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人事行政の運営等の状況を公表します
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防災特集

風水害・経験に学ぶ

つながり ひろがる
交流の場

「まちカフェ ! 」

今年13回目を迎える市民協働フェスティバル「まちカフェ！ 」は、市内で活動するＮＰＯ法人や市民のグルー
プ、地域活動団体が一堂に集い、活動紹介などを通じて交流を深めるイベントです。
毎年１００以上の団体が参
加し協力と交流をしながら、みんなで作り上げています。
「まちカフェ！ 」
を通して人と人がつながり、さらに
大きな町田のパワーになっていく。そんな場所になっています。
問市民協働推進課☎７２４・４３６２

広 報 ま ち だ は 1 日 ・ 15 日 の 月 2 回 発 行 で す

2019．11．15

色彩心理グリーンハートラボ

まちカフェ！ おうえん隊

油絵画家

シンボリック事業でつながる
るようになりました。
野口：まちカフェ！ では普段の活動で
は交流を持てないような方々とお話し
することができるので、そのような経
験を通して力がついたと感じていま

①
●

②
●

③
●

④
●

⑤
●

⑥
●

⃝色彩心理グリーンハートラボ・牛尾眞澄さん（顧問）①、野口慶子さん②
　色彩心理の知識を使って、地域の人々が 「毎日をより豊かで元気に過ごす」 ことがで
きるよう援助することを目的に活動。　
⃝油絵画家・林絵美さん③
　大学在学中に、市内のシャッターに絵を描いたことをきっかけに、本格的に活動を開
始。木々や植物をテーマに制作を続け、壁画やライブペインティング等幅広く活動。
⃝まちカフェ ！ おうえん隊・大月徹さん（まちカフェ ！ 実行委員会委員長）⑤、浦崎道教さ
ん（同副委員長）④、岡山茂久さん（同副委員長）⑥
　まちカフェ ！ 実行委員会内の企画ボランティア。シンボリック事業、まちカフェ ！ ステ
ージなど、まちカフェ ！ を盛り上げる企画の検討や運営を担当。

す。
岡山：同じ団体の中でもあまり話した
ことのない人と話すきっかけにもなり
ますよね。気軽な雰囲気の中で話し
て、そこから何かにつながればお互い
に良いですし、その出会いこそが大き
な目的だと思います。

市民の力で町田を盛り上げたい
浦崎：まちカフェ！ のような町田市で
活動する団体が集まる場があって、そ
れをどう利用していくかを 「市民の

林：私は、２０１７年度にシンボリック

力」で考えていかなければならない。

事業が始まるときに、企画メンバーの

近年は自分たちで企画してやっていく

大月（以下敬称略）：地元である町田で

方からお声掛けをいただいて参加しま

形ができつつあるかなと思います。

何かしたいという思いから、まちだサ

した。

大月：グリーンハートラボのように顔

ポーターズとして活動していて、その

牛 尾：ま ち カ フ ェ ！ に 参 加 す る こ と

見知りになった人と、次の年にはチー

中でまちカフェ ！ を知りました。この

で、私たちの団体の中で町田に対する

ムとして一緒にやれる。そんなこと

イベントを拠点にして町田を盛り上げ

関心が生まれて、いろいろなことにチ

が、まちカフェ ！ から外に広がって、

られたらと思い、それからずっと参加

ャレンジしようということになりまし

どんどん増えると良いですね。

しています。

た。その中の１つが、シンボリック事

林：町田市は、市民の活動を応援して

浦崎：私は、町田の市民活動を盛り上

業への参加だったんです。

くれるので、そういった活動をしやす

げたいと思い「市民活動コーディネー

野口：７年間出展していますが、まち

い環境だと思います。まずは、気軽な

ターの会」を立ち上げました。まちカ

カフェ ！ を通じていろいろな方とお話

ところから始めて、そこで知り合った

フェ ！ の開催目的に賛同し、支援する

しするうちに、毎年夢が膨らんでき

人たちと助け合いながらひとつの物を

側になろうと思い、企画・運営に携わ

て、とても楽しいです。

作り上げて、更にそれが発展していけ

まちカフェ ！ との関わり

って７年になります。
岡山：2018年まで出展団体として参

まちカフェ ！ で人と人がつながる

ば良いですね。
牛尾：いろいろな方と知り合うことが

加していましたが、ご縁があって今年

林：シンボリック事業に参加すること

刺激になるし、このイベントをきっか

は副実行委員長として関わっていま

で、 １人では成し得ないことを、みん

けに具体的な活動にもつながっていけ

す。若い人たちによる市民活動など、

なの力で作り上げていくという貴重な

ばと思います。今後、まちカフェ ！ か

町田の知らなかった面を知ることがで

経験ができました。それをきっかけ

ら飛び出して、町田全体を盛り上げた

きて楽しいです。

に、参加者のワークショップなどもや

いという夢もあります。

まちカフェ！

日時：12月1日㈰午前10時～午後4時
会場：市役所1階～3階

～いいことさがし 愛着と誇りを受け継ぐまちだ

みんなでつくる ！ 　　 シンボリック事業
○まちカフェ ！ の樹…みんなで葉っぱのスタ
ンプを使って、一緒に樹を作りましょう ！
○まちカフェ ！ の色…シンボルカラー 「緑」
を使って、みんなで作品を制作します ！

町田市地域活動
サポートオフィス

主催：まちカフェ！実行委員会

歴史や世界とつながる　　
プラネタリウム

まちカフェ！ 地産地SHOW
コンサート

まちカフェ！ ステージでつながる

縄文時代の町田の空や当日市

町田市ゆかりのアーティストによる

内で見られる星空、東京2020
大会に向けて町田市がホスト

「地産地SHOWコンサート」や、実
行委員会の有志による音楽やダンス

タウンとなっている南アフリ
カ共和国とインドネシアの星
空をご紹介します ！

のステージで盛り上げます。また、
みんなから歌詞を募集し、「まちカ
フェ ！ のうた」を作ります。

私たちは、市内で活動する団体が、充実した取り組みを行える
ようサポートする組織です。まちカフェ ！ では、開催に向け
て、出展団体同士のつながりづくりを目的としたワークショッ
プを企画・運営しています。
当日は、親子で寄附について学んで、体験できるブースを出展
します。皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。

問市民協働推進課☎７２４・４３６２

市民協働フェスティバル

「市民の力」で作りあげる 人と人がつながる場
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【サポートオフィス概要】
地域の課題解決に取り組む団体が継続的に活動
できるよう、地域活動の総合的な相談窓口を担
っています。
※詳細はサポートオフィスホーム
ページをご覧下さい。
所在地：町田市民フォーラム4階
☎785-4871

市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

返０４２・７２４・５６００

番号間違いにご注意下さい
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人事行政の運営等の状況を公表します

2018 年度

町田市の職員数、給与、勤務条件等の状況についてお知らせします。詳細は町田市ホームページでご覧いただけます。問職員課☎724・2199
1

（5）退職手当（2019年4月1日現在）

職員数等

（1）職員数（各年度４月１日現在）

区
常勤職員

2019年度

2850人

再任用常勤職員

118人

2874人

100人

2017年度

2869人

83人

115人
137人

勤続20年

23.0月分

勤続35年

43.0月分

合計 3089人

職

一般行政職
1693人
55.65%

職…財務部の市税担当職員及びい
きいき生活部保険年金課の保
険税担当職員

祉

④医

職…保育園等の保育士及び児童厚生員

療

⑤企

職…地方公営企業法を全部適用す
る 公 営 企 業 の 職 員（ 町 田 市 で
は、市民病院に勤務する職員）

⑥技 能 労 務 職…自動車運転手、用務員、作業員、
給食調理員等

医療職
130人
4.27%

⑦特 定 任 期 付…高度の専門的知識・経験を有す
職
員 る任期付職員（町田市では法制
課担当課長〔法務担当〕）

税務職 166人 5.46%

⑧教 育 公 務 員…教育委員会に勤務する指導主事

福祉職 159人 5.23%

※割合については、区分ごとに小数第３位を四捨
五入しているため合計が１００％にならない場
合があります。

職員数3042人（2019年4月1日現在）
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職員の給与

東京都及び国の給与等については東京都から通知のあった数値を使っています。
（1）人件費（2018年度普通会計決算）
歳出総額（A）

実質収支

人件費（B）

人件費率
（B/A）

（参考）
2017年度の
人件費率

1509億133万円

23億9884万円

217億950万円

14.4%

14.4%

（注）①人件費とは、一般職員に支給される給与と市長や議員など特別職の給料・報酬・手当等の経
費の合計です。
②普通会計とは、一般会計と特別会計を基に全国統一基準で再構成した会計です。

（2）平均給料月額（2019年4月1日現在）
町田市

東京都

※（

33万2517円（53.3歳）

技能労務職

25万円

30万円

35万円

経験年数

分

一般行政職
技能労務職

10年

15年

20年

大学卒

26万4064円

31万3895円

34万7983円

高校卒

－

21万5600円

31万4320円

全学歴

－

－

－

（注）経験年数：学校卒業後ただちに市職員に採用された者は､ その在職年数をいい､ その他の職員
については、それぞれ職歴等の年数を一定の基準により在職年数として換算し、市職員に採用
後の在職年数を加算したものです｡

（4）期末・勤勉手当
区

分

町

田

期末手当

市
勤勉手当

東

京

期末手当

都
勤勉手当

国
期末手当

勤勉手当

２０１8年
６月期

1.075月分 0.950月分
1.225月分
0.95月分
1.225月分
0.90月分
(0.525月分） (0.450月分） (0.65月分） (0.45月分） (0.65月分） (0.425月分）

２０１8年
１２月期

1.225月分 1.050月分
1.375月分
1.05月分
1.375月分
0.95月分
(0.675月分） (0.500月分） (0.80月分） (0.50月分） (0.80月分） (0.475月分）

２０１9年
0.300月分
３月期 （0.25月分）
計
職務段階に
よる加算

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

2.600月分 2.000月分
2.60月分
2.00月分
2.60月分
1.85月分
(1.45月分） (0.950月分） (1.45月分） (0.95月分） (1.45月分） (0.90月分）
有

（注）①一般職員の例です｡
②（   ）内は、再任用職員に係る支給割合です｡

有

429

医師･歯科医師
自動車運転
一般作業

有

39.7575月分

43.0月分

給食調理

４０.２歳

６６５万

28.0395月分 33.27075月分
47.709月分

47.709月分

47.709月分

定年前早期退職特例措置
（2％～45％加算）

７１２万

52

３７.７歳

409

７１７万

767万

46.6歳

40.4歳

1552万

41.8歳

679万

92

38.4歳

706万

51.8歳

719万

47

５６.２歳

39.8歳

45.9歳

664万

33 

５２.１歳

６９０万

661万

77

５０.５歳

42.5歳

680万

45

105

５１.１歳

７２５万

29

68

４０.４歳

40.4歳

724万

40

４１.８歳

６８０万

693万

136

４６.１歳

１５６６万

95

1338

３９.５歳

７７９万

76

2018年度

人数（人） 平均年収（円） 平均年齢

４４.６歳

６６７万

35

一般用務

51.5歳

717万

23 

52.9歳

701万

56.0歳

（平均年齢は十進法）
※平均年収は、その年度の支給額をもとに算出しています。育児休業等により支給がない職員は、
算出から除いています。
※平均年収は、給料、諸手当（扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当等）及び期
末・勤勉手当を合計したものです。退職手当は含みません。
※平均年齢は、その年度の４月１日現在の在職職員の平均年齢です。

（参考）給与の種類とその内容
給料…給料表に定める額

扶養手当…子9000円、配偶者6000円、その他の親族6000円

地域手当…民間における賃金や物価等に関する事情を考慮して支給され
毎月決まって
る手当で、給料、扶養手当、管理職手当の合計額の１６％
支給されるも
住居手当…35歳未満で借家居住の場合に限り、1万5000円を支給
の
通勤手当…交通機関利用者→運賃相当額、交通用具使用者→通勤距離に
応じて支給
給  与
その他…管理職手当等
勤務した実績 特殊勤務手当…著しく危険、不快、不健康など特殊な業務に従事した場合
に支給
に応じて支給
されるもの
その他…時間外勤務手当等
臨時に支給さ 期末・勤勉手当…賞与に相当する手当
れるもの
退職手当…退職のときに支給される一時金
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特別職の報酬等
区

分

市長、副市長

議長、副議長、議員

（給料)
（報酬）
市 長106万円 議 長
副市長
90万円 副議長
議 員
2018年  6月期
2.025月分
2018年12月期
2.175月分
2019年  3月期
0.40月分
支給割合 合計4.60月分

64万円
58万円
55万円

2018年  6月期
2.10月分
2018年12月期
2.40月分
2019年  3月期
0.40月分
支給割合 合計4.90月分

※市長、副市長については条例の定めにより退職手当が支給されます。
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（3）経験年数別・学歴別平均給料月額（2019年4月1日現在）
区

保健師･看護師等

期末手当
(2018年度支給割合)

29万1617円（49.9歳）

20万円

43.0月分

４２.２歳

６９３万

46

100

報酬等の月額
（2019年4月1日現在)

31万4459円（41.7歳）

６９５万

61 

保育士

）内は平均年齢

31万4965円（41.6歳）

一般行政職

定年退職等

19.6695月分 24.586875月分

30.5月分

43.0月分

７２５万

42

電気技術

職…市民病院以外に勤務する医師、
保健師、薬剤師等

業

30.5月分

43.0月分

127

機械技術

①一 般 行 政 職…以下の②から⑧以外の職員（事
務、技術等）

③福

企業職
652人
21.43%

43.0月分

1308

建築技術

務

43.0月分

国

普通退職

23.0月分

人数（人） 平均年収（円） 平均年齢

一般事務等

（注）

②税

23.0月分

都

定年退職等

2017年度

種

土木技術

技能労務職
236人
7.76%

23.0月分

30.5月分

43.0月分

京

（6）主な職種別の職員の平均年収比較表

（2）職員構成（2019年4月1日現在）
教育公務員
5人 0.16%

東

普通退職

定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置
加算措置
（2％～20％加算）
（2％～20％加算）

2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
（人）
（注）職員数には、地方自治法により東京都から町田市に派遣されている職員及び市費負担の指導
主事等を含み、南多摩斎場組合などの一部事務組合への派遣者等は除いています。

特定任期付職員
1人 0.03%

市

定年退職等

30.5月分

最高限度

合計 3089人

田

普通退職

勤続25年

合計 3042人

74人

2018年度

再任用短時間職員

町

分

職員の勤務時間その他の勤務条件

（1）勤務時間・休憩時間
職員の勤務時間については、条例等により次のように定めています。ただし、業務
上必要があると認める場合等は、
異なる勤務時間を割り振ることがあります。
勤務時間
１週間あたり
３８時間４５分

勤務時間
始業時刻

終業時刻

午前８時２０分

午後５時５分

休憩時間
正午～午後１時の１時間

（2）休暇制度の概要
職員に付与される年次休暇は、１年度につき２０日となっています。年次休暇以外
の休暇等については、町田市ホームページでご覧いただけます。

5

職員の分限及び懲戒処分

分限処分は、公務の能率の維持並びに適正な運営の確保という観点から行われる
処分で、地方公務員法第２８条に規定されているものです。
懲戒処分は、職員の非違行為に対して、職場の秩序維持・回復を目的として行われ
る処分で、地方公務員法第２９条に規定されているものです。
（2）
懲戒処分

（1）分限処分
種

免
降

類

職
任

病気休職
刑事休職

延べ件数
0件
0件

139件
0件

人

数

種

類

延べ件数

職

0件

0人

免

職

51人

減

給

0人
0人

停
戒

告

0件
1件
1件
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町田市イベント申込システム

イベシス 検索

防災特集

風水害・経験に学ぶ
台風接近時、多かったお問い合わせ
第１位

台風などの悪天候時、
ごみの収集が遅れたり中止する場合には、町田市メール
配信サービスや町田市ホームページ、
町田市ごみ分別アプリでお知らせします。
事前の登録・ダウンロードをおすすめします。

▲スマホ版

町田市ごみ分別アプリのダウンロードはこちら

▲携帯電話版

▲Android版

▲iOS版

☎797・7111
問 3R推進課☎

第2位

10月に発生した令和元年台風第19号では、日本各地で甚大な被害が発生
しました。市内でも、土砂崩れや冠水が発生し、
道路の一部が通行止めとなり
ました。この経験を生かし、
いざというときの日頃の備えを改めて確認しませ
んか。

災害に備え、事前に 確 認 しましょう
知っておきたい避難の呼び掛けの種類
～避難のタイミングを確認しましょう

ごみの収集はありますか？

町田市メール配信サービスの登録はこちら

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。

開設されている避難施設はどこですか？

風水害時は状況に応じて順次避難施設を開設します。開設状況については緊
急速報メールや防災行政無線、
町田市ホームページなどでお知らせします。避難
施設一覧はハザードマップ、
町田市ホームページ等に掲載していますので、自宅
から最も避難しやすい避難施設を、
日頃から確認しておきましょう。
ハザードマップは防災課
（市庁舎3階）
、
各市民センターで配布しています。な
お、
新しい洪水ハザードマップを12月から市内全戸に配布します。

「町田市洪水ハザードマップ」を全戸に配布します

避難の呼び掛けがあった場合は、
速やかに避難を開始し、
危険な状況にな
る前に避難を完了させましょう。
避難準備・高齢者等
避難開始

▶いつでも避難できるよう準備する
▶避難に時間がかかる方、小さいお子さんがいる
方とその支援者は避難する

避難勧告

▶対象地域の方は、速やかに避難する

避難指示（緊急）

▶対象地域の方は、緊急に避難する

【避難施設への避難が困難な時は垂直避難を】
外出が危険な場合は、建物内の上の階、
または崖や急傾斜地から離れた部
屋へ移動しましょう。

問 防災課☎724・3218

いざという時必要な情報を得られるように
～情報収集手段を確認しましょう
▶防災行政無線フリーダイヤル（錆0800・800・5181）
 防災行政無線で放送した内容が確認できます。

▶町田市メール配信サービス

 防災行政無線で放送した情報や、町田市の気象警報に関する情報等を
Ｅメールで配信します（ページ左上二次元バーコード参照）
。

▶町田市公式Facebook・Twitter

 町田市メール配信サービスから配信され

はん らん

大雨により市内を流れる各河川が氾濫した場合

る「防災情報」
・
「不審者・犯罪情報」
の一部及

に、
市内で浸水被害の発生が予想される地域と、
風

び「気象・地震情報」
・
「Jアラート情報」
など

水害時の避難施設等を記載した「町田市洪水ハザ

▲Facebook

の災害・緊急情報を投稿します。

ードマップ」
を一新しました。マップは、
水防法に
基づき、
浸水予想区域を
「想定し得る最大規模降雨

▶ラジオ「東京町田インフォメーション」

（1000年に1度発生する規模）」に見直しました。

 FM HOT 839(エフエムさがみ83.9MHz)で、市のお

また、
防災の予備知識や、
日頃の備え等について掲

知らせや防犯・防災情報をお伝えしています。

載しています。
配布時期

第３位

▲Twitter

アプリのダウンロード
はこちら

【アプリでも配信しています】

12月2日から１か月程度

※町田市ホームページでもご覧いただけます。

☎724・3218
問 防災課☎724

 FMの電波が届かないエリアでも、アプリ「FMプラプ
ラ」で聴くことができます。
防災・災害情報については、
ア
ラームと文字を使ったプッシュ通知でお知らせします。

土砂崩れが発生しています

併せて、町田市メール配信サービスの防災情報も同アプ

私有地の場合は原則土地の管理者が対応しますが、市の土地の場合は道路管
理課に通報して下さい。
道路の不具合等の通報ができる市民通報アプリ「まちピ
カ町田くん」を利用いただくこともできます。スマートフォンのカメラ機能と

▲Android版

リで確認できます。
 右記二次元バーコードから「FMプラプラ」をダウンロ
ード後、FM HOT 839を選択して下さい。
問 広報課☎724・2101

GPS機能を使って簡単に通報できます。

▲iOS版

※通報の際は周囲を確認し、
身の安全を確保したうえでご利用下さい。
アプリのダウンロードはこちら

▲Android版

被災地へ職員を派遣しています
☎724・3257
問 道路管理課☎724

▲iOS版

市では、被災地の一日も早い復興に向けて、
また現地での経験を今後の施
策に生かすため、職員を派遣しています。
被災地への直近の職員派遣状況は
町田市ホームページをご覧下さい。

その他

土のうをもらえますか？

長野市に派遣された職員の声

市道から宅地内への雨水流入を防ぐために、
土のうを配布しています。宅地内
に使用する土のうはご自身で用意して下さい。
土のうの配送や回収は行いませんので、
各家庭で保管・処分をお願いします。
土のうが必要な方は道路管理課
（☎
☎７２４・４２４５）
にお問い合わせ下さい。

その他

避難施設にペットを連れて行けますか？

現地では、道路や空き地に分別されずに

山積みされたごみも多く、臭いもしていま
した。分別の有無がその後の復旧作業にも
大きく影響します。迅速に処理を進めるた
めには、災害時であっても、
ごみは分別して
出していただくことを市民の皆さんに伝え
ていく必要性を強く感じました。

災害発生時、避難施設へ避難する際は、ペットとの同行避難が基本となりま
す。避難施設でのペットの飼育スペースは、
原則、人の居住スペースとは別にし
ています
（介助犬等を除く）
。周りの方に迷惑をかけないよう各避難施設で定め
るルールに従い、
飼い主が責任を持ってペットを飼育して下さい。詳細はペット
タウンまちだ８月１５日号
（第４２号）
または町田市ホームページをご覧下さい。

市ＨＰ ペットタウンまちだ

検索

問 職員課☎724・2199

☎722・6727
問 生活衛生課☎722

長野市での作業の様子

災害義援金を受け付けています
市では、義援金箱などにより日本赤十字社の災害義援金を受け付け
ています。詳細は本紙11月1日号または町田市ホームページをご覧下
さい。

市ＨＰ 義援金

検索

☎724・2537
問 福祉総務課☎724

凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

健康案内

血管アンチエイジング
（動脈硬化予防）講習会
対市内在住の１８～７４歳の方
日１２月６日㈮午前９時３０分～１１時
５０分
場健康福祉会館
内血管年齢・体重体組成・塩分濃度測
定
（希望者のみ）
、
保健師・栄養士の講
話「 血 管 を 若 く 保 つ た め の 生 活 習
慣」
、
おすすめ献立の試食
定３２人
（申し込み順）
申１１月１９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１９１１１９Ｂへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

市

民

公

開

講

座

【心臓にもリハビリテーションが必
要なんです】
日１２月１２日㈭午後２時～３時３０分
場町田市民病院
講町田市民病院循環器内科医長・竹
村仁志医師
定１００人
（申し込み順）
申１１月２０日正午～１２月９日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１９１１２０Ｂへ。
問同病院医事課☎７２２・２２３０（内線
７１３１）

募 集

会計年度任用職員

非

常

勤

職

員

【図書館専門員】
対次のすべての要件を満たす方 ①
司書の資格を有する
（司書補は不可）
②公立図書館における職務経験を５
年以上有する③パソコン操作（ワー
ド・エクセルの基本操作）ができる
勤務場所各市立図書館
業務内容資料貸出・返却業務、一般事
務
（司書）
の統括・指導育成、図書館運
営に関する業務等

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

募集人数１５人程度
報酬月額２０万４６００円（別途時間外
勤務報酬・通勤手当相当分支給、勤務
条件により期末手当の支給有り）
【一般事務（司書）】
対次のすべての要件を満たす方 ①
司書または司書補の資格を有する②
図書館における職務経験を３年以上
有する③パソコン操作（ワード・エク
セルの基本操作）ができる
勤務場所各市立図書館、町田市民文
学館
業務内容資料貸出・返却業務、図書館
運営に関する業務等
募集人数６０人程度
報酬月額１９万２２００円（別途時間外
勤務報酬・通勤手当相当分支給、勤務
条件により期末手当の支給有り）
◇
任用期間２０２０年４月１日～２０２１年
３月３１日
勤務時間午前８時３０分～午後５時１５
分、月１６日
（土・日曜日、祝休日勤務
を含む）
※週に１回程度、異なる時間帯での
勤務があります（火・水・金曜日、中央
図書館と鶴川駅前図書館＝午前１１
時３０分～午後８時１５分、その他の市
立図書館＝午前９時３０分～午後６時
１５分）。
※社会保険・雇用保険加入有り。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。
選考１次＝書類、２次＝面接
申募集要項を参照し、応募書類に記
入のうえ、１１月２９日午後５時まで
（必着）に、直接または郵送で中央図
書館へ。
※募集要項・応募書類は町田市ホー
ムページでダウンロードできます。
問中央図書館☎７２８・８２２０
町田市子ども・子育て会議

第 ４ 期 公 募 委 員

市では、子ども・子育て支援に関す
る取り組みを推進するため、
「町田市
子ども・子育て会議」で計画策定や実
施状況の評価、進 捗 確認などを行っ
ています。会議では、子育て中の保護
しん ちょく

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・ １６～３５週の妊
健康福祉会館
５６５６）またはイベシスコードＡ 婦とその夫
コース＝１９０２２８Ｍ、Ｂコース＝
１９０２２８Ｎへ
健康福祉会館
乳幼児・母性相談
２か月以上の未 鶴川保健センター
※母子健康手帳をお持ちのうえ、就学児とその保 子どもセンターばあん
直接会場へおいで下さい。
護者
忠生保健センター
小山市民センター
母性保健相談、母乳育児相談 市 内 在 住 の 方
申来所相談と乳房マッサージは（里帰り中の方 健康福祉会館
要予約、電話で保健予防課へ
の参加も可）
プレママクッキング
（申し込み制）
１６～３５週の妊
申 イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル（ ☎７２４･
健康福祉会館
婦
５６５６）ま た は イ ベ シ ス コ ー ド
１９０３１９Ｐへ
離乳食講習会（初期・後期）、 ４～６か 月 児 の 健康福祉会館
保護者
鶴川保健センター
幼児食講習会／申し込み制
申 イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル（ ☎７２４･ ８～１０か月児の 健康福祉会館
５６５６）またはイベシスコード初 保護者
鶴川保健センター
期＝１９０３１９Ｓ、後期＝１９０３１９ １歳６か月～２歳
健康福祉会館
Ｋ、
幼児食＝１９０３１９Ｙへ
０か月児の親子

市HP 町田市ホームページ

問 問い合わせ

者からも意見をいただいています。
第３期 の 委 員 任 期 が 満 了 と な る た
め、新たに委員を公募します。
対次のすべての条件を満たす方 ①
市内在住の、２０２０年４月１日時点で
２０歳以上である②２０２０年４月１日
時点で１８歳以下の子どもの保護者
である③子育て支援に理解と関心が
ある④任期中の会議に出席できる⑤
市の他の附属機関等（会議）の委員に
なっていない
任期２０２０年４月１日～２０２２年３月
３１日
募集人数３人以内
報酬１回の会議出席につき１万円
選考１次＝書類、２次＝面接
申応募用紙（子ども総務課〔市庁舎２
階〕で配布、町田市ホームページでダ
ウンロードも可）に記入のうえ、作文
（テーマ＝子どもが将来も町田市に
住み続けたいと思えるように、地域
と行政でどのような取り組みを行う
べきか、８００字程度）と併せて、１２月
１３日午後５時まで（必着）に、直接ま
たは郵送で子ども総務課へ。
問子ども総務課☎７２４・２８７６
町田市景観審議会

市

民

委

員

任期満了に伴う委員改選を行うた
め、市民委員を募集します。
対市内在住の２０歳以上で、市の他の
審議会等の委員と重複していない方
※募集要項をご確認下さい。
任期委嘱日～２０２１年７月３１日
募集人数２人
選考１次＝書類、２次＝面接（１２月下
旬予定）
申申込書と志望動機（指定の様式を
使用）を１１月２９日午後５時まで（消
印有効）に、直接または郵送で地区街
づくり課（市庁舎８階）へ。
※応募書類は返却しません。
※募集要項・申込書・志望動機記入用
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。
問地区街づくり課☎７２４・４２６７
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子どもショートステイ協力家庭
子どもショートステイは、保護者
が仕事・入院・出張・育児疲れ等の理
由で一時的に子どもの養育ができな
い時に、協力家庭の自宅で子どもを
泊まりでお預かりする事業です。
お預かりする子どもは２歳～小学
６年生です。あなたも協力家庭に登
録しませんか。
対市内在住の２５歳以上の方
※別途要件があります。詳細はお問
い合わせいただくか、まちだ子育て
サイトをご覧下さい。
問子ども家庭支援センター☎７２４・
４４１９

認 定 こ ど も 園 職 員
詳細は認定こども園へお問い合わ
せ下さい。
対有資格者
○認定こども園 光幼稚園（☎７９６
・１９１２）＝保育士（非常勤）、幼稚園
教諭（非常勤）
問保育・幼稚園課☎７２４・２１３８

お知らせ

つくし野三丁目地区を

「街づくり推進地区」に
指 定 し ま し た

市では、住民が主体となって、地区
の特性を生かした住みよい街づくり
の実現に向けた取り組みを進めてい
ます。
このたび、つくし野三丁目地区に
ついて「町田市住みよい街づくり条
例」に基づき「地区街づくりプラン
（計画）」を策定し、１０月１７日に告示
しました。その後、
「街づくり推進地
区」に指定し、１０月２５日に告示しま
した。
これに伴い、地区内で建築等を行
う際には、土地利用調整課へ事前の
届出が必要となります。詳細は、町田
市ホームページをご覧下さい。
問地区街づくり課☎７２４・４２６７

１２月、２０２０年１月の母子健康案内
開催日
Ａコース

１２月６日、
１月１０日㈮
１２月１３日、
１月１７日㈮

時

間

午後１時３０分～４時

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

Ｂコース １２月２１日、
１月２５日㈯

午前１０時～正午

もく浴実習、妊婦体験等

１２月９日㈪、
２５日㈬、
１月２０日㈪、
２７日㈪
１２月２日、
１月６日㈪
１２月１３日、
１月１０日㈮
１２月１６日㈪、
１月２１日㈫
１月９日㈭

受け付け＝午前９時４５分～
保健予防課
１１時３０分、午後１時３０分 身長･体重測定、保育相 地域保健係
談、栄養相談、歯科相談、
～３時
☎７２５･５１２７
母親のからだや気持ち
受け付け＝午前９時４５分～ の相談
１１時３０分

１２月１９日、
１月３０日㈭

午前１０時～午後１時

助産師による相談、乳房
１２月５日、１２日、１９日、２６日、１月９日、１６ 午前１０時～正午、午後１時 マッサージ／電話相談
日、
２３日、
３０日㈭
～３時
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）

保健予防課
１２月２日㈪、
１月９日㈭、
２０日㈪ 午前１０時５分～１１時４５分
保健栄養係
離乳食の話と試食
１２月１７日㈫
午後１時４０分～３時２０分
☎７２２・７９９６
１２月１２日㈭、
１月１５日㈬
離乳食後期の話と試食、
後期
午前１０時５分～１１時４０分
歯の話
１２月１７日㈫
親子遊び、幼児食の話と
幼児食 １２月１１日㈬
午前９時５５分～１１時４５分
試食
初期

※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。

エフエムさがみ 83.9MHz 「東京町田インフォメーション」
で町田の情報を放送中
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町田市イベントダイヤル ☎042・724・5656（電話受付時間＝午前7時〜午後7時）番号間違いにご注意下さい

お知らせ
受験生チャレンジ支援貸付事業
高等学校・大学等の受験費用、学習
塾等の受講料を無利子で貸し付けし
ています。
進学した場合には、申請に
より返済が免除されることもありま
す。
申し込みには所定の書類の提出が
必要です。希望の方は１２月２７日ま
でにお問い合わせ下さい。なお、
２０１９年度の申請は、２０２０年１月２４
日までです。
対中学・高等学校の３年生またはこ
れに準ずる方（中途退学者や浪人生
等）
※収入等の貸付要件があります。
問（社福）町田市社会福祉協議会☎
７２２・４８９８
（受付時間＝祝休日を除
く月～金曜日の午前９時～午後５時
〔相談は予約制、書類提出は午後４時
３０分まで〕
）
、町田市福祉総務課☎

７２４・２１３３
町田市民文化祭

春の催し

町田市民美術展出品者募集

２０２０年２月２２日㈯～３月１日㈰に
国際版画美術館で開催する「町田市
民美術展」
（無審査制）の展示作品を
募集します。
対市内在住、在勤、在学、または市内
に美術活動拠点がある１８歳以上の
方
展示内容絵画・デザイン・版画・彫刻
部門、手芸・工芸・写真部門、書道部門
費１部門４０００円
申２０２０年１月２０日 ま で（ 消 印 有
効）
。
※詳細は出品規定（文化振興課〔市庁
舎10階〕、国際版画美術館、各市民セ
ンター、各市立図書館、生涯学習セン
ター等で配布）をご覧下さい。
※内容や出品規定については、町田
市民美術展事務局（紅土会）
〔☎７９１
・９２０２〕へお問い合わせ下さい。
問文化振興課☎７２４・２１８４

2019年7月～9月の航空機騒音
市HP 航空機騒音測定結果 検索
問環境保全課☎724・2711

測定結果（速報値）
測定場所

測定月

本町田東小学校
小山小学校
町田第五小学校
忠生第三小学校
南中学校

7月
8月
9月
7月
8月
9月
7月
8月
9月
7月
8月
9月
7月
8月
9月

70～79ｄB
86
88
58
270
207
251
102
137
78
64
41
61
28
25
32

騒音発生回数（回）
月間最高
（ｄB）
80～89ｄB 90～99ｄB 100ｄB以上 合 計 音
6
0
0
92
84.2
4
0
0
92
84.9
5
0
0
63
83.0
5
0
0
275
88.9
5
0
0
212
86.7
6
2
0
259
96.8
17
0
0
119
84.1
16
0
0
153
83.5
7
0
0
85
83.3
2
0
0
66
84.8
2
3
0
46
92.4
2
1
0
64
91.4
1
0
0
29
80.2
1
0
0
26
82.3
0
0
0
32
78.7

※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

苦情受付件数
7 月～ 9 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

市HP 航空機騒音苦情件数 検索
問企画政策課☎724・2103
・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
月 件 数
7件
する際に、
お住まいの 7月
2件
町名、
騒音の発生時間 8月
9月
7件
をお聞きしています。

市議会のうごき
12月定例会・常任委員会を開催します

問議会事務局☎724・4049

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
（11月29日は午後1時）。
議会を傍聴しましょう
月 日 曜日
内
容
11 29
2
4
5
6
9
10
12 11

金
月
水
木
金
月
火
水

本会議（提案理由説明） ※請願・陳情の受付締切は 11 月 29 日㈮
議案説明会・全員協議会
午後 5 時です。

※本 会議・常任委員会は町田市議会ホー
ムページでインターネット中継・録画中
本会議（一般質問）
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。
本会議(質疑)
※会議の日程・時間等は変更になること
文教社会常任委員会･建
があります。
12 木
13
16
23

設常任委員会
総務常任委員会・健康福
Twitterで情報発信
金
祉常任委員会
Twitterア カ ウ ン ト 名 ＝ 町 田 市 議 会
月 常任委員会予備日
月 本会議(表決)
（町田市公式）＠machida_gikai

「町田市ウォーキング
マップ」を作成しました
市では、市民の皆さんが、歩きなが
ら気軽に健康づくりができるよう、
市内のおすすめ散歩コースを掲載し
た冊子を作成しました。
市内の観光スポットや公園、歴史
的・文化的スポット等、市内全域にわ
たって１５コースを紹介しています。
健康づくりの視点を踏まえ、歩行距
離・時間、消費エネルギー量、ウォー
キングの効果なども掲載していま
す。
配布場所健康推進課（市庁舎７階）、
町田市保健所（中町庁舎）、健康福祉
会館、各市民センター、市立総合体育
館、サン町田旭体育館等の市内公共
施設
問健康推進課☎７２４・４２３６

対６歳以上の方
日２０２０年２月９日㈰午後２時３０分か
ら
場鶴川市民センター
曲目Ａｕｔｕｍｎ Ｌｅａｖｅｓ、
Ｗｏｒｋ ｓｏｎｇ、
Ｓｔａｒｄｕｓｔ 他（予定）
出演福本陽子（アルトサックス）、富
永真紀（ピアノ）、手島甫（ベース）、岡
部朋幸（ドラム）
定３５０人（申し込み順）
費５００円
申１１月１９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１９１１１９Ｅへ。
問町田市民ホール☎７２８・４３００、町
田 市 鶴 川 市 民 セ ン タ ー ☎７３５・
５７０４
町田市民文学館
演会

保育付き紙芝居上

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１２月６日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内「かさじぞう」
（脚本／松谷みよ子、
絵／まつやまふみお）、
「しろいしか」
（選者／江口文四郎、脚本／佐々木
悦、絵／岡野和） 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、
ふれあいコンサート
申し込み順に６人）は１１月１５日午前
アルトサックス、ピアノ、ベース、 ９時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。
ドラムによるコンサートです。

催し・講座

カワセミ通信１５４
町田市長

冬鳥の便りが聞かれる季節になり
ました。広袴公園の調整池には今年
もオカヨシガモが入りました。
冬鳥の
先頭を切ってジョウビタキが渡って
きました。この鳥のヒッヒッ、カタカ
タという声が聞こえると、あぁ、今年
の秋も深まってきたなと感じます。
そのジョウビタキを夏に見まし
た。八ヶ岳の山麓の林でのこと。聞き
覚えのない、しかし美しい囀りに、何
が鳴いているんだろうと、囀りの方
向に双眼鏡を向けると、なんとジョ
ウビタキでした。
その後いろいろ情報を集めてみる
と、ジョウビタキの「越夏」
「繁殖」は
どうもここ数年のことのようです。
野鳥図鑑の説明文も、
「冬の渡り鳥、
まれに繁殖個体もある」と書き直さ
れるのではないかと思います。
さて、昨年のカワセミ通信11月号
に、ユニセフ（国連児童基金）の民間
協力渉外局副局長のアンドレ・フラ
ンコ氏が、町田市を訪れたと書きま
したが、そのユニセフの国際会議が
今年10月にドイツのケルンで開催
され、日本を代表して市内在住の2
人の子どもたちと一緒に参加してき
ました。
町田市は、１年前から子どもにや
さしいまち（ＣＦＣ：Child Friendly
Cities）のモデル検証作業を、国内の
他の4つの市町とともに進めていま
さん ろく

さえず

イベント申込システム

コード マークのあるイベントは町田市ホームページから申し込めます
心の整理の仕方を学ぶ②高齢者施設
の種類の説明、特別養護老人ホーム
とグループホームの見学（予定）
定①３０人②２０人／申し込み順
申電話で①南第３高齢者支援センタ
ー（☎７２０・３８０１）へ②町田第１高齢
者支援センター（☎７２８・９２１５）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

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）。
【こども体験講座～手作り絵本で英
語を学ぼう！】
英語の絵本を作って、ネイティブ
の先生と楽しく英語を学びます。英
語が初めてのお子さんも歓迎です。
対小学生
日１２月２１日㈯、午前１０時～１１時、
午前１１時３０分～午後０時３０分（各
回とも同一内容）
場相模女子大学（相模原市）
講同大学学芸学部准教授・中村ジェ
ニス氏、池下花恵氏
定各１５人（申し込み順）
費２００円
申１２月１３日までに電話でさがまち
コンソーシアム事務局へ（受付時間
＝祝日を除く月～金曜日の午前９時
～午後５時）。
※さがまちコンソーシアムホームペ
ージで申し込みもできます。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１

家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日①１１月３０日㈯午後２時～３時３０
分②１２月７日㈯午前１０時～正午
場①南第３高齢者支援センター②特
別養護老人ホームコモンズ
内①自分と向き合い、仲間と話して、

やりがいを探すなら！

町田市介護人材バンク

【出張・相談登録会ｉｎ成瀬コミュニテ
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１１月２７日㈬午後１時３０分〜４時
場成瀬コミュニティセンター第１会
議室
※事前予約は町田市介護人材バンク
へ（予約無しでの参加も可）。
問同バンク☎８６０・６４８０（受付時間
＝祝休日を除く月～金曜日の午前９
時～午後５時）、町田市いきいき総務
課☎７２４・２９１６
もっと図書館を使ってみよう！

図 書 館 入 門 講 座

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１２月１６日㈪午後１時～３時

イベシス

検索

場中央図書館
定１０人（申し込み順）
申１１月１５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）。

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】
日１１月１８日㈪午前
１１時～午後１時
場市庁舎前
【日曜朝市】
日１２月１日㈰午前７
時３０分～８時３０分
場教育センター駐車場
◇
問農業振興課☎７２４・２１６６
忠生公園

定 例 自 然 観 察 会

【冬のいきもの】
日１２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
町田市こどもマラソン大会で

マイボトルキャンペーン
を 開 催 し ま す

大会当日に、マイボトルを持参し
た方に、
「こどもマラソンオリジナル
マイボトルステッカー」をプレゼン

「おかしいな」と思ったら〜２０１8年度の消費生活相談から
石阪丈一

す。
世界の約40か国から600人以上
が出席し、そのうち32か国の子ども
たち65人が出席しました。子どもた
ちが一堂に会して、子どもたちの立
場から、各国の中央政府や地方自治
体への要望、子どもの権利や政府・自
治体政策への参画等を巡って意見交
換し、宣言としてまとめました。
各国の市長等の会議も別途開催さ
れ、ここでも、虐待を防ぐための施策
や遊び場の保障・創出などを巡って、
100人ほどが意見交換をしました。
この席で、今年も11月24日に開催
される「市民参加型事業評価」に高校
生・若者が参加する制度があると紹
介をしましたが、同じテーブルの各
都市ではそうした例がないようで、
他の市長からは参考にしたいと言っ
ていただきました。
子ども・若者の施策への参画につ
いては、今後も積極的に取り組んで
いきたいと思います。

ユニセフ国際会議で発表する子どもたち

町田のマチ子さん

2019．11．15
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トします。マイボトル持参の方向け
の無料給水コーナーも設置します。
日１２月７日㈯午前８時～午後１時３０
分
配布・給水場所市立陸上競技場２階
コンコース内
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

市立図書館
図書館情報システムの
更改に伴う臨時休館

図書館システムの更改に伴い、
１２月２５日㈬～２０２０年１月６日㈪
は移動図書館を含むすべての図書
館を休館します（中央図書館のみ
１２月２５日は開館）。
町田市民文学館及び予約資料受
け渡し場所
（南町田駅前連絡所、小
山市民センター、成瀬コミュニテ
ィセンター、子どもセンターぱお
分館）は、
図書館業務（予約資料受
け渡し・返却）
のみ休止となります。
なお、返却ポストへの資料の返
却は各市立図書館及び町田市民文
学館で行えます（ＣＤ等の視聴覚
資料、ＣＤ等が付属している資料、
借用資料、点字・録音資料は返却不
可）。
併せて、図書館情報システムの
サーバーの入れ替えも行うため、
１２月２６日㈭～２０２０年１月６日㈪
は図書館ホームページの閲覧や資
料の検索・予約、貸出資料の確認・
延長サービスが利用できません。
ご不便をおかけしますが、ご理
解ご協力をお願いします。
問中央図書館☎７２８・８２２０
問消費生活センター☎７２５・８８０５

昨年度、消費生活センターに寄せられた相談件数は４２８７件で、ハガキ・封書による架空請求が急増し、前年度より８７６件、２５．７％増加
しました。最近の相談事例を紹介します。

事例1 ハガキ・封書による架空請求

事例2 定期購入

事例3 パソコンのウイルスソフト

事例4 屋根の無料点検

「消費料金に関する訴訟最終告
知のお知らせ」というハガキや封
書が届いた。連絡がなければ、訴
訟を起こし、財産を差し押さえる
と書いてある。心当たりはないが
不安だ。

インターネットで、初回９８０円
のサプリメントを購入した。昨
日、同じ商品が届き、４７００円の請
求書が入っていた。解約しないと
２回目が送られてくる定期購入と
分かった。２回目の解約を申し出
たが断られた。解約したい。

パソコンを使用中に突然、ウイルスに
感染したと警告表示が出た。不安にな
り、表示されていた番号に電話した。勧
められるがままにセキュリティソフト
とサポートの契約をし、クレジットカー
ドの番号を入力した。遠隔操作でウイル
スを駆除してもらったが大丈夫か。

４日前に突然、屋根工事の業者が
来訪した。
「 台風でお宅の瓦がずれ
ているので無料点検をする」と言わ
れ、見てもらった。
「このままだと瓦
が落ちて雨が漏るかもしれない」と
言われ、不安になり補修工事の契約
をしてしまったが、解約したい。

アドバイス
公的機関のようなところから不
審なハガキや封書が届いたという
相談が急増しています。
「訴訟」
「差
し押さえ」
「強制執行」等と不安を
あおる文言が書いてあり、記載さ
れた番号に電話すると、お金を要
求されたり、個人情報を収集され
る可能性があります。架空請求の
可能性があるため、慌てて連絡し
てはいけません。

アドバイス
同センターでサプリメントの購
入ページを確認したところ、次回
発送予定日の１０日前までに解約
しないと次回分が発送されるコー
スであることが記載されていまし
た。初回が格安の商品を購入する
時は、すぐに注文するのではなく、
購入条件や返品特約をよく読み、
必ず確認してから購入しましょ
う。

アドバイス
パソコンに突然表示される警告表示等
は、消費者を不安にさせてソフト等を買
わせる目的の可能性があります。表示さ
れた番号には電話しないで下さい。多く
は海外の事業者との契約のため、解約通
知は英文で送る必要があります。越境消
費者センターに相談しましょう。
サポート
契約が自動更新の可能性もあるので、ク
レジットカード番号を変更し、インストー
ルしたソフトがあれば削除しましょう。

アドバイス
「無料で点検」等を口実に訪問し、
点検後に消費者の不安をあおり、工
事や商品の契約をさせられたという
相談が多数あります。すぐに契約を
せずに家族に相談したり、他の業者
や専門家にも見てもらいましょう。
また、訪問や電話による勧誘で契約
した場合、契約書面を受け取った日
を含めて８日間はクーリング・オフ
ができます。

2018年度消費生活相談上位10位

順位
商品名・役務名
件数
1 商品一般（架空請求のハガキ・封書等）
1249
2 放送・コンテンツ等(投資・出会い系・アダルトサイト等） 420
役務その他（点検サービス・不用品回収サービス・公的機
3
132
関を装った電話等）
4 インターネット通信サービス（回線契約）
118
5 移動通信サービス（携帯電話・スマートフォン）
113
6 賃貸アパート・借家
110
7 健康食品
109
8 住宅関連工事
98
9 修理サービス
85
10 紳士服・婦人服
81

詳細は、町田市ホームページをご覧いただくか、町田市プレミアム商品券コールセンターへお問い合わせ下さい。

クーリング・オフ制度

困った時は消費生活センターへ

訪問販売・電話勧誘等で契約した場合、契約日か
ら８日間（一部は２０日間）は、工事の完了や商品の
使用（消耗品を除く）とは関係なく無条件で解約で
きます。クーリング・オフ期間を過ぎていても、販
売方法や契約書に問題があれば解約できる場合が
ありますので諦めずにご相談下さい。
また、
クーリング・オフ対象外のものもあるので、
詳細は消費生活センターにご相談下さい。

○相談専用電話☎７２２・０００１
（受付時
間＝月～土曜日、午前９時～正午、午後
１時～４時、祝休日、年末年始を除く）
※月～金曜日は来所相談も可、土曜日
は電話相談のみ受け付けています。
○消費者ホットライン（消費者庁）
☎１８８
（いやや）
※最寄りの相談窓口をご案内します。

問 町田市プレミアム商品券コールセンター☎03・6734・6583、町田市産業政策課☎724・3296
■
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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。
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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。

おいで下さい
催 し 名
賛美歌・ハレルヤ・第九のＭを歌おう！
井田典子氏講演会「ガラクタのない家」
オカリナとコカリナの発表演奏会「アンダンテ」
ハーブを楽しむ会
楽しく踊ろう！はじめてのフラダンス 親子ＯＫ！
鶴川メンネルコール 第１３回 定期演奏会
初めての方のための「マジック入門講座」女性向け
オペラ歌手と一緒に歌う歌声喫茶・シングハピネス
講演会「目からウロコの縄文時代」
慶應義塾 第５回町田三田会美術展
クリスマス・テーブルフラワー講習会！
第６回町田落語会
語りよみ・五十葉舎 貧乏な少年の話 新美南吉他
多摩川にて室内鑑賞石を探そう会 参加者募集

日
時
１１月１５日㊎午後７時～９時
１１月２８日㊍午前１０時～１１時３０分
１１月２８日㊍午後2時（３０分前開場）
１１月２９日午前１０時３０分～１１時５０分
１１月３０日㊏午後１時３０分から
１２月１日午後２時開演
１２月４日㊌午後６時３０分～８時
１２月６日㊎午後２時から
１２月７日㊏午後２時～４時
１２月１１日～１５日午前１０時～午後５時
１２月１２日㊍午前１０時～正午
１２月１４日㊏午前９時４５分開演
１２月１４日㊏午後２時から
１２月１５日㊐午前７時５０分集合

仲
サークル名・活動内容
２１世紀の世界と日本を考える会
話し方・聴き方を学ぶ会
男性料理教室クック・マスターズ
男の料理教室さるすべり会 講師２名
キッチン２１
ドイツを知る会～通じる簡単ドイツ語
映画で学ぶ英会話サークル
初心者の為の英会話再入門
かりんの会 英字新聞を読みましょう
実務書道クラブ 書道一般・ペン字
書道・創習会 漢字・かなの基本から
四季彩プリザーブドフラワーアレンジ
花づな・香雨支部俳句会
俳諧プラザ 俳句を学び、俳句で学ぶ
たかんな句会 俳句初心者歓迎見学可
波俳句会 町田支部 句会
青山（セイザン）町田句会
吟詠吟成会・声の衰えを防ぐ詩吟教室
詩吟幸風会・健康増進に効果大の詩吟
詩吟成瀬会・大声で吟じ喉の衰え防ぐ
詩吟愛好会 声の衰えに最適な詩吟
喉の筋肉、内臓を鍛える 詩吟教室
声出しが好き誤嚥を予防する詩吟教室
健康に良い詩吟教室
忠生誠吟会・カラオケに役立つ詩吟
短歌きづなの会、毎月２首提出します
短歌会たまがわ（初心の方も大歓迎）
土曜古文書の会～古文書の解読勉強
原文で読む源氏物語の会
ちはや 百人一首かるた会
高砂かるた会（百人一首かるた練習）
日本舞踊サークル ひろきの会
ポニアロハ フラダンスで健康に
フラサークル レイモミ
フラサークル・アロアロ
玉川フラサークル 音楽で楽しく踊る
ノヘア フラサークル
フラサークル レフアフラクラブ
フラサークル・ピカケ
レイアロハ（フラダンス）
健康増進社交ダンス（ユーカリ）
はまなす（社交ダンス）会員募集中
町田スクエアダンスクラブ
ヒカリ車いすダンス
緑のそよ風、盆踊り、民謡踊り
東京太極拳まちだ ２４式太極拳他
太極拳 拳（こぶし）
やえの会楊名時健康太極拳と詩吟の会
健康太極拳・町田太極拳愛好会
鶴川太極拳同好会
ポプリ太極拳 入門～２４式太極拳他
桜台太極拳クラブ 初心者の方どうぞ
金井太極拳・気功クラブ
ポトス太極拳クラブ
太極拳木曜会
ヨーガ～輪の会～ヨガで心身の健康を
ヨーガグループ・ルーナ
桜台ヨーガサークル誰でもできるヨガ
合気道と護身術で自身の身を守る
モーニング吹き矢一緒に吹きませんか
スポーツ吹矢 金井まちだ支部
たちばな剣友会 剣道：初心者歓迎
つくし野剣道育成会 ５才から
テニス秋季会員募集！初中級から
藤の台ソフトテニスジュニア
南バドミントンクラブ

間

に

活動日時
毎月第３㊌午後６時３０分～８時３０分
毎月第１・３㊎午後７時～８時３０分
毎月第２㊌午前９時～午後３時
毎月第４㊎午前９時５０分～午後２時
毎月第２㊊午前１１時～午後２時
毎月第１・３㊍午後１時～３時
月２回㊊午前１０時３０分～１１時５０分
毎月第１・３㊍午後１時３０分～３時３０分
第１～３㊎午前１０時～１１時３０分
午後３時～５時
月２回㊍午後１時～３時、
毎月第１・３㊍午後１時３０分～４時
毎月第３㊎午前１０時～正午
毎月最終㊎午後１時から
毎月第２㊏午後２時～５時
毎月第２㊋午後１時～５時
毎月第１・３㊊午後１時～４時
毎月第４㊍午後１時～３時３０分
毎週㊋午後１時～３時
月４回㊍午前９時３０分～正午
毎週㊏午後７時～９時
毎週㊏午後１時３０分～４時
月３回㊋午後１時１５分～４時
月３回㊎午後１時３０分～４時
毎週㊌午前９時３０分～正午
月３回㊋午前１０時～正午
毎月第１㊏午後１時～５時
毎月第３（１２・１月は第２）㊐午後１時～５時
毎月第２㊏午後１時３０分～４時
月２回㊎午後１時３０分～３時３０分
毎月第２㊏午後１時３０分～４時３０分
毎月第２・４㊍午後１時３０分～５時
月２回㊏午後１時～３時
毎月第１・３㊋午前１０時～午後０時３０分
毎月第１・３㊋午前１０時～１１時３０分
毎月第２～４㊍午後１時３０分～３時
毎月第１・３㊌午後１時３０分から
月３回㊍午後６時３０分～８時
月３回㊍午前１０時～１１時３０分
月３回㊏午前１０時～正午
月４回㊊または㊎午後１時～２時３０分
月３回㊐午前９時３０分～１１時３０分
月４回㊏午後１時～４時
毎週㊏午後６時３０分～８時
月１回㊐
毎週㊊午後１時～３時３０分
毎週㊏午前１０時～正午
毎週㊎午前１０時～正午または午後１時～３時
毎週㊊午後１時～４時
毎週㊍午前１０時～１１時４５分
毎週㊎午前９時３０分～１１時３０分
毎週㊏午後１時～３時
毎週㊌午後１時３０分～３時３０分
月４回㊎午後１時～３時
月４回㊏午後７時～８時３０分
月４回㊍午前１０時～１１時３０分
毎週㊋午前１０時～１１時３０分
毎月第２・４㊎午前１０時～１１時３０分
毎月第１～３㊌午後１時３０分～３時
毎週㊐午前９時～１１時３０分
毎週㊌㊎午前９時３０分～１１時３０分
月４回㊎午後３時３０分～５時
毎週㊏午後６時から、㊌午後７時から
毎週㊐午前、㊌午後７時（㊗の場合午前）
毎週㊋または㊎午後１時～５時
毎週㊌午後３時から、㊏㊐午前８時から
毎週㊏午後７時～９時

町田市メール配信サービス

【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2020年5月15日号です。次回申込期
間＝2020年2月15日～4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

特定の期日に行うイベント

会
場
町田第一中学校
和光大学ポプリホール鶴川
町田市民フォーラムホール
鶴川市民センター
成瀬コミュニティセンター
鶴川市民センター
町田市民フォーラム４階
生涯学習センター７階
町田市民フォーラム３階
町田市民ホールギャラリー
生涯学習センター
生涯学習センター６階学習室１・２
町田市民文学館第６会議室
小田急線町田駅上り待合室

費 用
１０００円
１０００円
無料
１５００円
５００円
無料
５００円
１０００円
５００円
無料
３０００円
無料
無料
交通費実費

連 絡 先
備考（対象等）
町田混声・木原☎０９０・５４０６・３１７７
要予約・初心者歓迎
町田友の会・安藤☎７９７・８７８６
当日券１２００円
大塚☎７３４・６３３４
（曲）君をのせて・ます他
鈴木☎０８０・１１１１・７０９５
要電話予約
田中☎０８０・９３４４・４４７２
毎月１回開催
山田貞雄☎７３５・６２７５
竹中☎０９０・４００３・８１４０ 要申込
どっきりマジッククラブ
堤幸子☎７７０・３０７２ 予約不要
どなたでもお気軽にどうぞ
まちだ史考会・稲葉☎０９０・７８０５・５１７５
直接会場へお越し下さい
伊藤☎７３６・３０６２
初日は午後１時から
フォーシーズン飯田☎０８０・３３６５・２９５１ 初心者歓迎です
町田落語研究会☎０９０・６１９６・８９７１
２時間程度、予約不要
樋口☎７２０・１５５７
堀泰洋☎０９０・８６８４・４７１６
主催 武相愛石会

定期的に開催するサークル活動の会員募集
会
場
生涯学習センター
町田市民文学館
町田市民フォーラム３階
町田市民フォーラム
町田市民フォーラム調理室
生涯学習センター他
生涯学習センター
町田市民文学館他
生涯学習センター他
生涯学習センター
生涯学習センター学習室他
生涯学習センター学習室
すずかけ会館
生涯学習センター他
わくわくプラザ町田
町田市民フォーラム他
なるせ駅前市民センター
鶴川市民センター
成瀬コミュニティセンター
成瀬コミュニティセンター
成瀬コミュニティセンター
生涯学習センター
生涯学習センター
成瀬コミュニティセンター
忠生市民センター
なるせ駅前市民センター
なるせ駅前市民センター
生涯学習センター
つくし野コミュニティセン
ター他
生涯学習センター和室
生涯学習センター和室
木曽山崎コミュニティセン
ター
和光大学ポプリホール鶴川
町田市民フォーラム４階
町田市民フォーラム他
玉川学園さくらんぼホール
わくわくプラザ町田他
生涯学習センター他
木曽山崎コミュニティセン
ター
町田市民フォーラム４階
木曽森野コミュニティセン
ター他
南市民センター他
木曽山崎コミュニティセン
ター
サン町田旭体育館
木曽山崎コミュニティセン
ター
木曽山崎コミュニティセン
ター他
わくわくプラザ町田他
南大谷さくら会館
市立総合体育館第１武道場
鶴川市民センター他
和光大学ポプリホール鶴川
忠生市民センター
金井クラブ
なるせ駅前市民センター
木曽森野コミュニティセン
ター
なるせ駅前市民センター
生涯学習センター他
小山田桜台集会所
図師小学校体育館
鶴川市民セン
ターまたは大蔵会館
金井クラブ
堺中学校体育館／武道館
市立総合体育館他
野津田公園テニスコート
藤の台テニスコート
南中学校体育館

費 用
入会無料・年２０００円
入会無料・月２０００円
入会１０００円・月１０００円
入会無料・月１５００円
入会無料・月１５００円
入会無料・月１５００円
入会無料・月２０００円
入会無料・月２０００円
入会１０００円・月３０００円
入会無料・月３５００円
入会無料・月２０００円
入会無料・月無料
入会無料・月１２００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月１２００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会１０００円・月３０００円
入会１０００円・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月５００円
入会無料・月１０００円
入会１０００円・月１０００円
入会無料・月２００円
入会無料・１回５００円
入会２０００円・月３０００円
入会１０００円・月３５００円
入会無料・月２５００円
入会無料・月２５００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月２０００円
入会無料・月３０００円
入会１０００円・月２０００円
入会無料・月２５００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月５００円
入会無料・月２５００円
入会１０００円・月３５００円
入会２０００円・月２５００円
入会１０００円・月２５００円
入会無料・月１５００円
入会２０００円・月２０００円
入会３０００円・月３０００円
入会無料・月１５００円
入会無料・月３０００円
入会１０００円・月２０００円
入会１０００円・月２０００円
入会２０００円・月３０００円
入会無料・月２０００円
入会２０００円・月２５００円
入会無料・月３０００円
入会２５００円・月３０００円
入会無料・月２０００円
入会３０００円・月２０００円
入会１０００円・月１５００円
入会無料・月１０００円
入会２０００円・年２２０００円
入会無料・１回１００円

連 絡 先
齊藤☎７２７・８４４１
田村☎０９０・８８４４・９８０１
橋本☎返７２５・９５０７
中村☎０８０・５３７６・４８０９
徳弘☎０９０・４４１７・９１６２
吉岡☎７９７・６４８８
鈴木啓子☎０９０・５４３６・１９１８
加茂☎０９０・７８３０・６４５６
森☎０８０・８７４７・４２１１
中村☎０９０・２７６６・１５０６
茂木☎０４４・９８９・４６９１ 午後８時以降
置地☎０８０・１０７０・９７２０ 要電話
武部和夫☎７９５・６１９３
田中☎７２６・５９６４
花信社東京句会・白方蕗子☎７９２・２７１２
原口☎返７２６・２０３５
山岸☎７２３・９０８０
木内☎７３４・５９５０
小市☎７２６・１５２８
宮𥔎☎７２３・３７０１
白木☎７２３・７０８４
小磯☎０８０・１０４６・３９６６
武藤☎０９０・６４８４・５１３２
松沢☎７２２・１０８８
白石☎７３６・０８７７
渡辺☎０８０・５４２１・８４８６
杉本信道☎返７２０・６８２０ 留守電有り
土曜古文書の会☎７８８・３５８５
德永☎７９６・３９５８ 留守電有り
𠮷川☎返７２２・６３７０
雨宮☎０９０・４９２７・３１５８
正木☎０７０・６５５６・１１６５
大野久子☎０９０・７１７７・２８３６
門脇☎０８０・３５８２・２９１３
泉☎７２３・１２２０／０９０・９１５６・９６７９
原廣子☎７２６・０６３７
ノヘア☎０９０・８７５３・０４１９
小林良子☎０９０・７２１９・４２７０
池田☎０９０・７２４５・１５０１
泉☎０８０・４３５６・１１７１
カトウ☎７９５・０２６１
星山☎７２６・４９７３
佐藤☎７９３・１５５１
丸山☎０９０・３５２５・０８９３
前島☎７３４・７９１６
中村☎７９３・４４４８
伊藤奈保美☎７３６・６８３４
篠田八重子☎７２５・８２７９
渡邉☎７２８・１００１
秋永恭子☎０９０・１６６７・４５１４
青木☎７３５・７４６８
高橋☎７９７・８４８８
徳永☎７３６・９３５０
山岸☎７２３・９０８０
藤沼☎７２７・４６３５
大谷☎７９５・３２２５
加藤☎０８０・３６９０・３７４７
佐藤☎７９７・６４０６
茂野忠昭☎７９８・２３３５
須藤☎０８０・１１５７・４７７６
伊藤☎７３６・７９２７
實方（ジツカタ）☎７７１・７００８
石松☎返７９５・６２５０
野津田倶楽部・本橋☎７３５・７７０３
小林☎０９０・１８５８・６５７９
吉村☎７９５・０２８３

備考（対象等）
学生の参加大歓迎です
見学無料 初心者大歓迎
会社リタイア組男性の会
人生百年時代余生を楽しく
新しい教材・歌もご一緒に
要申込
随時見学可 無料 要予約
初めての方も！無料体験有り
初めての方も楽しく学習
花材費のみ、一日体験可
見学歓迎、すずかけ台駅前
お気軽においで下さい
月１０００円は誌代・毎月投句
初心者歓迎 見学可
講師：俳人協会顧問
無料講習・初心者歓迎！
内臓が丈夫になります
腹式呼吸発声の詩吟です
詩吟は喉が丈夫になります
気軽に体験においで下さい
初めての方大歓迎です
健康を維持したい人歓迎
明るく楽しい詩吟教室です
初心者の方歓迎します
美しい日本語を学ぶつどい
歴史３８年の楽しい会です
人気の宇治十帖を読みます
初心者の方もどうぞ
正座ができなくても大丈夫
見学体験可
無料体験、見学両方共歓迎
楽しいフラを！ 体験無料
見学は第２・４㊍です
どなたでも歓迎 体験有り
体験無料 初心者の方歓迎
ベーシックからしっかり
体験無料・初心者歓迎
無料体験１１月２９日午後１時
脳トレと健康維持に！
若干の経験者、見学は自由
半年後継続で入会金３０００円
次回は１２月８日午前１０時～正午
踊り大好きな人ご一緒に！
お気軽にお越し下さい
随時見学可（無料）要連絡
体を動かし発声し健康体に
指導丁寧・初心者見学歓迎
見学自由、初心者大歓迎
初めての方も無料体験有り
足裏使って練習してます
楽しい仲間が待っています
講師：楊名時太極拳師範
講師：楊名時太極拳師範
見学歓迎！楽しい仲間です
初心者・女性の方・大歓迎
桜まつりイベント出場
腹式呼吸法による健康吹矢
最近６名加入でより楽しく
年少～大人まで ＨＰ有り！
ホームページあります
男女共５５～７０歳
お気軽にお電話下さい

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

凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

講 講師

仲
サークル名・活動内容
相原ＧＪ／小学生対象ミニバスチーム
３Ｂ体操ふれあいサークル～健康体操
ゆっくり健康体操
「カスタネット」軽体操、骨盤体操も
さくら健康体操の会 老いても元気に
五月の会 月１回のウォーキング
ハイキングクラブ山ぼうし
コーラス 銀鈴会
なでしこハーモニー町田
シニアの混声合唱 アルモニー
コーラスけやきの里（女性合唱）
鶴川歌のアルバム みんなで歌う会
アンサンブルあすなろ（楽器演奏）
優しいシニアのピアノ～もずの会
スターダスト・ソロギター（ｕｋ可）
モロカイウクレレクラブ
ぐるーぷｓａｙ 油彩水彩描いてます
よつばあ～と 水彩画教室
水彩画教室 こだまの会 お気軽に！
まちだ火曜水彩会
雪墨会・水墨画同好会
俳画
さるびあ囲碁同好会
楽碁会
小山田桜台囲碁クラブ
囲碁サークル・町田石心会
棋友会～気楽に楽しめる囲碁の会
写真同好会 フォト・キャッツアイ
キルトサークル「アリス」
野菜・花・果実の栽培と緑地の管理
町田釣友会 船釣例会
町田野鳥の会 バードウォッチング
町田紙飛行機倶楽部
町田地図を楽しむ会
世界遺産を楽しむ会

間

定 定員

に

活動日時
毎週㊊㊌午後６時から、
㊎午後７時１５分から
毎週㊋午前１０時～１１時３０分
毎月第１・３㊌午前１０時～１１時３０分
毎週㊌午前１０時～１１時３０分
月３回㊎午後１時３０分～３時
毎月１０日前後（１２月、２月はお休み）
毎週㊏・㊐ 平日もあり
月２回㊊又は㊋午前９時４５分～１１時４５分
月３回㊌午前１０時～正午
月２回㊎午後２時～４時
毎週㊍午後２時～４時
月１回㊎午前１０時～正午
隔週㊌午後１時～４時
月１回㊊午前９時５０分～正午
月１回㊋午後１時～４時３０分
毎週㊏午前９時３０分～正午
毎月第２・４㊍午後１時～５時
毎月第２・４㊋午後１時～４時３０分
毎月第１・３㊌午前９時３０分～正午
毎月第１・３㊋午後１時～５時
月２回㊎午前９時３０分～１１時３０分
毎月第２㊍午前１０時～正午
毎週㊋㊍㊏㊐午後１時～５時
毎週㊋または㊎午後１時～５時
毎週㊏または㊐午後１時～５時
毎月第１～４㊍午後１時～５時
毎週㊐午後１時～５時
毎月第２㊏午後１時～５時
毎月第１・３㊌午前９時３０分～正午
毎週㊍午前９時～午後２時
月１回午前６時集合
毎月第２㊐午前８時３０分～１１時
毎月第２㊐午前９時３０分～１１時３０分
毎月第１・３㊌午前１０時～正午
毎月第４㊎午前１０時～正午

イベントカレンダー

費 費用

申 申し込み

問 問い合わせ
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定期的に開催するサークル活動の会員募集
会
場
大戸小学校
南市民センター
鶴川市民センター
わくわくプラザ町田他
鶴川市民センター
町田市近郊
丹沢、奥多摩他
木曽森野コミュニティセン
ター
成瀬コミュニティセンター他
成瀬コミュニティセンター他
成瀬コミュニティセンター
和光大学ポプリホール鶴川
木曽森野コミュニティセン
ター
木曽森野コミュニティセン
ター
鶴川市民センター音楽室
生涯学習センター他
三輪コミュニティセンター
わくわくプラザ町田他
生涯学習センター
生涯学習センター
わくわくプラザ町田
鶴川市民センター
鶴川さるびあ会館
なるせ駅前市民センター
小山田桜台１－１１集会所
生涯学習センター他
本町田都営アパート集会所
なるせ駅前市民センター
生涯学習センター学習室
金井５号緑地
三浦半島剣崎沖
忠生公園
ひだまり荘
生涯学習センター
生涯学習センター他

費 用
入会無料・月２０００円
入会１０００円・１回７５０円
入会無料・１回４００円
入会１０００円・月２０００円
入会１０００円・月２０００円
入会１０００円・年１０００円
入会１０００円・月８００円
入会無料・月１１００円
入会無料・月３５００円
入会無料・月１５００円
入会１０００円・月３５００円
入会無料・月１０００円
入会１０００円・月１０００円
入会１０００円・月２５００円
入会１０００円・３か月１０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月２０００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月１５００円
入会無料・月１７００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月３００円
入会無料・月３００円
入会無料・月４００円
入会無料・月５００円
入会無料・月７００円
入会無料・月２５００円
入会無料・月無料
入会２０００円・船代実費
入会無料・年１０００円
入会無料・年２０００円
入会無料・月２５００円
入会１０００円・月２００円

連 絡 先
安西☎０９０・５５０５・２０３２（午後６時以降）
３Ｂ体操☎０８０・３４２３・１７７６
ひまわり体操クラブ・大野☎７３４・３９５３
木村☎７２６・０３４５ 要電話受付
後藤☎７３５・１８６５
鵜飼孝治☎０８０・３５００・７６３１
萩生田☎０９０・８６４５・７１６４
清水弘☎７２２・６７１３
酒井享子☎７３５・７９８０
青木☎７３４・３１２８
井上慶子☎７２１・７９５１
村上正彦☎７３５・５０３２ 事前申込不要
永瀬☎７９２・２３７４
タカノ☎０８０・８８７２・３５０７
カラサキ☎７３４・４７２７ 常時留守電
イクタアキラ☎０９０・４９２４・６４３８
渡辺☎０４４・９８９・８４１８
今井☎０９０・２３２３・１６９７
坂見博俊☎７２８・６３３３
小池☎７２５・３１８０
根本昭彦☎７２７・２７２５
荻山☎８１４・３６５３
片桐☎７３５・９２１０
吉田尚弘☎７２６・１１２８
三根匡☎０９０・６６５０・２０２１
等々力☎７９６・３０１４
金丸務☎７２６・１４３５
近藤輝機☎０８０・５６７５・３５５２
アリス☎７９５・２３２６ 要申込
小林☎０９０・３５９３・８８８７ 要電話
ホタニ☎０８０・３１２７・０２８８ 要電話
森下悟☎０７０・１４７６・３３７７
高橋☎返７９３・４０３５
田中☎７０３・７２６６
山下☎０８０・５８７５・６１0１

備考（対象等）
見学・体験 大歓迎です！
誰でも出来る簡単な体操！
どなたでも 見学随時可
中高年向き 見学者歓迎
指導：町田リズム運動連盟
お気軽にどうぞ 見学ＯＫ
近郊の山登りを楽しむ方
初心者大歓迎・見学ＯＫ
楽しい合唱団です！大歓迎
男性、初心者歓迎！
見学可
１２月６日、１月１７日㊎
各種楽器ＯＫ 見学歓迎
男性の方もどうぞ
広報紙の件と言って下さい
ウクレレで充実人生を
指導者無し、毎年作品展有り
いつでも見学や入会可
初心者歓迎・見学ＯＫです
初心者の方もどうぞ！
頭の体操においで下さい
碁の好きな方お気軽に
中・上級者歓迎
初級者・女性の方も歓迎
女性歓迎 年２回展示会
手作りを楽しみましょう
活動の見学可 初心者歓迎
１２月１７日はカワハギ釣り
初心者歓迎 見学ＯＫ
一緒に作って飛ばそう
今尾先生と地図を楽しもう
世界遺産を楽しく学びます

詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、
各ホームページをご覧下さい。

●市立総合体育館☎７２４・
中学生以下無料（小・中学生は７月
３４４０
２１日～８月２１日は１００円）、６５歳以
【エンジョイ！バスケット
上・障がい者１００円
ボール教室】
●相原中央公園☎７７２・１４４９
元プロバスケットボールプレイヤ
ーの板倉令奈氏が教えます対市内在 【美大生 冬の工作教室～クリスマ
ス大作戦】
住、在学のこれからバスケットボー
公園内で宝箱を探し、宝箱の中に
ルをはじめたい小学４～６年生日１２
入っている材料でクリスマスリース
月６日～２０日、２０２０年１月１０日～
３１日、２月２１日、３月６日の金曜日、 を作ります対市内在住、在学の小学
生日１２月８日㈰午前１０時～午後３時
午後４時３０分～５時４５分、全９回費
ごろ講多摩美術大学生、東京造形大
72００円申往復ハガキに必要事項を
学生定２０人
（申し込み順）
費３００円申
明記し、１１月２２日まで（消印有効）
直接または電話で同公園管理事務所
に同館へ（同館ホームページで申し
へ（受付時間＝午前９時～午後８時）
込みも可）
● 町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン ☎７３６・
【ビューティーボディ体操教室】
８２８１
対１８歳以上の方日２０２０年１月８日
【①ツバキ展】
～２月５日の水曜日、①午前９時１５分
日本ツバキ協会町田支部の出展協
～１０時１５分②午前１０時３０分～１１
力により、ツバキの花々を写真と生
時３０分、各全５回定各５０人（抽選）
費
花で紹介します日程１２月７日㈯、８
１７００円申同館ホームページで申し
日㈰
込み
【②ダリア作品展】
●サン町田旭体育館☎７２０
町田ダリア園で開いた撮影会の写
・０６１１
真をはじめとした公募展です日程
【初級ヨガ・中級ヨガ】
１２月１１日㈬～１６日㈪
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
【 ③「２０１９年 私 の こ の 一 枚 写 真
の方日第２・４月曜日、毎週木曜日、初
展」作品募集】
級ヨガ＝午前１０時～１０時５０分、中
２０２０年１月に開催する本展に展示
級ヨガ＝午前１１時～１１時５０分費大
する写真を募集します定６０人（先着
人３１０円、６５歳以上・障がい者１００
順）
費３００円
（１人１点）
写真サイズＡ４
円／別途自由参加教室料として１００
◇
円が必要です
申①②直接会場へ③写真裏面に応募
●市立室内プール☎７９２・
用紙を貼付のうえ、曲がらないよう
７７６１
封筒などに入れて、１２月８日午前１０
〈施設が再オープンします！〉
時から直接同サロンへ
施設改修のため休館していた市
●子ども創造キャンパス
立室内プールが１１月29日㈮に再オ
ひなた村☎７２２・５７３６
ープンします。今回の改修工事で
【①森のジャングルジム】
は、トレーニング室の機器や更衣室
対市内在住、在学の小学３～６年生日
のロッカーなどを一部入れ替えて
１１月２３日㈷午前１０時～午後３時内
います。ぜひご利用下さい利用時間
森の中でロープを使ったジャングル
午前９時～午後９時費大人３１０円、
ジム作り、遊び定１５人（申し込み順）

ご利用下さい！

市HP 町田市ホームページ

移動図書館“そよかぜ号”

費３００円
【②たきびのじかん】
小学３年生以下のお子さんは保護
者同伴でおいで下さい日１２月７日㈯
午前１０時～１１時３０分（正午に消火、
雨天中止）内たき木拾い、たき火体験
（焼く物や軍手等の持参も可）
【③アウトドアクッキング～竹ごは
んを炊こう！】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生とその保護者日１２月１５日㈰午
前９時３０分～午後０時３０分内たき火
で竹ごはんを炊き上げて、竹の食器
で食べる定２０人（申し込み順）費子
ども２００円、大人３００円
◇
申①③１１月１５日午前１０時から電話
でひなた村へ②直接会場へ／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
●小野路宿里山交流館☎８６０・４８３５
【①柚ゆべし作り体験教室】
小野路産の柚を使用して珍味を作
ります／寒風にさらして乾燥させる
ため、完成まで約１か月かかります日
１２月２日㈪午後１時～４時３０分定１５
人（申し込み順）費１５００円（材料代）
【②うどん作り教室】
小野路の郷土料理である「小野路
うどん」を作ります日１２月６日㈮午
前１０時３０分～正午定８人（申し込み
順）費１０００円（材料代）
【③年忘れ小野路宿寄席】
同館のお座敷で、恒例の小野路宿
寄席を開催します。落語とかっぽれ
を楽しみませんか日１２月１２日㈭午
後１時３０分開演、２時間程度（受け付
けは午後１時から）出演柳家一九、萬
来亭一柳、花見亭一平、桜川社中定
４０人（先着順）
【④年末大野菜市】
新鮮な地元野菜を販売します（売
ゆず

り切れ次第終了）。ビンゴ大会もあり
ます日１２月２２日㈰午前１０時～午後
３時／小野路うどんの提供は行いま
せん
◇
申①②１１月２１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 １ ９ １ １ ２ １ Ｂ②
１９１１２１Ｃへ③④直接会場へ
●町田市自然休暇村☎０２６７・９９・
２９１２
【スキー・スノーボードツアー】
シャトレーゼスキーリゾート八ヶ
岳でスキー・スノーボードを楽しみ
ます。スキー教室（自費）もあります
ので初心者でも安心です。スキーの
レンタルもありますので受付時にお
申し込み下さい／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
２０２０年１月１８日㈯午前７時～１９日
㈰午後５時ごろ、１泊２日、集合は町田
ターミナルプラザ、解散は町田駅周
辺（予定）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３５人です費大
人１万８８００円、子ども１万６８００円
（リフト代、交通費、宿泊費、１日目の
夕食～２日目の昼食、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１１月１５日午前８時３０分～
３０日午後５時に電話で自然休暇村
（錆０１２０・５５・２８３８）へ（１月８日以
降の取り消しはキャンセル料が必
要）

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
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催し・講座
消費生活センター

くらしに役立つ料理教室

【米粉で作るブッシュドノエル】
対市内在住、
在勤、
在学の方
日１２月５日㈭午後２時～４時
場町田市民フォーラム
講料理研究家・今別府靖子氏
定２０人
（申し込み順）
費５００円
（材料費）
申１１月１９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１９１１１９Ａ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。
問同センター☎７２５・８８０５

町田市イベント申込システム

場生涯学習センター
講東京都心身障害者福祉センター医
長・相崎貢一医師
定１００人（申し込み順）
申１１月２０日正午～１２月３日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１９１１２０Ａへ。保
育希望者（４か月以上の未就学児、申
し込み順に１５人）は併せて申し込み
を。
※附室からの親子鑑賞希望者（未就
学児、申し込み順に８人）は電話で併
せて申し込みを。
問子ども発達支援課☎７２６・６５７０
生涯学習センター

研

修

交

流

会

【青年学級の新しい流れ～障がいの
ある人の学びを拡げる場】
障がい者青年学級（特別支援学級
普 通 救 命 講 習 会
を卒業した障がいのある方が学ぶ
場）での実践・研究の発表と、当事者
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
や支援者等、さまざまな角度から実
の方
（高校生を除く）
践・報告・交流を目的とした研修です。
日１２月１４日㈯午後１時３０分～４時
日１２月２２日㈰午前１０時～午後５時
３０分
場同センター
場健康福祉会館
内午前中＝全体会～障がい者サーク
内心肺蘇生法、ＡＥＤの使用方法、窒
ルの成果発表、午後＝分科会～①青
息の手当て、
止血の方法等
年学級は今②新しい形の学びの場③
※救命技能認定証を発行します。
地域で生きる～ひとりで・ふたりで
定４０人
（申し込み順）
・みんなで暮らし、学ぶ④ボランテ
費１４００円
（教材費）
ィアから見た青年学級とは
申１１月１９日正午～１２月４日にイベ
講①葛飾区かつしか教室・与儀睦美
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
氏、国立市しょうがいしゃ青年教室
はイベシスコード１９１１１９Ｄへ。
・針山和佳菜氏②練馬区（特）障がい
問保健総務課☎７２４・４２４１、町田消
児・者の学びを保障する会 大森梓
防署☎７９４・０１１９
氏、東久留米市かるがも花々会青年
地 域 公 開 講 座
部・下田大輔氏、シャローム大学校長
【発達が気になる子への対応について】 ・引地達也氏③町田市障がい者青年
学級・中谷豊氏、NPO理事・パソコン
対市内在住の方
サークル主催 川上夫妻（一三氏、裕
日１２月６日㈮午前１０時～正午

子どものイベントカレンダー
●町田市民文学館☎７３９・３４２０
【シールで作るドット柄の年賀状教
室】
対小・中学生日１２月７日㈯午前１０時
～正午場同館内丸いカラーシールな
どを使った年賀状作り講造形作家・
萱沼明美氏定２０人（申し込み順）費
２００円申１１月１５日午前９時から電
話で同館へ
●スポーツ振興課☎７２４・４０３６
【スポーツにチャレンジ！】
普段運動する機会がない方も歓迎
です。
優しく指導します。
対市内在住、在学の小学生とその保

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

美氏）、稲城市おしゃべりサロン・真
鍋悦子氏④国分寺市くぬぎ教室・桂
田稔彦氏、葛飾区かつしか教室主任
講師・長谷川宏子氏
定１５８人（申し込み順）
申 電 話 で 同 セ ン タ ー（ ☎ ７ ２ ８・
００７１）へ。
クリスマスイルミネーションと紅葉
を堪能する

多摩ウォーキングイベント

市では、周辺自治体と連携した観
光施策を進めています。その一環と
して、１２月のクリスマスの雰囲気に
染まる多摩市を歩くイベントを開催
します。多摩センター周辺の紅葉す
る公園や丘陵を生かした街を体感で
き、ゴールではミニコンサートも行
われます。
日１２月８日㈰午後０時３０分～４時ご

となりの
まちから
相模原市

小惑星探査機「はやぶさ２」や「小 申１２月４日まで
惑星リュウグウ」をテーマに、講演会 に電話で相模原
や天体観測などのイベントを実施し 市 コ ー ル セ ン
ます。
タ ー（ ☎７７０・
日１２月７日㈯午前９時３０分～午後５ ７７７７）へ。
時
【宇宙を楽しめ
場相模原市立博物館
るイベント】
【講演会】
プラネタリウ
時間午後１時３０分～３時４０分
ムでは、宇宙フ
講ＪＡＸＡ宇宙科学研究所准教授・吉 ェスタさがみはらに関連した特別投
川真氏、同研究所助教・佐伯孝尚氏 影を実施します。演目等の詳細はお
他
問い合わせ下さい。
定２００人（申し込み順）

３０分～４時３０分場同館講版画家・粟
千紗都氏定１５人（抽選、結果は１２月
５日ごろ郵送）費５００円申１２月１日
までにイベントダイヤル（☎７２４・
５ ６ ５ ６）ま た は イ ベ シ スコード
１９１１１２Ｈへ（同館ホームページで
申し込みも可）
●大地沢青少年センター☎７８２・
３８００
【親子陶芸教室】
マグカップやお皿を作りませんか
対市内在住、在学の小学生で、陶芸初
心者の親子日１２月２２日、２０２０年１
月１９日、いずれも日曜日午前９時３０

日

市HP 暮らしに関する相談

時

対

象

市内在住の方

②交通事故相談
20日、27日㈬
③人権身の上相談
（人権侵害などの問題）
15日㈮
④国税相談
19日㈫
午後1時30分～4時
⑤不動産相談
26日㈫
市内在住の方
⑥登記相談
21日㈭
⑦行政手続相談
28日㈭
⑧少年相談
26日㈫
午前9時～午後4時
午前9時30分～午後4時 市内在住、
在勤、
在学の
⑨電話による女性悩みごと相談（家庭、
月～土曜日
（祝休日、第3水曜日を除く）
（水曜日のみ午後1時～8時）方
人間関係、女性への暴力、LGBT等）
⑩空家に関する相談
（弁護士・税理士・宅地建物取引士）

町田市ホームページ

25日㈪

分～午後０時３０分、全２回（１２月２２
日は参加必須）場同センター／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内１日目＝
粘土を成形、２日目＝絵付け定３０人
（抽選、結果は１２月１３日ごろに発
送）費１人６００円申ハガキに「親子陶
芸教室申込」と書き、参加者全員の住
所・氏名（ふりがな）
・電話番号・年齢
（学年）
・送迎バス利用の有無を明記
し、１２月１０日まで（必着）に大地沢
青少年センター（〒１９４－０２１１、相
原町５３０７－２）へ（ハガキごとに抽
選、グループ単位で申し込みも可）
検索

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

月～金曜日
相談時間はお問い合わせ下
（25日～29日を除く） さい

①法律相談

リュウグウのかけらを相模原へ！
ガンバレ「はやぶさ２」

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。

護者（小学４～６年生は1人での参加
も可）日１２月１４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１１月２１日正午
～１２月１日にイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６）へ
●国際版画美術館☎７２６・２８８９
【子ども講座～幸せ探し・たのしいを
持ち歩こう】
足踏み版画でエコバッグを作りま
す対小学生日１２月２１日㈯午後１時

称

宇宙フェスタさがみはら

問相模原市役所シティセールス・親善交流課☎７07・7045

暮らしに関する相談
名

ろ（小雨実施）、集合は小田急多摩線
小田急多摩センター駅西口改札前
※雨具はレインコート等をご用意下
さい（傘は不可）。
定１０人（市内在住、在勤、在学の方を
優先のうえ抽選、結果は１１月２１日
までに通知）
費５００円（保険料、お菓子代）
申「多摩ウォーク」と書き、住所・氏名
（ふりがな）
・携帯電話番号・年齢・性
別、同行者の氏名・年齢を明記し、１１
月２０日まで（必着）にハガキ、ＦＡＸま
たはＥメールでＪＴＢ東京多摩支店ウ
ォ ー キ ン グ イ ベ ン ト 係（ 〒１９０－
００２３、立川市柴崎町２－１２－２４、Ｍ
Ｋ立川南ビル３階、返０４２・５２１・
５５５８遍ｍｉｎａｍｉｔａｍａ＠ｊｔｂ．ｃｏｍ）
へ。
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８

午前9時～正午
（相談時間は50分）

申し込み等
前週の金曜日から電話で予約
※11月22日は予約受付を行いません。
次回分は11月29日から受け付けます。
相談日の1週間前から電話で予約
電話で市民相談室
電話予約制（随時）
（☎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
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
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

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

パソコン版・スマートフォン版・モバイル版があります

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

情報コーナー

られています。雇用保険は、正社員だ
けでなく、パートタイマー等も一定
の要件を満たしていれば加入するこ
とになります。まだ加入手続きがお
済みでない事業主は、早めに手続き
を行って下さい。また、従業員を雇わ
ず１人で事業を運営している方等が
労災保険に加入できる「特別加入」制
度もあります。詳細はお問い合わせ
下さい問労災保険について＝八王子
労働基準監督署町田支署労災課☎
７１８・８５９２、雇用保険について＝ハ
ローワーク町田雇用保険課適用係☎
７３２・７３９８

●都立町田工業高等学校～公開講座
「おおつづみ（大鼓）体験教室」
対 中 学 生 以 上 の 方日１２月２１日、
２０２０年１月１８日、２月８日、１５日、
２９日、午後１時３０分～３時３０分、全５
回場同高等学校費６０００円（受講料、
大鼓レンタル代等）申往復ハガキに
講座名・住所・氏名（ふりがな）
・電話
番号・年齢・性別を明記し、１１月１８
日～２９日（消印有効）に都立町田工
業高等学校（〒１９４－００３５、忠生１
－２０－２）へ問同高等学校☎７９１・
１０３５

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。
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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

15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

16日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491）

☎797・1511

午前9時～午後5時
17日㈰

内科

さぬき診療所（小川2-25-14）

☎706・8766

玉川クリニック（玉川学園7-5-6）

☎725・8207

河辺内科医院（三輪町168-1）

☎044・328・5143

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

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

18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

19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

20日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

21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
☎728・1111

22日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院（中町1-23-3）

原町田さわだ内科・泌尿器科（原町田6-29-3）☎851・7818
午前9時～午後5時
23日㈷
午前9時～翌朝9時

内科 薬師台おはなぽっぽクリニック（薬師台1-25-12）☎737・7373
Ｄｒ.はん診療所（図師町1782）

☎789・7270

内科系 町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

外科系

多摩丘陵病院（下小山田町1491）

☎797・1511

町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

町田南ホームクリニック
（南町田5-3-28）☎788・2581
午前9時～午後5時

（玉川学園1-21-15）☎725・8468
内科 学園ハートクリニック
ふくいんクリニック（山崎町2200） ☎791・1307
耳鼻科 つくし野耳鼻咽喉科（小川1-2-32） ☎796・8733

24日㈰

内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）
午前9時～翌朝9時

外科系

☎799・6161

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

25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

26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

27日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

28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

29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

30日㈯ 午後1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

または☎03・5285・8898

午前 ８ 時～翌朝８時

東京都内の救急当番病院などの
お問い合わせ

健康福祉会館
小田急線

東京都医療機関案内サービス

ひ ま わ り

または☎042・521・2323

☎03・5272・0303
24時間365日

12月2日は「
、国民健康保険税」
第5期の納付期限です

原町田5-8-21

福祉会館前
町田街道

健康福祉
会館

コンビニ

至町田

問納税課 ☎724・2121
■

至金森

納付はお済みですか？

問 問い合わせ

至旭町

年度から数えて３年度目以降に追納
する場合は、当時の保険料額に加算
金がつきます。保険料の追納を希望
する場合は、年金手帳をお持ちのう
●町田市老人クラブ連合会からのお
え、保険年金課国民年金係（市庁舎１
知らせ
階）で手続きしていただくか、八王子
【老人クラブに入りませんか？仲間
年金事務所へお問い合わせ下さい。
づくりや健康づくりに】
いずれの場合も後日、同事務所から
市内には、１２０団体の老人クラブ
納付書が届きますので、銀行・郵便局
があり、地域の仲間と共に社会奉仕
等の金融機関・コンビニエンススト
や健康増進活動等を行い、つながり
アで納付期限内に納めて下さい問同
を深めています。あなたも仲間にな
事務所☎０４２・６２６・３５１１
りませんか対市内在住のおおむね
６０歳以上の方
【社会保険料（国民年金保険料）控除
【健康講座 自分でできる介護予防】 証明書が発行されます】
無理なく体を動かし、健康寿命を
１月１日～９月３０日の期間に納付
延ばしましょう対市内在住の６０歳
した国民年金保険料額を証明する
以上の方日１２月１１日午後１時３０分
「社会保険料（国民年金保険料）控除
～３時場忠生市民センター申往復ハ
証明書」を、１１月上旬（１０月１日～
ガキに講座名・住所・氏名（ふりがな）
１２月３１日の間に初めて国民年金保
・電話番号・年齢を明記し、１２月３日
険料を納付した方には、２０２０年２月
まで
（必着）
に町田市老人クラブ連合
上旬）に送付予定です。年末調整や確
会
（〒１９４－００２２、森野１－１－１５、
定申告の際には、この控除証明書と
わくわくプラザ町田３階）へ
１０月１日以降に納付した保険料の領
◇
収証を提出して下さい問ねんきん加
問同連合会☎７２５・４６１３（受付時間
入者ダイヤル☎０５７０・００３・００４、
＝月～金曜日
〔木曜日を除く〕の午前
０５０から始まる電話の方＝☎０３・
９時～午後４時）
６６３０・２５２５
●町田市シルバー人材センターから
●八王子都税事務所からのお知らせ
のお知らせ
いずれも詳細は東京都主税局ホー
【入会説明会】
ムページをご覧いただくか、お問い
対市内在住の６０歳以上で、健康で働
合わせ下さい
く意欲のある方／趣旨に賛同のう
【１１月は個人事業税第２期分の納期
え、会員になっていただきます日１２
です】
月３日午前９時３０分から場わくわく
１２月２日までに、お手元の納付書
プラザ町田３階講習室
裏面に記載されている金融機関・コ
【初心者向けパソコン講習会】
ンビニエンスストア等で納めて下さ
日１２月３日～５日、午前９時～正午、
い。また、省エネ促進税制に係る減免
１２月１０日～１２日、午後１時～４時
の申請も受け付けています問同事務
（各期間ともに同一内容）
場わくわく
所事業税課個人事業税班☎０４２・
プラザ町田費１コース５０００円申ハ
６４４・１１１４
ガキに講座名・受講日・住所・氏名・電
【不動産取得税における認定長期優
話番号を明記し、町田市シルバー人
良住宅の特例について】
材センター（〒１９４－００２２、森野１
令和２年３月３１日までに一定の要
－１－１５）
へ
件を満たす認定長期優良住宅を新築
◇
した場合、または新築未使用の認定
問同センター☎７２３・２１４７
長期優良住宅を購入した場合の不動
産取得税については、住宅の価格か
●八王子年金事務所からのお知らせ
ら１３００万円（価格が１３００万円未満
【国民年金保険料の一部納付が承認
の場合はその額）が控除されます。認
された皆さんへ】
定長期優良住宅の特例適用を受ける
国民年金保険料の免除申請を行
には申告が必要です問同事務所資産
い、４分の１・半額・４分の３の免除が
税課不動産取得税班☎０４２・６４４・
承認された場合、残りの納付すべき
保険料納付書が送付されますので、
１１１７
期限内に銀行・郵便局・コンビニエン
●町田商工会議所からのお知らせ
スストア等で納めて下さい。この保
【「ＡＬＬまちだでモノレールを町田に
険料を納めることにより、一部免除
よぼう！」展示会・セレモニー】
が承認された期間は、老齢・障害・遺
２０３２年の町田市へのモノレール
族基礎年金の受給資格期間に含ま
延伸を目指し、展示会を開催します
れ、老齢基礎年金額にも反映されま
日１２月８日～１６日、午前１０時～午
す。期限内に納められなかった場合
後４時（１４日、１５日を除く）／８日午
は、
未納期間となり、受給資格期間に
後１時３０分～２時３０分にセレモニー
含まれませんので、納め忘れのない
を行います場多目的スペース（市庁
ようご注意下さい問同事務所☎０４２
舎１階）
【障がい者雇用セミナー】
・６２６・３５１１
対市内商工業者、人事担当者日１２月
【国民年金保険料の追納ができます】
９日午後２時～４時場ハローワーク町
国民年金保険料の全額免除・一部
田申電話で同会議所へ
免除（一部納付済の方に限る）
・納付
◇
猶予・学生納付特例の承認を受けた
問同会議所☎７２２・５９５７
期間は、保険料の全額を納めた時と
比べて、将来受け取る年金額が少な
●ハローワーク町田～１１月は、労働
くなります。免除等の承認を受けた
保険適用促進強化期間です
期間は、１０年以内
（６５歳未満で老齢
労働者が労働災害や業務上の傷病
基礎年金の受給を開始する前）であ
で働けなくなったとき、失業したと
れば、あとから保険料を納めること
きに備えて、雇い主は従業員の意思
（追納）
で、年金額を増やすことがで
にかかわらず労働保険（労災保険・雇
きます。
ただし、
免除された年度の翌
用保険）に加入することが義務付け
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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。

市立陸上競技場 ネーミングライツ契約を締結

問公園緑地課☎７２４・４３９８

愛称が「町田ＧＩＯＮスタジアム」に決まりました

観客席増設完成予想図

市では、
「観る」スポーツの充実を目的
として、２０２１年２月の完成に向けて同競技
場の観客席を現在の１万席から１万５０００
席に増設する整備を進めています。
この度、新たな財源を確保し、安定的な
施設運営とスポーツの振興を目的とし
て、同競技場に愛称を付与する権利であ
るネーミングライツ（命名権）のスポンサ
ー事業者を募集しました。その結果、
（株）
ギオンが選ばれ、同競技場の愛称が「町田
ＧＩＯＮスタジアム」に決まりました。

【ネーミングライツ概要】
愛称使用期間２０２０年１月１日～２０２６年１２月３１日（７年間）
契約額年額１７００万円

野津田公園拡張区域整備工事を実施しています
野津田公園では、
「町田市第二次野津田公園整備基本計
画」
に基づき、
同公園北側の拡張区域に多目的グラウンドを
整備するための造成工事を行っています。多目的グラウン
ドの完成は２０２２年春を予定しています。
工事は安全を第一に進めます。ご理解ご協力をお願いし
ます。

（株）
ソニー・クリエイティブプロダクツと

「風水害時の避難施設利用に
関する協定書」を締結
問防災課☎７２４・３２１８

やくしで秋を狩る！

１２月８日㈰

問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
１１月２日に閉幕したラグビーワールドカップ２０１９ＴＭ
日本大会で、日本代表は悲願のベスト８進出を果たしま
した。日本代表には、市内のキヤノンスポーツパークを拠
点とするキヤノンイーグルスから田
中史朗選手と田村優選手の２人が選
このイベントは諸事情により中止
出され、勝利に大きく貢献されまし
た。
両選手と、キヤノンイーグルスの
になりました。ご迷惑をおかけし
アリスター・クッツェーヘッドコー
チ、
嶋田直人選手、庭井祐輔選手をお
て申し訳ありません。
招きし、同大会の報告会を開催しま
田中史朗選手
す。
問 スポーツ振興課☎７２４・４０３６
※都合により、登壇する選手等が変
更になる場合があります。
日１２月２日㈪午前１０時～１０時４０分
場町田市民ホール
※公共交通機関をご利用下さい。
申かわせみオンラインチケットで申
し込み。
※申込方法等の詳細は町田市ホーム
ページをご覧下さい。
田村優選手

【お 詫 び】

問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎７２４・４４４２

ブラインドサッカーチャレンジカップ２０１９
ブラインドサッカーの普及と東京２０２０パ
ラリンピック競技大会でのメダル獲得に向け
た強化を目的とした国際親善大会です。
世界ランキング１３位の日本代表と８位のモ
ロッコ代表が公式戦同様の環境で戦います。
日１２月８日㈰午後２時キックオフ
場市立総合体育館
※入場無料です。一部有料席もあります。
※申込方法等の詳細は、
（特）日本ブラインドサ
ッカー協会ホームページをご覧下さい。
【ブラインドサッカー体験会】
ブラインドサッカーは、視覚障がい者と健

常者が力を合わせてプレーする５人制サッカ
ーです。アイマスクを着用し、
「音」や「声」を頼
りにゴールを狙います。
試合観戦前にブラインドサッカーを体験し
てみませんか。
対小学生
日１２月８日㈰午前１０時３０分～１１時１５分
定４０人（申し込み順）
申１１月１９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１９１１１９
Ｃへ。

問観光まちづくり課☎７２４・２１２８

やくしの
“秋”
を探し求める体験イベント
１２月８日まで紅葉まつりが行われている町田薬師池公園四季彩の杜 薬師池で、町田の秋を楽しむイベント
を開催します。
２０２０年４月にオープンする西園（ウェルカムゲート）のＰＲブースも出展します。
※イベントの詳細は、町田市ホームページをご覧下さい。
御休み処

西園の指定管理者「ＮＥＳＴ Ｍａｃｈｉｄａ」の一員である（株）キープ・ウィルダイニングの協力のも
と、町田産のスイーツを販売します。
西園
（ウェルカムゲート）
のＰＲブースもご覧いただけます。
芝生広場で配布するスタンプ帳に、同公園内を回りながら、謎解きをしてスタンプを集め、１枚の
絵を完成させます。アンケートに答えていただいた方に、
「オリジナル手ぬぐい」
または
「ドリンク
チケット※（先着５０人）」をプレゼントします。

日１１月２３日㈷、２４日㈰、午前１０時～午後４時
場同公園芝生広場
「町田薬師池公園四季彩の杜の紅葉」
をテーマに撮影した写真を、インスタグラムまたはツイッターに 交通小田急線町田駅北口ＰＯＰビル先２１番乗
投稿するコンテストです。
優秀賞に選ばれた３人の方に、
「レストラン利用券※」
をプレゼントします。
#ハッシュタグフォトコン
または鶴
参加方法「#薬師池公園フォトコン」を付け、１２月８日までに写真をインスタグラムまたはツイッ り場から本町田経由野津田車庫行き、
川駅行きバスで
「薬師池」
か
「薬師ヶ丘」
下車。
ターに投稿。
秋のクラフト体験（有料） 相模女子大学の学生の指導で、
落ち葉を使ったハーバリウムとデコパージュせっけんを作ります。 ※駐車場は混雑が予想されます。公共交通機
関をご利用下さい。
※ドリンクチケットとレストラン利用券は（株）キープ・ウィルダイニングが運営するレストランで使用できます。
宝探しスタンプラリー

広

告

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

１２

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）。

市では、他自治体や企業等のさまざまな団体と災
害時協力協定を結び、災害に備える対策を行ってい
ます。南町田グランベリーパークのまちびらきに先
立ち、１０月３１日に、
（株）
ソニー・クリエイティブプロ
ダクツと「風水害時の避難施設利用に関する協定書」
を締結しました。この協定により、
台風等による風水
害発生時に、浸水等が想定される地区にお住まいの
方が、南町田グランベリーパーク内のパークライフ
棟を避難施設として利用できるようになりました。

多目的グラウンド完成予想図

キヤノンイーグルスの田中史朗選手
と田村優選手がやって来る

今号の広報紙は、 万９５１部作成し、１部あたりの単価は

２０２２年春に多目的グラウンドが誕生

ラグビーワールドカップ２０１９ＴＭ日本大会の
報告会を開催

