１月１６日㈯午前１０時～午後４時
〇相続税・贈与税セミナー
日１１月１６日㈯午前１０時３０分～
正午、午後１時３０分～３時
◇
場ぽっぽ町田
問東京税理士会町田支部☎７２９・
０７７７

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・講座
忠生市民センターまつり
日１１月１６日㈯、１７日㈰、午前１０時
～午後４時３０分
場同センター
※駐車場に限りがあります。
内展示・即売
（パッチワーク・木彫・書
道・絵手紙・折り紙・塗り絵・シャドー
ＢＯＸ・カフェ・各種体験コーナー
等）
、舞台発表
（舞踊・楽器演奏・詩吟
・太極拳等）
問同センター☎７９１・２８０２

三輪センター文化祭
日１１月２３日㈷午前１０時～午後５時
（開会式は午後１時から）、２４日㈰午
前１０時～午後４時
場三輪コミュニティセンター
※駐車場は使用できません。
内作品展
（絵画・書・写真・彫刻・陶芸
等）
、
音楽・舞踊発表会（独奏・独唱・合
唱・舞踏・神楽等）
、展示即売会（地場
野菜等）
問三輪コミュニティセンター☎０４４
・９８７・１９５１

まちだ動物愛護フェスタ２０１９
日１１月１７日㈰午後１時～３時（小雨
実施）
場小田急町田駅ビル東口広場（カリ
ヨン広場）
内ペットと一緒の撮影会、ペット写
真コンテスト、うちの子自慢コーナ
ー、
犬のトリミングコーナー、保護犬
の紹介スペース、
保護猫の紹介
【
「町田動物愛護の会」の会員を募集
しています】
人と動物のより良い共生社会の実
現を目指し、動物の適正な飼育管理
とその知識を普及する活動を行って
います。
同会の活動に賛同し、活動に
参加できる方はご連絡下さい。
◇
問町田動物愛護の会☎０９０・１７０９・
２３２１（受付時間＝月～金曜日〔祝休

日を除く〕）、町田市生活衛生課☎
７２２・６７２７

町田わんにゃん譲渡会＠市庁舎
町田動物愛護の会に所属するボラ
ンティア団体が保護犬、保護猫の譲
渡会を開催します。
※新しく飼い主になる場合は諸経費
がかかります。また、身分証明書を持
参して下さい。
対犬、猫を迎えたい家族
日１１月２４日㈰午前１０時～正午
場市庁舎前
問生活衛生課☎７２２・６７２７
犬と楽しく暮らすための

基

礎

講

座

対犬を初めて飼育する方、これから
飼育を考えている方
日１２月４日㈬午後２時～４時
場町田市保健所（中町庁舎）
内犬のしつけ、飼育マナー等を学ぶ
講町田市獣医師会所属の獣医師、ド
ッグトレーナー
定４０人（申し込み順）
申１１月７日正午～２７日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９１１０７Ａへ。
問生活衛生課☎７２２・６７２７
頑張れＦＣ町田ゼルビア！今シーズン
のホームゲームは残り２試合

みんなの応援でゼルビア
を 勝 利 に 導 こ う！

ＦＣ町田ゼルビアは、今季序盤から
勝ち星に恵まれず、なかなか調子が
上がらない状況が続いていました。
しかし、８月後半からは徐々に調子
を上げ、現在少しでも上位でシーズ
ンを終えられるように頑張っていま
す。１１月のホームゲーム２試合を勝
利し、来季に向けて勢いをつけられ
るよう、ぜひスタジアムで大きな声
援をお願いします。
日①１１月１０日㈰②１１月１６日㈯、午
後２時キックオフ
対戦相手①レノファ山口ＦＣ②柏レ
イソル

場市立陸上競技場
※観戦入場券の席種と価格は、ＦＣ町
田ゼルビア公式ホームページをご確
認下さい。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
生涯学習センター

お ー い！ 踊 り っ て
素 晴 ら し い ぞ！

【ヘンテコでも気にするな！自分だ
けの踊りと出会う旅】
「旅」をテーマに、参加者のさまざ
まな個性を組み合わせて創作ダンス
をします。
対次のいずれかに該当する、全回参
加できる方 ①市内在住の１８歳以
上で、障害者手帳を持っている②１８
歳以上で、ダンスに興味がある
日講座＝１１月２４日、１２月８日、いず
れも日曜日午後１時３０分～４時、発
表会＝１２月２２日㈰午前１０時～正
午、全３回
場生涯学習センター
講ダンス振付師・アオキ裕キ氏
定２０人（申し込み順）
申氏名、年齢、障がいの種別を明示
し、電話またはFAXで同センター
（☎７２８・００７１返728・0073）へ。
生涯学習センター・昭和薬科大学共
催講演会

地域医療とは、在宅医療とは

日１１月３０日㈯午後２時～４時
場生涯学習センター
内講演①「地域医療での質の高い医
療の提供とは」、講演②「在宅医療の
現状」
※質疑応答も行います。
講①昭和薬科大学・宮﨑美子氏②北
海道町立沼田厚生クリニック内科主
任部長・兼村俊範医師

Ｊアラート
（全国瞬時警報システム）の試験放送

緊急地震速報訓練
推定震度5弱以上の地震の際に
発信する緊急地震速報を、町田市
防災行政無線屋外拡声スピーカー
で市内全域に放送する訓練です。
※気象・地震活動の状況により、予
告なく中止となる場合があります。

日11月5日㈫午前10時ごろ
内緊急地震速報のチャイム音が鳴
り、
「緊急地震速報。大地震です。大
地震です。これは訓練放送です」
と
いう音声を3回繰り返し放送
市HP 緊急地震速報 検索

ご協力下さい
義援金名

問防災課☎724・3218

受付期間

定１５８人（申し込み順）
申１次受付＝１１月１日正午～５日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード１９１１０６Ｅへ／２次受付＝１１
月６日正午～２６日にイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
へ。
※親子で附室からの受講を希望の方
は電話で併せて申し込みを。
問同センター☎７２８・００７１
かしの木山自然公園

自

然

観

察

会

【秋の自然観察】
日１１月１７日㈰午前９時３０分～１１時
（雨天中止）
場同公園
※集合は同公園管理事務所前です。
※駐車場はありません。
問同公園☎７２４・１６６０
木版画一日教室

手 作 り の 年 賀 状

対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）
日１２月３日㈫、４日㈬、午前１０時３０
分～午後４時（各回とも同一内容）
場国際版画美術館
内木版画で単色または２色摺りの年
賀状を作成（図柄は干支の図案を含
め同館で用意）
講版画家・木下泰嘉氏
定各１６人（抽選、結果は１１月１４日ご
ろ郵送）
費３０００円
申１１月１０日までにイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード１９１０２９Ｈへ（同館ホームペ
ージで申し込みも可）。
※両日への申し込みはできません。
問同館☎７２６・２８８９
ず

認定農業者・認定新規就農者認定書授与式を行いました
問農業振興課☎７２４・２１６６
認定農業者・認定新規就農者へ認
定書の授与式を、１０月１５日に市庁
舎で行いました。
認定農業者制度は、市内の農家の
中で特に意欲をもって経営の改善・
発展に取り組む方を、市が支援する
制度です。今回は１０人を認定しまし
た。
また、認定新規就農者制度は、将来
農業の担い手となるような方を、市
が支援する制度です。今回は１人を
認定しました。

災害義援金の受け付け
ゆうちょ銀行での振替による送金
（※1）

令和元年8月豪雨災害
2020年2月28日㈮まで
義援金

口座番号＝00120-7-696975
加入者名＝日赤令和元年8月豪雨災害義援金

令和元年台風第15号
11月30日㈯まで
東京都義援金

口座番号＝00190-5-487603
加入者名＝日赤令和元年台風第15号東京都義援金

令和元年台風第15号
12月30日㈪まで
千葉県災害義援金

口座番号＝00100-8-451648
加入者名＝日赤令和元年台風第15号千葉県災害義援金

令和元年台風第19号 2020年3月31日㈫まで
災害義援金
（延長の可能性有り）

口座番号＝00190-8-515005
加入者名＝日赤令和元年台風第19号災害義援金

授与式では、木島副市長から一人
ひとりに認定書が手渡されました。

問日本赤十字社パートナーシップ推進部☎０３・３４３７・７０８１、
町田市福祉総務課☎７２４・２５３７
銀行による送金（※2）
三井住友銀行＝すずらん支店（普）2787547
三菱ＵＦＪ銀行＝やまびこ支店（普）2105544
みずほ銀行＝クヌギ支店（普）0620421
三井住友銀行＝すずらん支店（普）2787552
三菱ＵＦＪ銀行＝やまびこ支店（普）2105550
みずほ銀行＝クヌギ支店（普）0620456
三井住友銀行＝すずらん支店（普）2787549
三菱ＵＦＪ銀行＝やまびこ支店（普）2105547
みずほ銀行＝クヌギ支店（普）0620448
三井住友銀行＝すずらん支店（普）2787555
三菱ＵＦＪ銀行＝やまびこ支店（普）2105553
みずほ銀行＝クヌギ支店（普）0620464

義援金箱

福祉総務課（市庁舎7階）、市
民課（市庁舎1階）、各市民セ
ンター、木曽山崎連絡所、各
駅前連絡所の窓口に設置

※1 ゆうちょ銀行での振替による送金は、窓口での取り扱いの場合、
振替手数料が無料です。
受領証発行希望の方は、
併せて
「受領証希望」と明記して下さい。
※2 銀
 行による送金は、振込手数料が別途かかる場合があります。口座名義はいずれも
「日本赤十字社」
です。受領証発行希望の方は、
氏名
（受領証の宛名）
・住所・電話番号・寄付日・寄
付額・振込金融機関名と支店名を同パートナーシップ推進部へご連絡下さい。

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

町田市イベント申込システム

イベシス 検索

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こども体験講座～クリスマス飾
りを作ろう】
革やフェルトを使ってオリジナル
のクリスマス飾りを作ります。
対小学生
日１２月８日㈰午前１０時３０分～正午
場ｂｏｎｏ相模大野
（相模原市）
講東京家政学院大学生活デザイン学
科助教・佐々木麻紀子氏
定２０人
（抽選）
費１０００円
（材料費含む）
【②気を巡らせて“ぽかぽかな体”づ
くりを目指しましょう！２】
昨年度好評だった講座の第２弾で
す。
「気」
とは何か、
気と健康づくりに
ついてのお話と簡単なワークを行い
ます。
日１２月１２日㈭午後１時３０分～３時
３０分
場町田市生涯学習センター
講相模女子大学短期大学部非常勤講
師・西村かおる氏
定２０人
（抽選）
費１２００円
◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①１１月１５日まで②１１月
１８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

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。

※座席の用意はありません。
出演服部惠美子（箏・三絃）、近藤ひか
り（フルート・ピアノ）
問同館☎７２６・２８８９
こと

さん げん

消費生活センター～東京都共催講座

くらしに役立つ料理教室

【国産大豆で手作り豆腐～おからも
食べよう！】
国産大豆の豆腐と、おからを使っ
たおかずを作ってランチにします。
対市内在住、在勤、在学の方
日１１月２６日㈫午前１０時３０分～午
後２時
場町田市民フォーラム
講コンシューマー技術教育研究会代
表・福岡ひとみ氏
定２４人（申し込み順）
費５００円（材料費）
申１１月６日正午～１９日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９１１０６Ｂへ。保育希
望者（１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。
問消費生活センター☎７２５・８８０５
町田・安心して暮らせるまちづくり
プロジェクト～市民向け講座

救急車が必要なのはどんな時？

【救急車の上手な使い方】
高齢者の体調が急に悪くなった
ら、どうすればよいのでしょうか。救
急車の利用や緊急時の対応方法、日
頃の備えについてお話しします。
対市内在住、在勤、在学の方
日１２月１４日㈯午後２時～４時
場町田市民フォーラム
講町田消防署 他
定１５０人（申し込み順）
申住所・氏名（ふりがな）
・電話番号・
年齢・性別を明示し、１１月１日午前９
時～１２月１日午後５時に電話または
ＦＡＸで町田市介護人材開発センタ
ー
（☎８５１・９５７８返８５１・９５７９）へ。
国際版画美術館〜企画展「美人画の
問高齢者福祉課☎７２４
・２１４０
時代－春信から歌麿、そして清方へ」
関連イベント
アクティブ福祉ｉｎ町田ʼ１９

プロムナード・コンサート

【浮世絵と響きあう音楽～和と洋の
楽器で】
日１１月１６日㈯、午後１時から、午後３
時から
（各３０分程度）
場同館エントランスホール

高齢者へのケアの向上や、医療と
介護の連携などについて、市民の方
に理解を深めていただくため、施設
の職員や学生による発表、福祉用具
の展示等を行います。カフェコーナ
ーもあります。

日・内１１月２０日㈬、①実践・研究発
表大会＝午前１１時～午後５時３０分
②介護・福祉用具の展示と健康測定
＝正午～午後５時③介護川柳とまち
けあ★キッズの掲示＝正午～午後５
時④無料体験マッサージ＝午後１時
～５時⑤介護の仕事相談・求職登録
会＝午後１時～５時
場町田市文化交流センター５・６階
※駐車場はありません。
費①１０００円（高校～大学院生無料）
※詳細は、町田市介護人材開発セン
ター（☎８５１・９５７８、受付時間＝祝
休日を除く月～金曜日の午前９時～
午後５時）へお問い合わせ下さい。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６
専門職向け

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は
でなく、身近な人の悩みに気づき支
える人のことです。
今回は、専門職に求められるゲー
トキーパーの役割をメインテーマ
に、講義とグループワークを行いま
す。
対医療・介護関係者等
日２０２０年３月５日㈭午後１時～４時
場町田市民病院
講精神保健福祉士・西村由紀氏
定５０人（申し込み順）
申１１月８日正午～２０２０年３月２日に
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
ま た は イ ベ シ ス コ ー ド１９１１０８Ｂ
へ。
問健康推進課☎７２４・４２３６

高齢運転者安全運転教室
運転に必要な認知・身体機能の状
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）がご利用いた
だけます。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。
対車を運転する市内在住の６５歳以
上の方
日１１月２７日㈬午前９時１０分～午後
０時３０分
場同スクール（南大谷）

住宅改修に伴う固定資産税（家屋）の減額制度

問資産税課☎７２４・２１１８

一定の要件を満たす住宅の改修工事を行った場合、固定資産税を減額します。工事が完了した日から3か月以内
に申告して下さい。
※詳細は町田市ホームページをご覧下さい。また、
「固定資産税のあらまし」を資産税課（市庁舎2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）。
対 象
内 容
1982年1月1日以前に建築された住宅を、現
行の耐震基準に適合させるよう改修工事を行 1戸あたり床面積120㎡相当分を
ったもの（工事費用が50万円を超えた場合） 上限として、固定資産税額の2分
耐震改修 ※市から補助金が出ている耐震工事を行って の1を減額
いても、
「簡易耐震工事」の場合は改修工事に ※長期優良住宅の認定を受けて改
必要な要件・基準を満たさないため、軽減措置 修された場合は3分の2を減額。
の対象外です。
新築された日から10年以上を経過した住宅
1戸あたり床面積100㎡相当分を
バリアフリー（賃貸住宅を除く）で、一定の要件を満たすバ
上限として、固定資産税額の3分
改修
リアフリー改修工事を行ったもの（補助金等
の1を減額
を除く工事費用が50万円を超えた場合）
2008年1月1日以前に建築された住宅（賃貸 1戸あたり床面積120㎡相当分を
住宅を除く）で、一定の要件を満たす省エネ改 上限として、固定資産税額の3分
省エネ改修 修工事を行ったもの（窓の断熱改修工事必須、の1を減額
補助金等を除く工事費用が50万円を超えた ※長期優良住宅の認定を受けて改
場合）
修された場合は3分の2を減額。

減額期間
2019年1月2日～2020年3月31日
に工事が完了した場合＝改修工事が
完了した年の翌年度1年度分
※ただし、建築物の耐震改修の促進
に関する法律に規定する通行障害既
存耐震不適格建築物に該当する場合
は翌年度から2年度分。
2020年3月31日までに工事が完了
した場合＝改修工事が完了した年の
翌年度1年度分
2020年3月31日までに工事が完了
した場合＝改修工事が完了した年の
翌年度1年度分

※バリアフリー改修及び省エネ改修に伴う減額は、おのおのの申告により同時に適用されますが、耐震改修を行った住宅に係る減額
制度と同時には適用されません。
５分でわかる町田のストーリー
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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１１月６日正午～２０日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９１１０６Ｃへ。
問市民生活安全課☎７２４・４００３
司法書士と一緒に考えましょう

高齢者・障がい者のため
の成年後見制度相談会

成年後見制度や相続・遺言、悪質商
法被害、多重債務問題等について司
法書士が相談に応じます。
日１２月７日㈯午前１０時～午後４時
※相談時間は１人１時間までです。
場町田市民フォーラム
講（公社）成年後見センター・リーガ
ルサポート東京支部
定１８人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、直接、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（町
田 市 民 フ ォ ー ラ ム４階、 ☎７２０・
９４６１返７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７

知 財 無 料 相 談 会
創業の際の商標登録や、自社の知
的財産（知財）を活用した外部との連
携開発、新技術についての特許取得
などに関する悩みを弁理士に相談で
きます。
日１１月１４日、１２月１２日、２０２０年１
月９日、２月１３日、３月１２日、いずれ
も木曜日、午後１時から、午後２時か
ら、午後３時から（各５０分程度）
場町田新産業創造センター
定各１人（申し込み順）
申同センターホームペ
ージ（右記ＱＲコード）
で申し込み。
問産業政策課☎７２４・３２９６

居 住 支 援 セ ミ ナ ー
【どの人もまちだで暮らすために】
住宅探しでお困りの方を支援する
「居住支援」について考えます。
対住宅所有者、不動産事業者、福祉事
業者
日１１月１８日㈪午後２時～４時
場生涯学習センター
※駐車場はありません。
内不動産と福祉の視点から効果的な
居住支援を考える
講法政大学現代福祉学部教授・宮城
孝氏、
（公社）東京都宅地建物取引業
協会町田支部長・大滝睦男氏、
（社福）
悠々会理事長・陶山慎治氏
定１５０人（申し込み順）
申１１月１５日午後４時までに電話ま
たはＦＡＸで住宅課（☎７２４・４２６９返
０５０・３１６１・６１０９）へ。
※申込書は町田市ホームページでダ
ウンロードできます。

自由民権資料館
休館のお知らせ
施設改修工事のため１２月９日㈪
～２０２０年３月３１日㈫は休館しま
す。
なお、休館中は展示観覧、資料閲
覧等の利用ができません。ご理解
ご協力をお願いします。
問同館☎７３４・４５０８

11 月は「町田で楽しむ〜東京 2020 大会」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

市HP まちテレ 検索
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催し・講座
町田新産業創造センター

創 業・起 業 に 関 す る
相 談 会・セ ミ ナ ー

【町田創業～ファーストステップ相
談会】
日１１月２３日㈷、３０日㈯、午後１時～
５時
（１人１時間）
申参加希望日の１週間前までに同セ
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
ミナー】
日①１１月１４日㈭午後２時～３時３０
分②１１月１４日㈭午後３時４５分～５
時１５分③１１月１９日㈫午後２時～３
時３０分④１１月１９日㈫午後３時４５分
～５時１５分
内①基礎・経営～知的財産について
知ろう②基礎・財務～利益を出すた
めの必要売上高の考え方を知ろう③
基礎・人材育成～性格の傾向を把握
し、コミュニケーションに活かそう
④基礎・販路開拓～消費者ニーズと
自社の強みを整理し需要を開拓しよ
う
講①弁理士・松永薫氏②（株）ウィル
パートナーズ・馬場郁夫氏③こころ
サロン創・佐瀬りさ氏④中小企業診
断士和泉朱美事務所・和泉朱美氏
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。
◇
対創業を予定している
方、創業して間もない
方等
同センター
場同センター
ホームページ

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。
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎７２４・２１２９
小さなお店のための

キャッシュレス決済
体 験 セ ミ ナ ー

キャッシュレス決済は、消費者へ
のポイント還元事業や、インバウン
ド需要への対応手段として注目され
ています。市では、町田市商店会連合
会と連携し、新たにキャッシュレス
サービスの導入を検討している方
や、既にキャッシュレスサービスを
導入している方向けにセミナーを開
催します。
対事業を営んでいる方
日１１月７日㈭午後２時～６時（入退場
自由）
場町田商工会議所
内①セミナーエリア＝ミニセミナー
「キャッシュレス決済サービスの概
要説明」、キャッシュレス決済事業者
によるサービスの説明②展示・相談
エリア＝各キャッシュレス決済サー
ビスの体験及び個別相談
講①中小企業診断士・田中宏樹氏
定①４０人（申し込み順）
申参加申込書（町田市ホームページ
でダウンロード）に必要事項を記入
し、ＦＡＸで町田市商店会連合会（返
７２３・６９０６）へ（電話での申し込み
も可）。
問 町 田 市 商 店 会 連 合 会 ☎７２３・
６９００、町田市産業政策課☎７２４・
３２９６

分譲マンション管理に
関 す る 相 談 会
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日１２月４日㈬午後１時３０分～４時

町田市立図書館11月、12月の子ども向けの催し

催 し
①ちいさい子向け
おはなし会
②おおきい子向け
おはなし会
③乳幼児向けおは
なし会
④こどもえいが会

日 程
時 間
会 場
①11月13日、17日、20日、27 ① 午 後2時30分 か ら
日、12月11日、15日、18日、
（11月17日、12月15
25日
日は午前11時から）
中央図書館
②11月2日、9日、16日、23日、②午前11時から
☎728・8220
30日、12月7日、14日、21日 ③ 午 前 1 0 時 3 0 分 か
③11月8日、22日、12月13日 ら、11時から
④11月6日、12月4日
④午後3時から

※詳細は町田市立図書館ホームページ、または、まちだ子育てサイトをご覧下さい。
※その他、各市立図書館でも催しを行っています。詳細は各市立図書館へお問い合わせ下
さい。
問さ るびあ図書館☎722･3768、鶴川図書館☎735･5691、鶴川駅前図書館☎737・
0263、金森図書館☎710･1717、木曽山崎図書館☎793･6767、忠生図書館☎792・
3450、堺図書館☎774･2131

※相談時間は１組３０分です。
場市庁舎
講（一社）東京都マンション管理士会
町田・たま支部
定４組（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。

養育家庭（里親）体験発表会
「養育家庭（ほっとファミリー）」と
は、養子縁組を目的とせず、子どもた
ちを迎え育てている家庭のことで
す。
１１月の里親月間に合わせて体験
発表を行います。また、２００３年に放
送されたテレビドラマ「ぶどうの木
～里親と子供たちの愛の物語」を上
映します。
※保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
※東京都八王子児童相談所と共催で
す。
日１１月１２日㈫午前９時４５分～午後
０時３０分
場町田市民フォーラム３階ホール
定１８８人（先着順）
※保育希望者（２か月以上の未就学
児、申し込み順に１０人）は電話で子
ど も 家 庭 支 援 セ ン タ ー（ ☎７２４・
４４１９）へ。

夫婦で学ぼう！子育て期の
アンガーマネジメント
子育て中は、仕事と家庭の両立で
忙しくなり、子どもやパートナーに

町田市メール配信サービス

そらまめの会
（多胎児の会）
母子健康手帳をお持ち下さい。
対双子・三つ子等の多胎児を育てて
いる方、出産予定の方やその家族
日１１月２５日㈪午前１０時～１１時（受
け付け＝午前９時３０分～１０時）
場健康福祉会館２階
内保護者同士の交流、情報交換、手遊
び等
問保健予防課☎７２５・５１２７

健康づくりの応援団、集めました！

総合健康づくりフェア

問健康推進課☎７２４・４２３６

自身の身体や健康の状態が分か
り、健康づくりのヒントが得られ
る体験型のブースが多数出展しま
す。お子さんから高齢者まで、楽し
みながら健康づくりを体感しませ
んか。
日１１月１０日㈰午前１０時～午後４
時（開会式は午前９時４５分から、総
合受付終了は午後３時３０分）
場ぽっぽ町田
内みんなでチャレンジ☆スポーツ
輪投げ！、お菓子を使った調剤体
験ができる「子ども薬剤師体験」、
簡単健康チェック！、木のメモス

２０２０年度学童保育クラブ入会案内
学童保育クラブは、就労等の理由 ラブについては、まちだ子育てサイ
で保護者が昼間家庭にいない世帯の ト、または入会要項をご覧下さい。
児童を預かる、児童１人で通うこと 【育成料】
を基本とした施設です。
費１人１か月９０００円
※保育中に医療行為を必要とする児 ※世帯の所得に応じた減額・免除の
童は入会できません。
制 度 が あ り ま す（ 特 別 育 成 料 を 除
対市内在住の小学１～３年生（障がい く）
。
のある児童は６年生まで）
※特別保育利用時は、特別育成料と
保育時間下校時～午後６時（土曜日・ して１人日額５００円（月額上限２０００
学校休業期間〔夏休み等〕は、午前８ 円）が必要です。
時３０分～午後６時）、特別保育（延長 ※各学童保育クラブで育成料の他
保育）
を利用する場合は、下校時～午 に、おやつ代や父母会費等の負担が
後７時（土曜日及び学校休業期間〔夏 あります。
休み等〕
は、
午前８時～午後７時）
【入会の受け付け】
※日曜日、
祝休日、
年末年始はお休み
学童保育クラブの入会申請は毎年
です。
度必要です。新規に入会を希望する
※入会を受け付けている学童保育ク 方は、申請書・必要書類をお持ちのう

不満やイライラが募ってしまうこと
もあります。そんなイライラや怒り
との上手な付き合い方を学びます。
対子育て中の夫婦等（１人での参加
も可）
日１２月７日㈯午後１時３０分～３時３０
分
場町田市民フォーラム
講（一社）日本アンガーマネジメント
協会ファシリテーター・高田しのぶ
氏
定３０人（申し込み順）
申１次受付＝１１月１日正午～６日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード１９１１０７Ｂへ／２次受付＝１１
月７日正午～２８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（６か月以上の未就学
児、申し込み順に１０人）は、１１月２４
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

問児童青少年課☎７２４・２１８２

え、受付日時に直接受付会場へおい
で下さい（下表参照）。継続して入会
を希望する方は、各学童保育クラブ
で配布される案内をご確認下さい。
※入会要項・申請書は各学童保育ク

申込受付日程表

日程
1月6日㈪
1月7日㈫

2020年

1月8日㈬
1月9日㈭
1月10日㈮
1月11日㈯
1月12日㈰

タンドを作る「大人も子どもも楽
しめる☆街路樹のリサイクル体験
工房！」等
※混雑状況により入場を制限する
場合があります。
※配布物は数に限りがあります。
また、内容は予告なく変更する場
合があります。
※ぽっぽ町田駐車
場は有料です。
※詳細は町田市ホ
ームページをご覧
下さい。
市HP 健康フェア 検索

ラブ、各子どもセンター、小山市民セ
ンター、忠生市民センター、南市民セ
ンター、児童青少年課（市庁舎２階）
で配布しています（まちだ子育てサ
イトでダウンロードも可）。

受付時間
午後2時～7時
午後2時～7時
午後4時～7時
午後2時～7時
午後2時～7時
午前9時～午後7時
午前9時～午後4時30分
午前9時～午後4時30分

会場
南市民センター
子どもセンターつるっこ
子どもセンターぱお
忠生市民センター
小山市民センター
市庁舎2階会議室2-2

※先着順ではありません／入会要件により必要書類が異なります。入会要項を確認のう
え、不明な点はお問い合わせ下さい／上記表の受付期間後も児童青少年課で随時受け
付けますが、原則、空き待ちとなります／受付会場は混雑するため、時間帯によっては
お待ちいただくことがあります。

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

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

す。
「サラリ君」は１９８０年～２０１０年
に産経新聞で連載されました。庶民
的なサラリーマンのサラリ君とその
家族を通じて、昭和と平成を振り返
ります。
会期１２月２８日㈯まで
※昭和編と平成編を１１月２５日に展
示替えします。
観覧時間午前９時～午後１０時
休館日月曜日（ただし１１月４日は開
館）、第２木曜日
場町田市民文学館１階文学サロン
問同館☎７３９・３４２０

ふれあいコンサート
ピアノのコンサートです。
対６歳以上の方
日２０２０年２月２日㈰午後２時３０分～
３時３０分
場忠生市民センター
出演古門詩帆
定２５０人
（申し込み順）
費５００円
（全席自由）
申２０２０年１月３０日までにイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９１０３１Ａへ。
問町田市民ホール☎７２８・４３００、町
田市忠生市民センター☎７９１・２８０２
文学館でたのしむ

おとなのためのおはなし会

保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日１１月２１日㈭午前１０時３０分～１１
時３０分
場町田市民文学館２階大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「白洲正
子」
／おはなし＝
「三枚の羽」
（グリム
童話）
、
「じいよ、じいよ」
（日本の昔
話）
、
「おもちゃ屋のクィロー」
（ジェ
ームズ・サーバー作）
語り手
（特）
まちだ語り手の会
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）
は、１１月１日午前９
時から電話で同館
（☎７３９・３４２０）
へ。

ⓒ西村宗

「白洲正子のライフスタイル～暮ら
すさ
しの遊び」展 関連イベント

文学散歩「東京の坂道」を歩く

「白洲正子自伝」を手がかりに、永
田町にある正子の生家跡など、ゆか
りの場所を訪ねます。町田市民文学
館の学芸員がご案内します。
※同展観覧券（半券可）の提示が必要
です。
日１１月３０日㈯午後１時～４時
※集合・解散は、地下鉄有楽町線永田
町駅です。
定２０人（申し込み順）
申１１月１日正午から電話で町田市民
文学館（☎７３９・３４２０）へ。

西 村 宗・ サ ラ リ 君 展
【サラリ君とみる昭和と平成】
町田市民文学館の所蔵資料を初公
開する「お宝展示」の第９弾として、
市内在住の漫画家・西村宗氏の４コ
マ漫画
「サラリ君」
の原画を展示しま

市HP 町田市ホームページ
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問 問い合わせ

す。
定２０人（申し込み順）
持ち物雨具、昼食、飲み物
関 連 文 化 講 演 会
※歩きやすい靴・服装でおいで下さ
い。
東京都美術館（台東区）で開催され
費５００円
ている「コートールド美術館展」
（会
申催し名・実施日・参加者全員の住所
期＝１２月１５日まで）の見どころを
・氏名（ふりがな）
・電話番号・年齢・
学芸員が解説します。参加者には本
性別を明記し、１１月５日まで（必着）
展の招待券を１人１枚差し上げます。
に、ハガキ、ＦＡＸまたはＥメールで、
日１１月２３日㈷午後２時開演
（特）鶴見川源流ネットワーク事務局
場中央図書館
講東京都美術館学芸員・大橋菜都子 （〒１９４－０２０１、上小山田町１５４－
１、グリーンハイム桜台１０１、返８６０
氏
・０８３０遍ｇｅｎｒｙｕｔｏｕｒ２０１９＠ｏｆｆｉｃ
定１１７人（抽選）
ｅ．ｅｍａｉｌ．ｎｅ．ｊｐ）へ（鶴見川源流ネッ
申往復ハガキに参加者全員分の住所
・氏名
（ふりがな）
・電話番号を明記し、 トワークホームページで申し込みも
可）。
１１月１１日まで
（必着）
に、中央図書館
問同事務局☎７９８・２６９３、町田市農
講演会担当
（〒１９４－００１３、原町田３
－２－９）
へ
（申し込みは２人まで）
。
業振興課☎７２４・２１６６
※切手代不足や１枚３人以上の応募
まちだの体力向上プロジェクト
は無効となります。
問中央図書館☎７２８・８２２０
【運動神経を問わない！体ほぐし教
室】
鶴見川源流ウォーク
対介助の必要がなく個人で運動がで
きる６５歳以上の方
【いるか丘陵とことん巡り２０１９鶴
日①１２月１２日②１２月１９日、いずれ
見川源流編】
も木曜日午前１０時～１１時３０分
治水防災・自然再生拠点として整
場堺市民センター
備中の鶴見川源流保水の森を、ガイ
内①音楽を聴きながらヨガマットを
ドと共に探訪します（雨天時は内容
使って体ほぐし②椅子を使って体ほ
を変更）。
ぐし
対小学生以上の方（小学生は保護者
講法政大学社会学部准教授・越部清
同伴）
美氏
日１１月１０日㈰午前９時～午後２時、
定各２０人（申し込み順）
集合は上小山田みつやせせらぎ公園
費各１００円（保険料）
調整池（小山田小学校前バス停から
申１１月８日正午～１２月９日にイベン
徒歩１分）
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
内保水の森散策（アップダウン有り
の約５㎞、健脚向き）
イベシスコード１９１１０８Ｃへ。
※源流コーヒーのサービス付きで
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

市内の農業＆産業の魅力が盛りだくさん！

ＮＨＫ・市立図書館共催～「コートー
ルド美術館展 魅惑の印象派」

キラリ☆まちだ祭２０１９

問市役所代表☎７２２・３１１１、農業振興課☎７２４・２１６６、産業政策課☎７２４・３２９６
町田市の魅力と活力を発
信する農業祭＆産業フェス
ティバルです。
日１１月９日㈯午前１０時～午後４時（町
田シバヒロ会場のみ開催）
、１０日㈰午
前１１時～午後４時（町田シバヒロ会場
は午前１０時から）
※雨天実施。
市HP キラリまちだ祭 検索

○その他各種イベント（９日のみ）
ＡＳＶペスカドーラ町田によるフッ
トサル体験、ＪＡ町田市女性部によるダ
ンス、フリーマーケット
○町田夢舞生ッスイ祭（１０日のみ）

原町田大通り会場
（１０日のみ）

今年も４会場に七福神がやってきます。マップを頼りに七福神を探
し、ゲームをする等で大吉のおみくじを集めると、市内在住のイラスト
レーター・本田亮氏がデザインしたご利益ステッカーがもらえます。
マップは事前配布しています。
詳細は産業政策課へお問い合わせ下さい。

会場案内図
車両交通規制
（通行止め）
原町田大通り会場＝１０日午前９時３０分～午後７時（地図内
部分）
、原町田三丁
目商店会通り会場＝１０日午前１０時～午後４時
（地図内
部分）
バス停の移設・休止について
原町田大通り会場の車両交通規制中は、神奈川中央交通の原町田大通り８番・９
番のバス停留所がペデストリアンデッキ下の臨時バス停留所へ、
「三塚」のバス停
留所が「天満宮前（まちっこバス）」のバス停留所へ移設します。また、
「原町田三丁
目」
「原町田四丁目」
のバス停留所は休止します。
至新宿↑

町田街道

原町田大通り会場

町田
シバヒロ
会場

浄運寺
会場

み こ し

小田急
駅前東口
広場会場

レミィ
会場

東急
会場

北口

町田商工
会議所

ルミネ

ＪＲ町田駅

ジョルナ

町田東急
ツインズ

モディ

町田東急
ツインズ

マルイ

ぽっぽ町田

原町田三丁目
商店会通り会場

中央図書館

小田急百貨店

小田急町田駅

町田産新鮮野菜がいっぱい 日曜朝市

民間交番
サルビア

←至古淵

町田市民
フォーラム

レミィ町田

○マルシェ「まちだの市」
地産地消をテーマに、市内で作られ
た商品や飲食物の販売、農産物の即売
町田シバヒロ会場（９日、１０日開催）
会を行います。
○農商工連携コーナー
○農産物品評会
市内の商工業者と農家が連携して開
技術の改善と品
発した商品の販売や、まちだシルクメ
質向上を目的に農
ロンなどの商品を紹介します。また、市
産物を審査・展示し
内ものづくり事業者の商品やサービス
ます。
審査後の野菜
である「町田市トライアル発注認定商
は１０日午後２時か
品」も展示・販売します。
ら販売予定です。
○町田夢舞生ッスイ祭
○農産物即売会
朝採れの新鮮野菜を販売します。会
小田急駅前東口広場、原町田三丁目
場で展示する「野菜宝舟」
「野菜神輿」
、
商店会通り会場（１０日のみ）
「まち☆ベジ花マーク」で使用された野
菜や花を品評会の出品物と共に販売し ○町田夢舞生ッスイ祭
ます
（売り切れ次第終了）。
○飲食店等の出店
まち☆ベジグルメ店やキッチンカ
ー、ＪＡ町田市フレッシュミズ部会・女
性部・畜産部会が出店します。また、農
商工が連携して開発した商品の販売や
食育ブースの出店のほか、稲わらを使
ったお飾りなどの製作体験（１０日の
み）
もできます。

特別企画
「原町田七福神を探せ！」
（各会場、
１０日のみ）

ミーナ
ターミナルプラザ

至成瀬→

至相模大野↓

日11月3日㈷午前7時〜 8時（売り切れ次第終了）場教育センター駐車場 問農業振興課☎724・2166
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催し・講座
大地沢青少年センター
【①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。
１１月の特別プログラムは、
「クリ
スマスリース」
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１１月１０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。
費１００～５２０円（参加プログラムに
よって異なる）
【②ピザ窯・薫製箱利用講習会】
石窯とドラム缶窯でピザを焼き、
薫製箱で基本的な薫製をすること
で、
その利用について学びます。講座
受講後は、
ピザ窯・薫製箱の個人利用
ができます。
対１５歳以上の方
（中学生を除く）
日１１月１６日㈯午前１０時～午後３時

町田市イベント申込システム

インターネットのイベント申込システムで申し込みができます。コード番号を入力し２４時
間申し込みができます。
※イベシスで１次受付を行う催し・講座の募集数は定員の半数です。

イベシス 検索

定２０人（申し込み順）
費４００円
申１１月１日午前９時から電話で同セ
ンターへ。
◇
場同センター①研修棟②野外炊事場
問同センター☎７８２・３８００

推進公社（☎７９７・９６１７）へお問い
合わせいただくか、同公社ホームペ
ージをご覧下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

鶴見川流域ふれあいバスツアー

見学地みつやせせらぎ公園～恩廻公
園調節池～鶴見川流域センター
内杉谷戸調整池での生物調査体験ま
たは旧河川沿いの散策、治水施設の
見学
定４５人（鶴見川流域在住、在勤の方
を優先のうえ、抽選）
持ち物長靴（生物調査体験の希望者
のみ）、昼食、飲み物、雨具
※歩きやすい靴・服装でおいで下さ
い。
申住所・氏名・電話番号・ＦＡＸ番号・Ｅ
メールアドレス・参加者全員の氏名
と年齢を明記し、１１月１８日午後５時
までにＦＡＸまたはＥメールで、鶴見
川流域水協議会申込窓口アジア航測
（株）
（返０４４・９６５・００４０、遍ｍｉｚｕｍ
ａｓｕ．ｔｓｕｒｕｍｉ＠ａｊｉｋｏ．ｃｏ．ｊｐ）へ。
問同協議会申込窓口アジア航測（株）
☎０４４・９６７・６２７０（受付時間＝祝
休日を除く月～金曜日の午前１０時
～午後５時）、町田市下水道総務課☎
７２４・４２８７

【鶴見川直轄事業８０周年、流域の今
を知ろう】
まちエコ・フリーマーケット
市民・市民団体・企業・行政の連携
による鶴見川流域水マスタープラン
家庭で不用になった物をリユース
の取り組みをバスツアーで体験しま
（繰り返し使う）するフリーマーケッ
す。
トを開催します。
「包丁研ぎ」と「おも
※鶴見川流域水協議会（国土交通省
ちゃ病院まちだ」も開催します（いず
関東地方整備局・東京都・神奈川県・
れも正午まで）。
横浜・川崎・町田・稲城市）の主催で
日１１月１０日㈰午前９時～午後２時
す。
場町田リサイクル文化センター隣接
対小学３年生以上の方（中学生以下
地
は保護者同伴）
【フードドライブを同時開催】
日１１月２４日㈰午前９時３０分～午後
家庭で余っている食材を持ち寄
３時５０分ごろ（荒天時は１２月１日に
り、集まった食材を福祉団体・施設な
どに寄付するフードドライブを（株） 延期）、集合は午前９時１５分にＪＲ横
浜線淵野辺駅南口、解散はＪＲ横浜線
協栄の協力のもと開催します。
新横浜駅
○特に喜ばれるもの 調味料・レト
ルト食品・缶詰・お菓子・お茶等
※混雑時は、駐車できない場合もあ
子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）
ります。
問子育て推進課☎724・4468
※詳細は、
（一財）まちだエコライフ
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
に、裁判所の調停委員が秘密厳守、無
ばカレンダー」でご案内しています。
料で調停手続きの相談に応じます日
町田市子育てひろばカレンダー 検索
１１月９日午前１０時～午後３時３０分
場町田市民フォーラム４階問同連合
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
会☎０３・５８１９・０２６７（受付時間＝
居者募集
【①世帯向（一般募集住宅）②若年夫
午前１０時～午後４時）
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。
婦・子育て世帯向
（定期使用住宅）③
●ＪＡ町田市青壮年部会～恋のタネ
居室内で病死等があった住宅】
まき、花咲かせ、農業男子とＬｅｔ'ｓ 農
●大地沢青少年センター☎７８２・
野外料理を作る講快適生活研究家・
都内に３年以上居住等、いずれも
コン！
３８００
田 中 ケ ン 氏定４０人（ 抽 選 ）費 大 人
要件有り／詳細は募集案内を参照配
【①森林体験塾Ⅱ】
１５００円、小学生１０００円
独身農業者の男性（２０代～おおむ
布期間１１月５日～１３日配布場所市
日１１月１７日㈰午前１０時～午後３時
◇
ね５０代予定）が生涯のパートナーを
庁舎１階総合案内、各市民センター、 探しています。出会いを求めている
内山林整備や木工作を通して里山暮
対市内在住、在学の小学生の親子場
木曽山崎連絡所、
各駅前連絡所、同公
らしを学ぶ講大戸源流森の会定３０
同センター／ＪＲ横浜線相原駅西口
方を募集します対２０歳（学生不可）
社町田窓口センター、都庁等（各施設
人（申し込み順）費１人４００円
～同センター間の無料送迎バスを運
～おおむね４０歳の女性日１２月７日
で開所日時が異なる）／同公社ホー
【②親子でハイキング＆リース作り】 行申①②１１月１日午前９時から電話
午後３時から場みなとみらい周辺費
ムページで配布期間中に限りダウン
日１１月２４日㈰午前１０時～午後３時
で同センターへ③ハガキに住所・氏
２０００円申住所・氏名・日中つながる
ロードも可申郵送で１１月１８日まで
内午前＝草戸山で軽いハイキング、
名（ふりがな）
・電話番号・参加者（大
連絡先・年齢・職業・趣味・ひとこと
（必着）
問同公社都営住宅募集センタ （プロフィール用）を明記し、１１月
午後＝クリスマスリース作り定３０
人・小学生）の人数・年齢・送迎バスの
ー☎０５７０・０１０・８１０
人（申し込み順）費１人５００円
利用の有無を明記し、１１月１１日ま
２２日までにＥメールでＪＡ町田市経
【③大地沢親子アウトドア料理教室】 で（必着）に大地沢青少年センター
済センター営農支援課（遍ｆｕｒｅａｉｋａ
●東京民事調停協会連合会～裁判所
日１１月３０日㈯午前１０時～午後3時
（〒１９４－０２１１、相原町５３０７－２）
２_ｍａｃｈｉｄａ＠ＭＡＣＨＩＤＡ．ｊａｔｏｋｙｏ．
の調停委員による無料調停相談会
へ／複数家族で申し込みの場合はハ
（雨天実施）内講師指導のもと、親子
ｏｒ．ｊｐ）へ問ＪＡ町田市経済センター
土地建物、金銭債務、近隣問題、交
ガキ１枚に記入して下さい
でダッチオーブンを使った本格的な
営農支援課☎７９２・６１１１
通事故、家庭内や親族間のもめごと

情報コーナー

子どものイベントカレンダー

市HP 暮らしに関する相談

暮らしに関する相談
名

称

日
月～金曜日
（休日を除く）

①法律相談

各種相談①～⑬は、
「町田市わたしの便利帳2019」
52～58ページを参照
時

対

相談時間はお問い合わせ下
さい

③人権身の上相談（人権侵害などの問題）

市内在住の方

申し込み等
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

1日、8日㈮

電話予約制
（随時）

5日㈫

④国税相談
⑤不動産相談

12日㈫

⑥登記相談

午後1時30分～4時

7日㈭

⑧年金・社会保険・労務相談

市内在住の方

6日㈬
12日㈫

⑨少年相談
⑩国の行政相談

5日㈫

⑪建築・耐震相談

6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

午後1時30分～4時

直接市民相談室（市庁舎1階）へ

⑫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
（祝休日、第3水曜日を除く）曜日のみ午後1時～8時）
人間関係、女性への暴力、LGBT等）
月～土曜日
（祝休日を除く）

⑬消費生活相談
⑭空家に関する相談
（弁護士・宅地建物取引士）

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）

14日㈭

⑦行政手続相談

ご利用下さい！

象

13日㈬

②交通事故相談

検索

11日㈪

移動図書館“そよかぜ号”

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
電話で消費生活センター相談専用電話（☎722・0001）へ
午前9時～正午、午後1時～ 方
※来所相談、電話相談ともに随時受付
4時
※土曜日は電話相談のみ
午前9時～正午
（相談時間は50分）

前週の水曜日午後4時までに、電話で住宅課（☎724・4269）へ
市内に家屋を所有の方
※第2・4月曜日（祝休日の場合は火曜日）に実施／第4月曜日
（空家・居住中問わず）
は税理士も同席

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

対 対象

凡例

日 日時

場 会場

内 内容

講 講師

市立博物館ガラスセレクション

定 定員

費 費用

申 申し込み

市HP 町田市ホームページ

鼻煙壺 展

講座づくり★まちチャレ

市民提案型事業

問同館☎７２６・１５３１

同館が所蔵している工芸美術を
紹介するミニ展示です。１８～２０
世紀の中国で作られた小さなガラ
ス製鼻煙壺（嗅ぎたばこを入れて
おくための容器）３０点を展示しま
す。
日１１月６日㈬～１７日㈰、午前９時
～午後１０時
場町田市民ホールエントランス
関連イベント 
【体験講座～吹きガラスに挑戦！】
移動式のガラス炉を使って、吹
きガラスの技法で１人１つガラス
のコップを作ります。できたコッ
プは冷ましてから約１週間後に郵
送でお届けします。
対小学生以上の方（保護者の見学
も可）
日１１月１３日㈬、午前１０時～正午、
午後０時３０分～２時３０分、午後２
時３０分～４時３０分（小雨中止）
※各回とも同一内容です。
場町田市民ホール
講ガラス作家・なかのかずひろ氏
定各４人（市内在住の方を優先の
び

えん

こ

うえ、抽選）
費２５００円（送料込み）
申１１月６日正午～７日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９１１０６Ｆへ。
※結果は１１月１１日ごろに連絡し
ます（当選者のみ）。
【学芸員によるスライドレクチャー】
日①１１月１５日㈮②１１月１７日㈰、
午後２時～２時３０分
場町田市民ホール１階①第１会議
室②第４会議室
定①３０人②９０人／先着順
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問 問い合わせ

問生涯学習センター☎７２８・００７１

【ママもパパもたまにはゆるっとし エンテーション、グループワーク③
ませんか～ココロとカラダを楽にす 「心と体をゆるっと」芹ヶ谷公園でフ
るヒント】
ィールドワーク④「身体をゆるっと」
対子育て中の保護者、子どもに関わ からだを学んで自分らしいライフス
る方（保育者、教諭、指導者及びそれ タイル⑤振り返り、グループワーク
らを目指す学生等）
講①東京大学教授・梶谷真司氏③（一
日①１１月２１日②１１月２８日③１２月 社）まちやま代表・塚原宏城氏④バー
５日④１２月１２日⑤１２月１９日、いず スコーディネーター・宗藤純子氏
れも木曜日午前１０時～正午、全５回
定２２人（申し込み順）
場①②④⑤生涯学習センター③芹ヶ ※保育はありません。また、③のみお
谷公園
子さん連れでの受講はできません。
※③は小雨実施です。荒天時は同セ 申１１月１５日までに電話で同センタ
ンターで開催します。
ーへ（受付時間＝午前９時～午後５
内①「頭をゆるっと」哲学対話②オリ 時）。

急病のときは

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。

すき じ あか きせ ぶ どう り

す もん

透地赤被葡萄栗鼠文鼻煙壺
中国 清時代 高さ７.３㎝

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。

町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小児科）
午後7時～9時30分（電話受付は午後6時から）
健康福祉会館内
☎710・0927
午前9時～午後4時30分（電話受付は午前8時45分から） （下地図参照）

毎日
日曜日
祝休日
診療日

診療時間

診療科

医療機関名（所在地）

電

話

1日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

2日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

午前9時～午後5時

内科

木下内科胃腸科（高ヶ坂3-7-11）

☎728・5884

横沢クリニック（大蔵町5002-2）

☎708・8550

久田内科・呼吸器内科クリニック（忠生3-20-2）☎793・4114
耳鼻科 成瀬台耳鼻咽喉科
（成瀬台3-8-16） ☎729・3341

3日㈷

内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）
午前9時～翌朝9時

午前9時～午後5時
4日
(振休）
午前9時～翌朝9時

外科系

☎799・6161

（南町田2-1-47）
町田慶泉病院

☎795・1668

町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

仁愛医院（高ヶ坂6-19-31）

☎728・1055

（真光寺2-37-7）☎737・1103
内科 鶴川台ウィメンズクリニック
金子内科クリニック（根岸2-1-14） ☎792・3010
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

（木曽東4-21-43）
町田病院

☎789・0502

南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

5日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47）

☎795・1668

6日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

7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
8日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

9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

成田クリニック（成瀬が丘2-23-16）☎795・1281
午前9時～午後5時

内科

☎721・2001

大村内科医院（成瀬台3-8-4）

南東京ハートクリニック
（木曽西2-18-12）☎789・8100

10日㈰

内科系 町田病院（木曽東4-21-43）
午前9時～翌朝9時

外科系

☎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

11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

12日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47）

☎795・1668

13日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

14日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

休日応急
歯科診療
障がい者
歯科診療

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

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

午後 ６ 時～翌朝８時

土・日曜日・祝休日・年末年始

午前 ８ 時～翌朝８時

または☎03・5285・8898
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

●市立総合体育館☎７２４・
展は１２月２５日～２０２０年１月１３日
３４４０
に 開 催 し ま す定３０人（ 先 着 順 ）費
【エアロビクス】
５００円（１人２点まで）写真サイズハ
直接会場へおいで下さい対市内在
ガキ～Ａ４申写真裏面に応募用紙を
住、在勤、在学の１８歳以上の方日①
貼付し、１１月２４日午前１０時から直
毎週火曜日、午後７時～８時②毎週木
接同サロンへ
曜日、午前１０時３０分～１１時３０分③ 【秋の薬師池公園撮影会】
毎週金曜日、午後１時３０分～２時３０
紅葉が彩る薬師池公園を撮影しま
分／祝休日、大会等を除く内歩くな
せんか日１１月３０日㈯午前１０時～正
どの基本ステップを中心に、音楽に
午（小雨実施）／集合は町田市フォト
合わせて体を動かす費大人３１０円、
サロン横の円形広場です
６５歳以上・障がい者１００円／別途公
●子ども創造キャンパスひ
開指導料として１００円が必要です
なた村☎７２２・５７３６
【脳を鍛えるリフレッシュ体操教室】 【ネイチャークラブ～ひな
対１８歳以上の方日１１月２８日～１２
た村の竹を切って、食器を作ろう！】
月１９日の木曜日、午前１０時～１１時
対市内在住、在学の小学生日１１月
３０分、全４回内運動が苦手な方でも
２４日㈰午前１０時～午後１時内自分
楽 し め る 脳 ト レ定２０人（ 抽 選 ）費
たちで竹を切ってお皿などの食器を
１０００円申同館ホームページで申し
作る定２０人（申し込み順）費２００円
込み
【糸のこ教室】
●相原中央公園☎７７２・１４４９
初心者も歓迎です対市内在住、在
勤、在学の小学２年生～１８歳の方（小
【美大生 秋のスケッチ教室】
学２年生は保護者同伴）日１１月３０日
対市内在住の小学生以上の方日１１
㈯午後２時～４時内電動糸のこ盤を
月１７日㈰午前１０時～午後３時内公
使って木のおもちゃ作り講町田糸鋸
園内で花や風景を描き、物の見方、発
の会定１０人（申し込み順）費３００円
想、
画材の使い方を勉強する（画材は
【レッツ！サイエンス 町田市ひな
公園が用意）
講多摩美術大学生、東京
造形大学生定２０人（申し込み順）費
た村科学クラブ～森のフクロウは何
３００円申１１月１０日までに直接また
を食べているのかな？】
は電話で相原中央公園管理事務所へ
対市内在住、在学の小・中学生日１２
（受付時間＝午前９時～午後８時）
月１日㈰午前１０時～正午内森のフク
●野津田公園☎７３６・３１３１
ロウが食べた小型動物の骨格標本を
作り、森の生き物たちのつながりを
【ばらの魅力に触れよう！～冬に向
学ぶ講町田わくわく！サイエンス・
けてのばらの手入れ】
日１１月２３日㈷午前１０時～正午内バ
池田勇五氏定２０人（申し込み順）費
ラの栽培講義とお手入れ体験講町田
３００円
ばら会・西尾譲司氏定３０人（申し込 【手づくりのじかん 森からのプレ
み順）費大人８００円（保険料込み）申
ゼント～ナチュラルリースづくり】
１１月１日午前９時から電話で野津田
対市内在住、在学の小学３年生～中
公園へ（受付時間＝午前９時～午後５
学生日１２月８日㈰午前１０時～正午
時、
土・日曜日、
祝休日も可）
定２０人（申し込み順）費３００円
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
◇
申１１月１日午前１０時から電話でひ
【写真でめぐる世界の旅２０１９ 作
なた村へ／その他の講座やワークシ
品募集】
ョップは、ひなた村ホームページ等
人々の表情や雄大な風景など海外
をご覧下さい
で撮影した写真を募集します／写真

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
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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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駐輪場シェアサービス

問道路管理課☎７２４・３２５７

木曽森野若草会会長・大

氏が

令和元年度東京都功労者表彰（地域活動
功労）
を受賞
問市民協働推進課☎７２４・４３５８

「みんちゅうＳＨＡＲＥ－ＬＩＮ」を導入

木曽森野若草会会長の大 誠治氏は、地
域の課題に対し、率先して解決に取り組ん
できたことが認められ、１０月１日に令和元
年度東京都功労者表彰（地域活動功労）を受
賞しました。
大 氏は、長期間にわたり、防犯・防災活
動や、通学児童・高齢者の見守りなどさまざ
まな活動を行っています。
１０月７日に市役所を訪れた大 氏は、
「地
域と関わりを持ちながら取り組みを続けて
いきます」と、受賞の喜びを話されました。

東京２０２０パラリンピック競技大
会に向けた事前キャンプ地として、
受け入れが決定しているインドネシ
アのパラバドミントン代表選手団が
市内で合宿を行います。合宿終了後、
１１月１３日㈬～１７日㈰に代々木第一
体育館で開催される「ヒューリック
・ダイハツＪＡＰＡＮパラバドミント
ン国際大会２０１９」に出場します。
インドネシアはパラバドミントン

程

場

所

内

容

１０月１日

ナミビア代表チ
キヤノンスポ ーム公開練習
ーツパーク
ラグビー体験会

１０月２日

小野路宿里山
日本文化体験
交流館

１０月４日 町田リス園

餌付け体験など

○ナミビア代表チーム公 ○日本文化体験
開練習
茶道体験や名物「小野路うどん」の試
平日にもかかわらず、 食を楽しみました。隣接する小野神社
約５００人 の 観 客 が 来 場 で必勝祈願をする選手もいました。
し、声援を送りました。
○ラグビー体験会
鶴川中学校ラグビー部
の生徒、当日参加の小学
生約１３０人が、ナミビア
代表選手と一緒にラグビ
ーを楽しみました。

競技の強豪国の１つであり、大会で
はメダル獲得が期待されています。
練習はすべて公開され、自由に見
学できます。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１１月４日（振休）～１０日㈰
※練習時間等の詳細は町田市ホーム
ページをご覧下さい。
場サン町田旭体育館

問オリンピック・パラリンピック
等国際大会推進課☎７２４・４４４２

○町田リス園見学
障がいのある方の就労施設である町田リス
園・町田ダリア園のスタッフや来園者ととも
に、リスへの餌やりや巣箱の絵付けを体験し
ました。

茶道体験の様子

町田リス園見学の様子

「キラリ☆2019町田私の好きなお店大賞」投票受付中！
問 町田商工会議所☎７２４・６６１４、町田市産業政策課☎７２４・３２９６

「キラリ☆２０１９町田私の好きなお店大
賞」
では、
市内商業の活性化と地域経済の発
展を図ることを目的に、個性ある魅力的な
店づくりに意欲的に取り組んでいるお店を
表彰します。
現在、その受賞候補店を選ぶ投票を皆さ
んから受け付けています。投票いただいた
方の中から抽選で、旅行券等のすてきな賞
品が当たるキャンペーンも行っています。
なお、大賞は投票数の多かった上位の店舗
を実行委員会で審査のうえ、決定します。

投票方法あなたの好きなお店の店名と場所・選んだ理由・住所・氏名・電話番
号・年齢・希望賞品（Ａ～Ｃ賞）
・当イベントを何で知ったかを明記し、１２月
３１日まで（消印有効）に、ハガキ（パンフレット裏面に応募ハガキ有り）また
はＦＡＸで町田商工会議所「町田私の好きなお店大賞」係（〒１９４－００１３、原
町田３－３－２２、返７２９・２７４７）へ（同会議所ホームページで申し込みも
可）。
※賞品種類及び賞品数は同会議所ホームページをご覧下さい。
※投票は１人１回のみ、小売業・飲食業・サービス業の各１店舗を
記入できます（重複投票は無効）。
※投票は町田市内の店舗に限ります。また、大型店・チェーン店 同会議所ホー
・歴代受賞店舗には投票できません。
ムページ
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。

パンフレット

１２

２５

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）。

日

誠治氏

インドネシア パラバドミントン代表が市内で
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

ラグビー ナミビア代表チームとの交流イベントを実施
市では、
ラグビー ナミビア代表チー
ムの合宿を受け入れ、下記日程で市民
の皆さんとの交流イベントを実施しま
した。たくさんの方が参加・見学し、選
手と楽しい時間を過ごしました。

左から、石阪市長、大

今号の広報紙は、 万８５１部作成し、１部あたりの単価は

東急田園都市線南町田グランベ
リーパーク駅、小田急線鶴川駅・町
田駅、ＪＲ横浜線町田駅などにおけ
る慢性的な駐輪場のキャンセル待
ちの軽減を図るため、アイキュー
ソフィア（株）の駐輪場シェアサー
ビス「みんちゅうＳＨＡＲＥ－ＬＩＮ（し
ぇあーりん）
」
を導入しました。
このサービスは、インターネットとスマートフォンアプリを使用し
て、
空いている土地やスペースを駐輪場として、
貸し借りができます。
駐輪場を貸したいオーナーは、スマートフォンアプリ「みんちゅう
ＳＨＡＲＥ－ＬＩＮ」
上に住所等の必要事項を登録し、貸し出しができます。
また、駐輪場を借りたいユーザーは、電話番号、自転車防犯登録番
号等の必要事項を入力し、みんちゅうサービス内で決済することで、
登録された駐輪場を借りることができます。
○利用方法 
い日時などを登録
インターネットまたはスマー
②借りたい駐輪場を検索
トフォンアプリ「みんちゅうＳＨ
③利用予約
ＡＲＥ－ＬＩＮ」
をダウンロードし、い
④料金を確認し決済
ずれか希望の登録を行います。
◇
【オーナー登録】
料金各駐輪場による
住所、
注意事項、
貸し出し予定地
決済方法クレジットカード決済
の写真、貸出日時、利用料金、振
またはみんちゅうアプリ内の仮
込用口座情報を登録
想通貨「みんちゅうコイン」によ
【ユーザー登録】
る決済
①氏名、
電話番号、自転車防犯登
検索
みんちゅう
録番号、
自転車の写真、利用した

