
「まちだの未来」
を創る？！

が子どもの意見

市長と直接話したい！

これがこうなった
方が、

　　　　　　　　
まちだって良くな

い？！

　私たちが住む「まち」の未来は、大人だけで決めて
良いのでしょうか。
　市内の中学・高校生へのアンケート調査で「町田市
の未来を決めるときに、大人だけではなく自分たち
の意見を反映させる機会や仕組みが必要だと思う」
と約8割が回答しました。
　市は、「まちだの未来」に向けた市の施策等につい
て、子どもたちが自由に意見したり、その意見を取り
入れるための仕組みづくりに取り組んでいます。

問 児童青少年課☎☎724・4097
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人口と世帯（外国人含む） 2019年11月1日現在人口 ： 429,052人（ 男：210,062人・女：218,990人）（前月より6人減） ／ 世帯 ： 197,726世帯（前月より168世帯増）



若者視点で をまちだ プロデュースプロデュース

　今年度4回目は、ぱおで実
施しました。和やかな雰囲気
の中で、若者と石阪市長はゲ
ームをしながら町田に関する
ことを話し合いました。

子どもセンターぱおで実施

直接、事業所管課の方と
議論したことは新鮮でし
た。若者として少しでも
町田に貢献できていたら
嬉しいです。

大人だけでは出てこな
い、高校生ならではの意
見が聞けました。こうし
た新しい視点も今後の市
政に必要だと思います。

　1989年に採択され、1990年に発効した
「子どもの権利条約」を市町村レベルで具体化
するプログラムの日本版で、子どもにやさし
いまちづくりができているかを検証する作業
です。町田市は、町田市市民参加型事業評価や
子どもセンターを始めとする子どもの居場所
づくり等が評価されたことがきっかけで、こ
の検証作業に参加しています。

　子どもにやさしいまちづくり事業（CFCI）
の促進と「子どもの権利条約」の採択30周年
を記念し、ユニセフとドイツのケルン市が主
催する「子どもにやさしいまち世界サミット
2019」が10月に開催されました。

　日本代表として市内在住の中学1年生の
海野愛乃さん、高校2年生の立本浩大さん
が、石阪市長と共に出席し、海外の子どもた
ちと英語で意見交換を行いました。世界32

か国65人の子ど
もが参加し、子ど
もの権利や世界
の取り組みにつ
いて学び、子ども

にやさしいまちを
推進するために自
治体が取り組むべ
きことを話し合い
ました。世界の首
長による「子どもにやさしいまちづくり共
同宣言」に反映されるよう、子どもたちが考
える「子どもにやさしいまちを推進するた
めに若者が行うこと」を発表しました。

ユニセフ日本型子どもに
やさしいまちモデル

検証作業に参加しています

　将来を担う世代に地域への関心を高めてもらう取り組みとして、高校
生を中心とした若者世代を対象に、自分たちの住んでいるまちの未来や
夢・希望などを市長と気軽に語り合う会です。　

　市民の皆さんの声を行政経営・行政サービスの向上に生かす
ため、2年に1度、市民参加型の事業評価を実施しています。
　今年度は、高校生世代の声を市政に反映することで、子どもに
やさしいまちを実現するため、高校生世代の若者の話し合いに
よって評価対象事業を選び、すべての事業に評価人として参加
しました。� 市HP �市民参加型事業評価  検索
※評価結果は町田市ホームページ等で公開を予定しています。

　5年後、10年後、20年後という
未来を「大人」だけでなく「これか
ら大人」になる若い皆さんと一緒
に考え、そのアイデアや発想を町
田の魅力創造や発信、市の計画づ
くり等の事業に反映しています。

若者が市長と語る会

町田創造プロジェクト（MSP）

▶新・町田市子どもマスタープラン　▶芹ヶ谷公園“芸術の杜”プロジェクト
▶（仮称）まちだ未来づくりビジョン2040　▶町田市公共施設再編計画

こんな場面で意見が反映されています

「子どもにやさしいまち世界サミット2019」に「子どもにやさしいまち世界サミット2019」に
市内の学生が日本代表として出席しました市内の学生が日本代表として出席しました

町田市市民参加型事業評価

町田にも銭湯が
あるんだよ！

えー！

知らなかっ
たー！

問市民協働推進課☎☎724・4362

問経営改革室☎☎724・2503

　市では、「町田市子ども憲章」の精神を実践する場とし
て「子ども委員会」を組織する等、子どもたちがイベント
等の企画運営に参加できるよう努めています。子ども自

身が「まち」への愛着を持ち、住み続けたいと思える「ま
ち」を目指すため、市の施策に子どもの意見を取り入れる
取り組みを進めています。問児童青少年課☎☎724・4097

市民評価人（高校生）
佐野さん

市民評価人
荻野さん

検証作業の委嘱状交付の様子

2 2019．12．1 広報まちだは1日・15日の月2回発行です
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健康案内健康案内
胸部エックス線健診
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上で、
健診受診希望日の前後１年間、胸部エ
ックス線検査を受ける機会のない方
日１月８日、２月５日、３月４日、いずれ
も水曜日午前１０時～１１時
場町田市保健所（中町庁舎）
定各２０人（申し込み順）
申健診受診希望日の１週間前までに、
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）へ。
問保健予防課☎７２２・７６３６

募　集募　集
介 護 相 談 員
　介護保険施設等を、月に４～６か所
訪問して相談に応じ、月１回の連絡
会に参加します。
対市内在住の方＝若干名
報酬訪問１件につき４０００円
選考１次＝論文、２次＝面接（１次合格
者のみ、１２月２４日予定）
申募集要項をお送りしますので、１２

月９日午後５時までに介護保険課へ
ご連絡下さい（募集要項は、町田市ホ
ームページでダウンロードも可）。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
問介護保険課☎７２４・４３６６
２０２０町田さくらまつり～尾根緑道
会場
出店・出展・出演団体
対市内で活動する市民団体等
日４月４日㈯午前１０時～午後４時、５
日㈰午前１０時～午後３時３０分
【模擬店・キッチンカーによる出店】
　１月１０日㈮に説明会を行います。
申請書類の配布・説明を行いますの
で代表者は必ず出席して下さい。無
断欠席はキャンセルとなります。
※申し込みは１団体１出店のみです。
※環境に配慮した指定の容器（リユ
ース食器・リサイクル容器）を使用し
ていただきます（容器代は別途必要）。
○模擬店コーナー
内飲食物及び物品の販売
定２０団体以内（抽選、結果は１２月下
旬に通知）
※事業者は出店できません。
※実行委員会が募集対象外と判断し

た場合、出店をお断りする場合があ
ります。
費１団体４万円
○キッチンカー
内飲食物の販売
定５台（抽選、結果は１２月下旬に通知）
費１車両２万円（２日間）
【ＰＲコーナー出展】
内展示、サンプル配布等
※販売を行う場合は模擬店コーナー
出店に応募して下さい。
定５団体程度（抽選、結果は１月１５日
ごろ通知）
費１団体１万５０００円
※申し込みは１団体１出展のみです。
【ステージ出演】
出演時間２０分程度
定各日５団体程度（抽選、結果は１月
１５日ごろ通知）
費１団体５０００円
※申し込みは１団体１出演のみです。

◇
申募集要項を参照のうえ、応募用紙に
記入し、添付資料とともに１２月２５日
まで（消印有効）に直接または郵送で
町田さくらまつり実行委員会事務局
（観光まちづくり課〔市庁舎９階〕）へ。
※募集要項と応募用紙は観光まちづ
くり課で配布しています（町田市ホ
ームページでダウンロードも可）。
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８
中央図書館
展 示 会 作 品
　来年５月から入替制で、中央図書
館４・５階展示コーナーで展示する作

品を募集します。
対絵、写真等で展示可能な作品が２２
点以上ある、市立図書館の利用登録
要件に該当する方、またはその方を
代表とする団体
申申込用紙（各市立図書館に有り）に
記入し、作品の写真１枚以上（サービ
ス判で可、返却はしません）を添え
て、１月３１日まで（必着）に、直接また
は郵送で中央図書館４階カウンター
（〒１９４－００１３、原町田３－２－９）
へ（結果は２月中に通知）。
※応募は１人（１団体）１件までです。
問中央図書館☎７２８・８２２０

お知らせお知らせ
策定しました
東京における都市計画道路
の在り方に関する基本方針
　東京都と特別区及び２６市２町は、
優先整備路線等を除く未着手の都市
計画道路について、協働で調査・検討
を進め、都市計画道路の見直しに関
する検証手法や個々の路線の計画変
更等の対応方針を示した基本方針を
策定しました。
　基本方針は、東京都都市整備局及
び都内の各区市町のホームページ、
都民情報ルーム（都庁第一本庁舎３
階）及び都内の各区市町の窓口で閲
覧できます。
問同局都市基盤部街路計画課☎０３
・５３８８・３３７９、町田市道路政策課☎
７２４・１１２４

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

看護師 10人程度 看護師の資格を有し、看護師業務の職務経験を3年以上有する方 ○受け付け＝
12月2日㈪～
1月6日㈪
午後5時まで
（必着）

○試験日＝
1月25日㈯

4月1日

助産師

いずれも
若干名

助産師の資格を有し、助産師業務の職
務経験を3年以上有する方

薬剤師
（治験支援室）

薬剤師の資格を有し、病院を含む民間
企業等において治験支援業務に関す
る職務経験を2年以上有する方

栄養士
（任期付き）
※任期は3年。

管理栄養士の資格を有し、病院におい
て管理栄養士業務に関する職務経験
を2年以上有する方

※�試験実施要項・受験申込書は同病院ホームページでダウンロードできます（同病院でも配布）／
郵送・持ち込みは同病院総務課へ／受験資格、採用条件等は募集要項を十分に確認して下さい。

町田市民病院職員募集
町田市民病院　採用 検索

問同病院総務課
☎７２２・２２３０（内線７４１２）

公開している会議　傍聴のご案内
�

会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み
町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

12月９日㈪午
前10時～正午

市庁舎2階会議
室2－2

3人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報
課（☎７24・８40７）へ

町田市長期計画審議
会

12月16日㈪午
後5時～７時

市庁舎2階会議
室2－1

10人
（先着順）

直接会場へ問企画政策
課☎７24・2103

町田市教育委員会定
例会

12月20日㈮
午前10時から

市庁舎10階会
議室10－3～5

直接会場へ問教育総務
課☎７24・21７2

町田市立学校適正規
模・適正配置等審議会

12月20日㈮
午後2時から

市庁舎3階会議
室3－2・3

直接会場へ問教育総務
課☎７24・21７2

パブリック
コメント
予　告

　１２月１６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。

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

案 件 名 新・町田市子どもマスタープラン【後期】（案）
募集期間 12月16日㈪~1月15日㈬

案の公表
方法

・本紙12月15日号に概要を掲載
〈12月16日以降〉
・町田市ホームページに詳細を掲載
・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
提出方法

・郵便　・FAX　・Eメール
・子ども総務課（市庁舎2階）ほか、指定の窓口への提出

担 当 課 子ども総務課☎７24・2８７6

　令和元年（２０１９年）第４回市議
会定例会（１２月議会）が１１月２９日
に開会されました。今議会には令
和元年度（２０１９年度）一般会計補
正予算など４４議案が提出されま
した。
　議案等の内訳は予算２件、条例
２６件、契約３件、損害賠償２件、町
区域４件、その他７件となっていま
す。会期は今月２３日までです。

予 算 案
　今回の補正予算では、９月の台
風１５号及び１０月の台風１９号によ
る被害があった学校施設、公園、そ
の他公共施設等の復旧対応を迅速
に行うために、多額の予備費を要
したことから、今後の不測の事態
に備えるために、予備費を増額し
ます。補正額は、一般会計が９億８２
１４万３千円、特別会計が２千万円、
合計で１０億２１４万３千円です。
　主な内容は次のとおりです。
【子育て・教育環境のさらなる充実
を目指して】
◯小・中学校体育館における児童
・生徒の熱中症対策を図るととも
に、災害時における市民の避難場
所としての機能を強化する「小・中
学校体育館空調設備設置事業」
◯国の補助金を活用して、小学校
校舎外壁等の改修による防災機能
の強化や、防火シャッターの改修
など、老朽化対策のための改修工
事を一部前倒しで実施する「小学
校校舎等改修事業」
◯２０２１年４月から始める学童保
育クラブでの高学年児童（４～６年
生）の受け入れに向けて、町田第一
小学校区学童保育クラブを増築す
る「学童保育クラブ整備事業（債務
負担行為の設定）」
【賑わいのあるまちづくりのため

に】
◯２０２０年に開催される東京
２０２０オリンピック・パラリンピ
ック大会期間中に、市民や市外か
ら来訪される方とともに選手・チ
ームを応援するため、パブリック
ビューイングなどを実施する「東
京２０２０オリンピック・パラリン
ピック大会気運醸成事業（債務負
担行為の設定）」

条 例 案
◯地方創生応援税制（企業版ふる
さと納税）による企業からの寄附
金を適正に管理することを目的と
して、まち・ひと・しごと創生基金
を設置するため制定する「町田市
まち・ひと・しごと創生基金条例」
◯鶴川駅南土地区画整理事業を開
始することに伴い、特別会計を設
置するため、所要の改正をする「町
田市特別会計条例の一部を改正す
る条例」
◯成年被後見人等の権利の制限に
係る措置の適正化等を図るための
関係法律の整備に関する法律の趣
旨を踏まえ、関係する規定を整理
するため、所要の改正をする「町田
市消防団に関する条例の一部を改
正する条例」
◯町田市営住宅への入居手続に際
して、連帯保証人を不要とするた
め、所要の改正をする「町田市営住
宅条例の一部を改正する条例」
◯「町田都市計画鶴川駅南地区地
区計画」の都市計画決定及び「町田
都市計画鶴川駅前地区地区計画」
の都市計画変更等に伴い、関係す
る規定を整備するため、所要の改
正をする「町田市地区計画の区域
内における建築物の制限に関する
条例の一部を改正する条例」
など２６条例です。

１２月議会が開会　補正予算などを審議
問総務課☎７２４・２１０４



4 2019．12．1 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 問問い合わせ凡例 市HP町田市ホームページ

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 検索町田市立図書館移動図書館“そよかぜ号”ご利用下さい！

お知らせお知らせ
配布しています

ハ ー ト ペ ー ジ２０１９～ 
２ ０ ２ ０ 年 ・ 町 田 市 版

　介護サービス事業者の情報を始
め、介護保険制度の説明やサービス
の利用相談窓口等を紹介した「ハー
トページ２０１９～２０２０年・町田市
版」を次の場所で配布しています。
配布場所介護保険課・高齢者福祉課

（市庁舎１階）、各市民センター、各高
齢者支援センター
問介護保険課☎７２４・４３６４
国保・後期・介護の

納付済額通知をお送りします
　国民健康保険税・後期高齢者医療
保険料・介護保険料は、確定申告の社
会保険料控除の対象となります。
２０１９年中に町田市に支払われた保
険税（料）については、１月下旬に納
付済額通知を郵送します。申告書類
作成の資料としてご利用下さい。
　年末調整などのため早めに必要な
場合は、窓口または電話でお問い合
わせ下さい。
問国民健康保険税について＝納税課
収納係☎７２４・２１２１、後期高齢者医
療保険料について＝保険年金課高齢
者医療係☎７２４・２１４４、介護保険料
について＝介護保険課保険料係☎
７２４・４３６４
関係図書をご覧（縦覧）いただけます
～町田都市計画事業　鶴川駅南土地
区画整理事業の

事 業 計 画
　土地区画整理法第５５条第１項の規
定に基づき、町田都市計画事業鶴川

駅南土地区画整理事業の事業計画の
縦覧を行います。
　利害関係者で同事業計画について
意見がある場合は、東京都知事に意
見書を提出できます。
対利害関係者
縦覧期間・場所１２月３日㈫～１５日
㈰、午前９時～午後５時＝和光大学ポ
プリホール鶴川３階練習室３、１２月
１６日㈪午前９時～午後５時＝地区街
づくり課（市庁舎８階）
意見書の提出１２月３日～３０日（消印
有効）に、直接または郵送で東京都都
市整備局市街地整備部区画整理課

（〒１６３－８００１、新宿区西新宿２－８
－１、東京都庁第二本庁舎１１階中央、
☎０３・５３２０・５４４４）へ（直接持参の
場合は１２月２７日まで〔土・日曜日を
除く〕）。
問地区街づくり課☎７２４・４２１４

町 田 市 要 約 筆 記 者 
登 録 試 験

　聴覚障がいのある方の情報保障を
援助する要約筆記者の登録試験を実
施します。
対福祉に理解のある市内在住、在勤、
在学の、２０２０年４月時点で２０歳以
上で、要約筆記者養成課程修了相当
の方
日２月１６日㈰午後１時から
場市庁舎
内筆記・実技試験、面接
申申込書（障がい福祉課〔市庁舎１
階〕、障がい者支援センター、町田ボ
ランティアセンターで配布、町田市
ホームページでダウンロードも可）
に記入し、１２月２０日まで（必着）に
直接または郵送で、障がい福祉課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問障がい福祉課☎７２４・２１４８

地域のイベントや学習活動にご活用
下さい

生涯学習ボランティアバンク
　生涯学習ボランティアバンクは、
自身の知識や経験、特技などを地域
の講師役として社会に役立てたいと
考えている市民の方や団体と、学習
活動のサポートを必要としている市
民団体との橋渡しを行う制度です。
※利用方法や登録講師の情報等の詳
細は、各市民センター等で配布の登
録講師ガイドまたは町田市ホームペ
ージをご覧下さい。
対市内在住、在勤、在学の方が半数以
上を占める３人以上の団体

【生涯学習ボランティアバンクの登
録講師を募集しています！】
　活動内容について知識、技術、経験
があり、市民団体やサークル等に対
して講義・実技指導などボランティ
アとして支援ができる個人または団
体であれば、生涯学習ボランティア
バンクの講師として登録できます。
まずは、ご相談下さい。
問生涯学習センター☎７２８・００７１
ＦＣ町田ゼルビア

Ｊ２リーグ２０１９シーズン終了
　Ｊ２リーグ２０１９シーズンが終了
し、ＦＣ町田ゼルビアは来季もＪ２リ
ーグを戦場として戦うことが決定し
ました。
　今季は思うような結果を残せませ
んでしたが、この悔しさをバネにゼ
ルビアはＪ１昇格を目指して２０２０シ
ーズンを戦います。ぜひスタジアム
においでいただき、熱い声援で選手
の背中を後押ししていただけますよ
う、引き続き応援よろしくお願いし
ます。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

町田市自然休暇村　せせらぎの里～
６月分の

利 用 受 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１２月１日午前８時３０分から電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ

（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）。
※６月２日、９日、１０日、１６日、２４日、
２５日、３０日は利用できません。
大地沢青少年センター～６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１２月７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。
※６月２日、９日、１６日、２３日、３０日は
利用できません。

年末年始は道路工事を控えます
　年末年始の交通渋滞緩和や事故防
止のため、１２月２６日㈭～１月５日㈰
は、市が管理する道路の工事を抑制
します。
　期間中は原則、道路の維持管理作
業、警察が管理する施設の工事、ライ
フライン等の緊急工事以外の工事は
行いません。
　なお、町田駅周辺の繁華街地区は、
１２月２１日㈯～２５日㈬の昼間も道路
工事を抑制します。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
問道路管理課☎７２４・１１４９

市税に関するお知らせ

軽自動車税の改正
【グリーン化特例の延長】
　３輪以上の軽自動車のうち、一定
の環境性能を有する車両について、
取得（新車新規登録）の翌年度課税分
の種別割税率を軽減するグリーン化
特例が２年間（平成３１年４月１日～令
和３年３月３１日の新車新規登録分）
延長されました（表１参照）。
市HP 軽自動車税　  検索
問市民税課☎７２４・２１１３

法人市民税の改正
【電子申告の義務化】
　令和２年４月１日以降に開始する事
業年度から、大法人（資本金が１億円
超の法人等）が行う法人住民税及び

法人事業税の申告は、電子申告（ｅＬＴ
ＡＸによる提出）が義務化されました。

【法人税割税率の変更】
　市内に事務所や事業所などを有す
る法人は、令和元年１０月１日以降に
開始する事業年度から、法人市民税
の法人税割の税率が変更になりまし
た（表２参照）。

◇
問市民税課☎７２４・３２７９

申告をお願いします
【償却資産（固定資産税）】
　市内で事業を営む法人及び個人の
方は、令和２年１月１日現在所有する
土地・家屋以外の事業用の資産（法人
税、所得税の確定申告で減価償却の
対象となる構築物、機械及び装置、船

舶、航空機、運搬具、工具・器具及び備
品）の申告が義務付けられています。
申告期限１月３１日㈮まで
受付場所資産税課償却資産係（市庁
舎２階）
※各市民センター、木曽山崎連絡所、
各駅前連絡所でも提出できますが、
内容については資産税課へお問い合
わせ下さい。
※対象者には申告書を送付しまし
た。１２月１２日までに届いていない
方や新たに事業を始めた方はお問い
合わせ下さい。
問資産税課☎７２４・２１１９

【事業所税】
対次のいずれかに該当する法人また
は個人の方　①市内の事業所等の床
面積合計が１０００平方メートルを超

表１　グリーン化特例適用税率
種　別 電気軽自動車・天然ガス軽自動車 ガソリン軽自動車またはハイブリッド軽自動車

税率（額）A 税率（額）B 税率（額）C
軽3輪 1000円 2000円 3000円

軽4輪
乗用 自家用 2700円 5400円 8100円

営業用 1800円 3500円 5200円

貨物 自家用 1300円 2500円 3800円
営業用 1000円 1900円 2900円

税率（額）A＝平成21年排出ガス基準窒素酸化物10％以上低減または平成30年排出ガス規制適合車
税率（額）B＝乗用：令和2年度(平成32年度)燃費基準+30％達成車、貨物用：平成27年度燃費基準+35％達成車
税率（額）C＝乗用：令和2年度(平成32年度)燃費基準+10％達成車、貨物用：平成27年度燃費基準+15％達成車
※�税率（額）B・Cは、いずれも平成17年排出ガス基準75％低減達成車（★★★★）または平成30年排出ガス基準50％低
減達成車（★★★★）に限ります。
※燃料基準の達成状況については、自動車検査証の備考欄に記載されています。

表2　法人市民税（法人税割）の税率
法人等の区分 税　率

変更前 変更後
資本金の額または出資金の額が1億円
を超える法人（相互会社を含む） 12.1% 8.4%

上記以外の法人 9.7% 6.0%

える②市内の事業所等の従業者数合
計が１００人を超える
申告期限法人＝事業年度終了の日か
ら２か月以内、個人＝事業を行った
年の翌年の３月１５日まで
問資産税課☎７２４・２１１８

固定資産税・都市計画税の
お知らせ

【ご存じですか？非課税制度】
　所有している土地をセットバック
して、公共の道路として不特定多数
の方の利用に提供している場合は、
申告により翌年度から非課税となる
場合があります。
　非課税申告書にセットバック部分
の面積が分かる測量図（測量資格を
有する方の作成した図面に限る）を
添えて提出して下さい。現地調査を
行い、非課税の可否を決定します。
※プランターを置いたり、駐車場に
するなど、利用が妨げられている場
合は非課税になりません。
問資産税課☎７２４・２１１６
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催し・講座催し・講座
おいしく！楽しく！健康に！

男 性 料 理 教 室
対市内在住の６５歳以上の料理初心
者の男性で、全回参加できる方
日１月１０日㈮、１７日㈮、２３日㈭、午
前１０時～午後１時、全３回
場町田市民フォーラム
定２０人（抽選、結果は１２月２４日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申１２月４日正午～１０日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９１２０４Ａへ。
※当日の詳細は町田市シルバー人材
センター（☎７２３・２１４７、受付時間
＝午前９時～午後４時）へお問い合わ
せ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
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センター（☎７２８
・００７１）へ。
生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催～３水スマイルラウンジ

古 墳 時 代 の 鶴 川
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（家形彫刻
を有する横穴）のお話】
　鶴川地区では古墳時代の横穴墓

（崖面に横穴を掘って造った墓）が数
多く確認されています。中でも、下三
輪玉田谷戸横穴墓群には墓の内部に
家の柱や梁

はり

を浮き彫りで表したもの
があり、都内では唯一のものです。生
涯学習総務課文化財係の学芸員が紹
介します。
日１２月１８日㈬午前１０時～１１時、午
後１時～２時
場和光大学ポプリホール鶴川３階多
目的室
問生涯学習センター☎７２８・００７１
生涯学習センター～親子同室で

１年生ママのスペシャル 
き し ゃ ポ ッ ポ
対市内在住の８か月までの乳児を育
てている方で全回参加できる親子
日①１月１５日②１月２２日③１月２９日
④２月５日、いずれも水曜日午前１０
時～正午、全４回
場同センター
内①親子ベリーダンスでリフレッシ
ュ②ライフプランニング講座・お金
の話③スマホで“可愛く” “美味し
く”撮れるコツ④絵本でビブリオバ
トル・おすすめし合いましょう
定１０組（申し込み順）
申１２月２日午前９時から電話で同セ
ンター（☎７２８・００７１）へ。
私、知ってます！町田の良い道、良い
場所、良い出会い！

ワ ー ク シ ョ ッ プ
　市では、ありのままの風景を歩く

「フットパス」による観光まちづくり
を推進しています。紹介したい道や
場所、出会いについて語りませんか。
日１２月１４日㈯午後２時～３時３０分
場町田市民文学館
定１５人（申し込み順）
申１２月３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１９１２０３Ａへ。
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８
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１２月７日、１４日、いずれも土曜日
午後１時～５時（１人１時間）
申参加希望日の３日前までに同セン
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①１２月３日㈫午後２時～３時３０分
②１２月３日㈫午後３時４５分～５時１５
分③１２月１０日㈫午後２時～３時３０
分④１２月１０日㈫午後３時４５分～５
時１５分
内①応用・経営～店舗経営における
マネジメント手法②応用・財務～財
務は楽しい（実際にどうやって会計
業務をすれば良いの？）③応用・人材
育成～初めて採用する時に押さえる
べきポイント④応用・販路開拓～展
示会・見本市で顧客を獲得するポイ
ント
講①コ　クリエイション　ジャパン
・米山淳子氏②石田総合会計事務所
・石田芳文氏③（株）ウィルパートナ
ーズ・藤田知哉氏④（株）ウィルパー
トナーズ・辺見香織氏
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。

◇
対創業予定の方、創業して間もない
方等
場同センター
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎７２４・２１２９
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。１２月の特別プログラムは

「ミニ門松」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１２月８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１００～５２０円（参加プログラムに
よって異なる）
問同センター☎７８２・３８００
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１２月１９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＝「ドリア
ン助川」／おはなし＝「クリスマスの
りんご」（ルース・ソーヤー作）、「山椒
大夫」（森鷗外作）
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、１２月３日午前
９時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。

連 句 入 門 講 座
【みんなで楽しむ言葉の脳トレ】
対全回出席できる連句初心者（初受
講者優先）
日１月２１日㈫、２８日㈫、２月４日㈫、
１１日㈷、１８日㈫、午前１０時～正午、
全５回
場町田市民文学館
内連句についての講義と実作体験、
グループワーク
講和光大学教授・深沢眞二氏
定２０人（申し込み順）
申１２月３日午前９時から電話で同館

（☎７３９・３４２０）へ。

同センター
ホームページ

まちだ 未来 ビジネスアイデアコンテスト２０１９

最終審査会を開催します
問町田新産業創造センター☎８５０・８５２５、町田市産業政策課☎７２４・２１２９

市が所有している土地を一般競争入札で売却します
問市有財産活用課☎７２４・２１５１

税金滞納許しません！
１２月は「オール東京滞納ＳＴＯＰ強化月間」

問納税課☎７２４・２１２２

　まちだ 未来 ビジネスアイデア
コンテストは、ユニークなアイデ
アや技術を持つ学生、起業家等と、
地元の企業を結び付け、新たなビ
ジネスの創造を目指すコンテスト
です。
　参加企業が抱える課題に対し
て、多くの方からビジネスアイデ
アの応募がありましたが、最終審
査会では１次審査を通過した７人
が、自身のビジネスアイデアをプ
レゼンテーションします。どなた
でも参加できますので、ぜひおい

で下さい。
日１２月１４日㈯午後２時３０分～６
時３０分
場コワーキングスペースＢＵＳＯ　
ＡＧＯＲＡ（原町田６－９－８、ＡETＡ
町田４階）
参加企業小田急電鉄（株）、ＦＣ町田
ゼルビア、ＡＳＶペスカドーラ町
田、アイワ広告（株）、（株）Ｆ－Ｄｅｓｉ
ｇｎ、プラス（株）〔TＳＵ
TＡＹＡ町田木曽店〕、

（社福）みずき福祉会
町田福祉園

　入札参加案内、契約条件等の詳
細は、「市有地売却のご案内」をご
覧下さい。
※案内書は市有財産活用課（市庁
舎５階）で配布します（町田市ホー
ムページでダウンロードも可）。郵
送希望の方は早めにお問い合わせ
下さい。

入札参加資格個人及び法人
入札日１月１６日㈭
場市庁舎
申１２月２日～２５日に直接市有財
産活用課へ。
※郵送の場合は１２月２０日まで

（消印有効）に提出して下さい。

　東京都と区市町村では、安定し
た税収確保と納税義務の公平性確
保を目指し、１２月を「オール東京
滞納ＳTＯＰ強化月間」と位置づけ
ています。都と区市町村が連携し、
広報や催告による納税の推進、財
産の差し押さえやタイヤロック、

捜索等を実施する徴収対策に取り
組んでいます。
　町田市も、この強化月間に積極
的に参加しています。引き続き、期
限内納付へのご理解ご協力をお願
いします。

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

にメールを配信します。
日１２月４日㈬午前１１時ごろ
内「これはJアラートのテストで
す」という音声を３回繰り返し放送
市HP Jアラート  検索

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

売却予定物件
物件
番号 所在・地番 地　目 地積

（㎡） 用途地域 建ぺい率
（％）

容積率
（％）

最低売却価格
（万円）

1 南町田四丁目
343番6 雑種地 93.00 第二種中高層

住居専用地域 50 150 1134

2 南町田四丁目
337番4 外 宅地 151.29 第二種中高層

住居専用地域 50 150 1906

※事情により売却を中止、または一部変更する場合もあります。
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催し・講座催し・講座
町田産新鮮野菜の販売
　いずれも売り切れ次第終了です。

【日曜朝市】
　お買い物券が当たる
福引もあります。
日１２月１５日㈰午前７時
３０分～８時３０分
場教育センター駐車場

【市役所まち☆ベジ市】
日１２月１６日㈪午前１１時～午後１時
場市庁舎前

◇
問農業振興課☎７２４・２１６６

消 費 生 活 セ ン タ ー
【くらしに役立つ学習会～食品表示
をどうみる？パンの乳化剤不使用表
示の例から学ぶ】
対市内在住、在勤、在学の方
日１２月２０日㈮午前１０時～正午
講（一社）ＦＯＯＤ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴ

ＩＯＮ　ＣＯＭＰＡＳＳ代表・森田満樹氏
定４０人（申し込み順）
申１次受付＝１２月１日正午～２日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード１９１２０３Ｂへ／２次受付＝１２
月３日正午～１５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１２月１日正
午から併せて申し込みを。

【ホール講演会～絵本作家・真珠まり
こが語る　もったいないばあさん
“かわをゆく”】
　地球環境を守り、物を大切にする
ことの重要性について考えます。
※大人向けの講演会ですが小学生以
上のお子さんを連れて入場できま
す。
日１月１９日㈰午後１時３０分～３時
講絵本作家・真珠まりこ氏
定１８８人（申し込み順）
申１次受付＝１２月１日正午～２日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード１９１２０３Ｃへ／２次受付＝１２
月３日正午～１月６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８人）は１２月１日正
午から併せて申し込みを。親子室利
用希望者（１歳未満児とその保護者、
申し込み順に６人）は１２月３日正午
から電話で要予約。

【くらしに役立つ料理教室～国産大
豆でみそ作り】
　遺伝子組み換え食品の現状と表示
を学び、国産大豆でみそを作ります。
対市内在住、在勤、在学の方
日１月２１日㈫、２月５日㈬、午後１時～
３時（各回とも同一内容）
講コンシューマー技術教育研究会・
福岡ひとみ氏
定各２４人（抽選）
費９００円（材料費）
申往復ハガキ（１人１枚）に、講座名・参
加希望日（第１・第２希望）・住所・氏名
・電話番号・在勤または在学の方は
その旨を明記し、１２月１３日まで（消
印有効）に消費生活センター（〒１９４

－００１３、原町田４－９－８、町田市民
フォーラム３階）へ。保育希望者（１歳
以上の未就学児）は、保育希望の旨と
子どもの氏名・年齢（２歳以下は月齢
まで）・性別を併せて明記して下さ
い。
※１月１０日までに抽選結果が届かな
い場合は、お問い合わせ下さい。

◇
場町田市民フォーラム
問消費生活センター☎７２５・８８０５

●東京都住宅供給公社からのお知ら
せ
　詳細は各募集案内を参照配布期間
１２月２日から①１２月１１日まで②１２
月１０日まで配布場所市庁舎１階総合
案内、各市民センター、木曽山崎連絡
所、各駅前連絡所、同公社町田窓口セ
ンター等（各施設で開所日時が異な
る）／配布期間中に限り、同公社ホー
ムページでダウンロードも可

【①公営住宅入居者募集】
　市営住宅（一般世帯家族向〔３人以
上向〕＝６戸）、単身者向シルバーピ
ア＝１戸、車いす使用者世帯向＝２
戸、都営住宅地元割当(一般世帯家族
向＝１０戸)

【②東京都施行型～都民住宅入居者
募集】
　都内に居住等、要件有り。同時期に
募集する市営住宅・都営住宅とは住
宅の種類が異なります

◇
申郵送で１２月１３日まで（いずれも

必着）問同公社都営住宅募集センタ
ー①☎７１３・５０９４②☎０３・３４９８・
８８９４
●自衛隊町田募集案内所～自衛官候
補生募集
　年間を通じて募集中。詳細は同案
内所へお問い合わせいただくか、自
衛隊東京地方協力本部ホームページ
を参照対採用予定月の１日現在、１８
歳以上３３歳未満の方（ただし、３２歳
の方は採用予定月の１日から起算し
て３か月後に達する日の翌月の末日
現在、３３歳に達していない方に限
る）試験日①１２月７日②１２月８日③
２月２日④２月１６日（女性は②③の
み）問同案内所☎７２３・１１８６
●都立八王子盲学校～令和2年度幼
稚部（3～5歳児）・高等部（普通科、理
療科〔はりきゅうマッサージ師養成
課程〕）入学生募集
　願書配布中。入学相談は１月２８日
～３０日に実施／詳細は同校へお問
い合わせを対都内在住で視覚障がい
のある方／幼稚部では０歳児からの
育児相談も有り問同校☎０４２・６２３
・３２７８

情報コーナー
南多摩３市観光連携プロジェクト

問観光まちづくり課☎7２４・２１２８

ふれあいいちょう館（鶴川） 
休 館 の お 知 ら せ
　設備改修工事のため、１２月９日
㈪～２月２８日㈮は休館します。な
お、休館期間は長寿号の運行ルー
トも変更になります。変更後の運
行ルートの詳細はお問い合わせ下
さい。
　ご理解ご協力をお願いします。
問同館☎７３５・５０２０

　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、各種イベントを開催し
ます。

【①冬の公園を巡る南多摩3市観
光バスツアー】
　稲城・多摩・町田市の冬の公園を
巡ります。
対稲城・多摩・町田市に在住、在勤、
在学の方
日１２月１１日㈬午前９時～１１時３０
分ごろ、集合は京王相模原線稲城
駅南口ロータリー、解散は町田薬
師池公園四季彩の杜薬師池
定２０人（抽選、結果は１２月５日に
連絡）

【②観光セミナーＩＮ多摩センター】
　ＳＮＳの楽しみ方や効果的な写真
の撮り方・発信方法をインスタグ

ラマーから学び、観光資源の発信
方法について考えます。
日１２月１５日㈰午後１時～４時
場多摩市立複合文化施設パルテノ
ン多摩（多摩市）
定１０人（抽選、結果は１２月１２日ま
でに連絡）

◇
申①「南多摩３市観光バスツアー」
②「観光セミナーＩＮ多摩センタ
ー」と書き、住所・氏名・携帯電話番
号・年齢・性別・同行者氏名を明記
し、①１２月４日まで②１２月１０日
まで（いずれも必着）に、ハガキ、Ｆ
ＡＸまたはＥメールでＪＴＢ東京多摩
支店（〒１９０－００２３、立川市柴崎
町２－１２－２４、ＭＫ立川南ビル３
階、返０４２・５２１・５５５８遍ｍｉｎａｍｉ
ｔａｍａ＠ｊｔｂ．ｃｏｍ）へ。

市HP 暮らしに関する相談 検索暮らしに関する相談 各種相談①～⑬は、「町田市わたしの便利帳2019」52～58ページを参照

名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談 月～金曜日 相談時間はお問い合わせ下
さい 市内在住の方 前週の金曜日から電話で予約

電話で市民相談室
（☎７2４・2102）へ

②交通事故相談 11日㈬

午後1時３0分～４時

相談日の1週間前から電話で予約
③人権身の上相談（人権侵害などの問題） ６日、1３日㈮

市内在住の方

電話予約制（随時）
④国税相談 ３日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）
⑤不動産相談 10日㈫
⑥登記相談 5日㈭
⑦行政手続相談 12日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 ４日㈬
⑨少年相談 10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
⑩国の行政相談 ３日㈫

午後1時３0分～４時 直接市民相談室（市庁舎1階）へ
⑪建築・耐震相談 ４日㈬
⑫電話による女性悩みごと相談（家庭、
人間関係、女性への暴力、ＬＧＢＴ等）

月～土曜日
（祝休日、第３水曜日を除く）

午前9時３0分～午後４時
（水曜日のみ午後1時～8時）

市内在住、在勤、在
学の方

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

⑬消費生活相談 月～土曜日
（祝休日を除く）

午前9時～正午、
午後1時～４時

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

⑭空家に関する相談
（弁護士・宅地建物取引士） 9日㈪ 午前9時～正午

（相談時間は50分）
市内に家屋を所有
の方（空家・居住中
問わず）

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



72019．12．1催しや講座など、申込方法の記載がない場合は直接会場へおいで下さい。

防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 ! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス  検索町田市メール配信サービス

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【ニュースポーツ体験教室】
対１８歳以上の方日１月１０日～３月６
日の金曜日（２月７日、１４日を除く）、
午前１０時～１１時３０分、全７回内ド
ッヂビーやラダートレーニング等の
ニュースポーツを体験定２０人（抽
選）費２３００円
【初心者ヨガ教室】
対１８歳以上の方日１月９日～３月１２
日の木曜日、午前９時３０分～１１時、
全１０回定５０人（抽選）費３４００円

◇
申同館ホームページで申し込み
●野津田公園☎７３６・３１３１
【リフレッシュヨガ教室～ヨガ
で心と身体をリフレッシュ】
対２０歳以上の方（子どもの同伴も
可）日１月２０日～３月３０日の月曜日
（２月２４日を除く）、午前１０時１５分
～１１時４５分、全１０回講アシュタン
ガヨガインストラクター・内田広美
氏定３０人（申し込み順）費６０００円
（保険料込み）、ヨガマット貸し出し
＝１００円（初回無料）、持参も可申電
話で同公園へ（受付時間＝午前９時
～午後５時、土・日曜日、祝休日も可）
●市立室内プール☎７９２・
７７６１
【幼児スクールＡ（火・木コー
ス）Ａ・Ｂ（水コース）、小学生スクール
Ａ～Ｃ（火・木コース）Ａ・Ｂ（水コース）】
対４～６歳の未就学児・小学生日①火
コース＝１月７日～３月１７日（２月１１
日を除く）②水コース＝１月８日～３
月１８日③木コース＝１月９日～３月
１９日、午後３時３０分～７時４５分、Ａ
～Ｃ各１時間（要問い合わせ）、①全
１０回②③全１１回定４～６歳の未就学
児３０人、小学生６０人／抽選費①
８０００円②③８８００円申往復ハガキ
に必要事項を明記し、１２月１７日ま
で（必着）に同プールへ
●子ども創造キャンパス
ひなた村☎７２２・５７３６
【①たきびのじかん】
　小学３年生未満のお子さんは保護
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）内たき木を拾い、たき火体

験（焼く物や軍手等の持参も可）
【②げんきっずスペシャル～やきい
も体験】
対幼児とその保護者日１２月１９日㈭
午前１０時３０分～正午／雨天・強風
時は通常の室内プログラム（無料）に
変更定１５組（申し込み順）費１００円
（お芋１本につき）
【③ネイチャークラブ～ひなた村の
木を使って、年賀状を送ろう！】
対市内在住、在学の小学生日１２月
２２日㈰午前１０時～午後１時定２０人
（申し込み順）費２００円

◇
申①直接会場へ②③１２月１日午前
１０時から電話でひなた村へ／その
他の講座やワークショップは、ひな
た村ホームページ等をご覧下さい
●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・スノーボードをします。
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
タルもできますので、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２
月１日㈯午前７時～２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１２
月１日午前８時３０分～１５日午後５時
に電話で自然休暇村（錆０１２０・５５・
２８３８）へ／１月２２日以降の取り消
しはキャンセル料が必要です

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。

子どものイベントカレンダー
詳細は、お問い合わせいただくか、町田市ホームページ、またはまちだ子育てサイトをご覧下さい。

●子どもセンターぱお☎７７５・５２５８
【ぱおのあったか冬フェスタ】
日１２月１４日㈯午前１０時～午後３時
場ぱお内子ども委員会によるゲーム
コーナー、おはなしコーナー、工作コ
ーナー、ステージ発表、模擬店（午前
１１時から、有料）等
●町田市民文学館☎７３９・３４２０

【ことばらんどのクリスマスおたの
しみ会】
対３歳～小学生とその保護者日１２月
２１日㈯午前１０時３０分～１１時３０分
場同館内体や声を使った言葉遊びや
リズム運動講音楽教室講師・橋本進
吾氏定５０人（申し込み順）申１２月３
日正午から電話で同館へ

  出張認知症カフェ（Ｄカフェ）
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

　認知症の方や家族、支援者など
が気軽に集まり、情報交換や交流
を行う場「出張認知症カフェ（Ｄカ
フェ）」を開催します。
対認知症の方や家族、支援者等
※飲食代は自己負担です。

※事前予約は必要ありませんが、
参加者多数の場合、市内在住の方
を優先させていただく場合もあり
ます。
市HP Ｄカフェ  検索

市内スターバックスコーヒー各店の開催日（12月・1月）
会　場 日　時

ぽっぽ町田店（原町田４-１０-２０） １２月６日㈮、１月８日㈬ 午前１０時～正午
多摩境店（小山ヶ丘３-２-８） １２月９日㈪、１月３０日㈭ 午前９時～１１時
町田東急ツインズ店（原町田６-４-１）１２月１１日㈬、１月１０日㈮

午前１０時～正午

小田急町田駅店（原町田６-１２-２０） １２月１３日㈮、１月１７日㈮
町田金森店（金森３-１-１０） １２月１６日㈪、１月２４日㈮
鶴川店（能ヶ谷１-５-１） １２月１８日㈬、１月１９日㈰
南町田グランベリーパーク店（鶴間３-４-１）１２月２０日㈮、１月２７日㈪
ルミネ町田店（原町田６-１-１１） １２月２３日㈪、１月２８日㈫
町田パリオ店（森野１-１５-１３） １２月２５日㈬、１月２０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。
※救急診療・応急処置を行います。専門的治療については、
他の医療機関につなげる場合があります。

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

町田市メール配信サービス急病のときは

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

１日㈰

午前９時～午後５時 内科

園田クリニック（南成瀬１-８-２１） ☎７３９・７３２２

中島医院（原町田２-１５-２） ☎７２２・２４０９

やました内科・脳神経クリニック
（山崎町２０５５-２） ☎７９４・６３２７

午前９時～翌朝９時

内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎７９９・６１６１

外科系
町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎７２２・２２３０

町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎７９５・１６６８

２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

３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

４日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎７８９・０５０２

５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

６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

７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

８日㈰

午前９時～午後５時

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

内科
もとはしクリニック（中町２-１４-１０）☎７２７・９９３０

たまがわ医院（玉川学園４-１６-４０） ☎７２０・３８８８

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

午前９時～翌朝９時

内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎７８９・０５０２

外科系
おか脳神経外科（根岸町１００９-４） ☎７９８・７３３７

南町田病院（鶴間４-４-１） ☎７９９・６１６１

９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

１０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

１１日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎７９９・６１６１

１２日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎７８９・０５０２

１３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

１４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

町田市歯科医師会休日応急歯科・障がい者歯科診療所
休日応急
歯科診療

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

☎７２５・２２２５
（下地図参照）障がい者

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

町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小児科）
毎日 午後７時～９時３０分（電話受付は午後６時から） 健康福祉会館内

☎７１０・０９２７
（下地図参照）

日曜日
祝休日 午前９時～午後４時３０分（電話受付は午前８時４５分から）

または☎042・521・2323

東京都内の救急当番病院などの
お問い合わせ

東京都医療機関案内サービス

ひ ま わ り
☎03・5272・0303

24時間365日

小
田
急
線

至
旭
町

至町田

町田街道

福祉会館前

至
金
森

健康福祉
会館

コンビニ

健康福祉会館 原町田5-8-21

小児救急相談 子供の健康相談室（東京都）
月～金曜日　午後６時～翌朝８時

土・日曜日・祝休日・年末年始　午前８時～翌朝８時
☎ ＃ ８ ０ ０ ０

または☎03・5285・8898
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【施設概要】
対１８歳以下の子どもと保護者
開館時間午前１０時～午後６時
休館日日曜日、祝休日、年末年始
所在地小山町１１６５－３

館内施設遊戯室、乳幼児室、集会室
運営方法業務委託
運営事業者（特）青少年健全育成会
ホシザクラ

　全国・世界レベルで活躍し、町田の
スポーツ界に貢献した選手やスタッ
フ等を公募・顕彰し、アスリート等と
市民をつなぐ「スポーツアワードま
ちだ」（２月２４日開催）の表彰対象者
を募集しています（自薦・他薦は不
問）。
　グランプリ（記念品と副賞１０万
円）、準グランプリ（記念品と副賞５万
円）のほか、各賞を予定しています。
対町田市のスポーツ振興に多大な貢
献をした個人または団体で、次のい
ずれかに該当する方　①２０１９年１
月１日～１２月３１日に顕著な実績を
あげた②町田市出身で全国や世界を
舞台に活躍している③市内で特定の

競技の発展振興に尽力した④町田市
を中心に活躍するアスリートを指導
している⑤今後の活躍が大いに期待
される⑥スポーツで町田市の名を広
めた
※プロ・アマや町田市内在住の有無
は問いません。
※ＦＣ町田ゼルビア（サッカー）、ＡＳＶ
ペスカドーラ町田（フットサル）、キ
ヤノンイーグルス（ラグビー）は、町
田市がホームタウンチームとして支
援する特別な存在であるため、表彰
対象から除外します。
申１２月３１日までにＳｐｏｒｔｓまちだホ
ームタウン協議会ホームページのエ
ントリーフォームで申し込み。

　年末年始は忘
年会・新年会な
どの宴会が多く
なります。宴会
では食べきれる
分だけ注文し、

「おいしく食べ
き ろ う！」の 声
掛けや席に戻っての「食べきりタイム」の設定、みんな
で分け合うなど、食品ロスを出さないようにしましょ
う。
　市では、１０月に食品ロスの削減の推進に関する法律
が施行されたことを受け、市内の公共施設や協力店舗、
神奈川中央交通バス車内にキャンペーンポスターを掲
示して啓発を行います。
運動期間１月３１日㈮まで

　年末は交通事故が増える時期です。交通ルール
やマナーを守り、交通安全の輪を広げましょう。
【推進重点】
１．　子どもと高齢者の安全な通行の確保
　保護者は子どもに、信号が青でも左右の安全
を確認させ、飛び出しや道路上で遊ぶ危険性を
具体的に教えましょう。
　また、高齢者による歩行中の交通事故が多く
発生しています。信号無視や横断禁止場所を横
断するなどのルール違反はやめましょう。
２．　高齢運転者の交通事故防止
　運転に自信がなくなった方や家族等に運転が
心配と言われた高齢ドライバーは、免許の自主
返納も含めて、家族等とよく話し合いましょう。
３．　自転車の交通事故防止
　ヘルメットを着用し、車道の左側を通行する、
夜間はライトを点灯する等の交通ルールを守り
ましょう。また、万が一の交通事故に備えて保険

等に加入しましょう。
４．　二輪車の交通事故防止
　ヘルメットのあごひもを締め、胸部・腹部を守
るプロテクターをしましょう。
５．　飲酒運転の根絶
　飲酒運転は犯罪です。重大事故につながるた
め、絶対にやめましょう。なお、本人だけでなく
酒類の提供者や同乗者も厳しく罰せられます。
６．　違法駐車対策の推進
　違法駐車は見通しが悪くなり、交通事故の原
因にもなるため、絶対にやめましょう。
【トワイライト・オン運動】
　秋から冬の夕方は暗くなる時間が早まり、人
も車も互いに見えにくく、交通事故が増える傾
向にあります。日没前から車両（自転車も含む）
のヘッドライトを点灯しましょう。歩行者もド
ライバーからよく見える明るく目立つ服装で、
反射材用品を身に着けましょう。

開催が決定しました！ スポーツアワードまちだ

家庭でも宴会でも食べきりましょう！ １２月１日～７日

　１２月２１日に、市内５館目の子ども
クラブとなる、小山子どもクラブ（愛
称「さん」）がオープンします。
　１８歳までの子どもがのびのびと
遊べ、子ども自身の「やりたい」とい
う気持ちを応援する施設です。愛称

「さん」は、「太陽（ＳＵＮ）」や「小山」
「参加」「散歩」といったさまざまな

「さん」の意味を込めて、地域の子ど
も達が名付けました。
　なお、オープン当日は、午後１時に
開館し、オープニングイベントを行
います。

TOKYO交通安全キャンペーン
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

表彰対象者を募集します
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６大相撲町田場所問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

　市では、「観る」スポーツ環境の充実に加
え、スポーツ以外のさまざまなイベントに
対応できる体育館を目指し、ふるさと納税
を活用して、市立総合体育館に縦２．８８ｍ、
横４．５５ｍの大型映像装置を設置します。こ
れを記念して、ＡＳＶペスカドーラ町田のホ
ームゲームで点灯式を行います。
市HP 大型映像装置点灯式  検索
日１２月１５日㈰午後２時５分から

（点灯式は午後２時５０分から）
場市立総合体育館
内ＦリーグＯＢ＆スペシャルゲス
トによるフットサルエキシビショ
ンマッチ、ラストアイドルのメン
バーによる歌唱パフォーマンス等
※入場にはＦリーグ観戦チケット
が必要です。チケットの申込方法

等の詳細はＡＳＶペスカドーラ町
田ホームページをご確認下さい。
【ふるさと納税を受け付けていま
す～大型映像装置を設置してもっ
ともっと町田を盛り上げよう！】
　３月３１日までお申し込みいただ
けます。詳細はふるさと納税ポー
タルサイト「ふるさとチョイス」を
ご確認下さい。

市立総合体育館

大型映像装置点灯式を行います！
問スポーツ振興課
　☎７２４・４０３６

　今回で５年連続の開催となる大相撲町田場所は、毎年大変な盛り上がり
をみせ、多くの方が来場されています。
　横綱を始めとした力士の迫力ある取組はもちろん、巡業ならではの催し
にもご注目下さい。
※お目当ての力士が休場することもあります。あらかじめご了承下さい。

日４月２４日㈮午前９時開場、午後３時打ち出し（終了）
場市立総合体育館
費タマリＳ席１万４０００円、タマリＡ席１万２５００円、
ペアマス席２万２０００円、イスＳ席９０００円、車椅子
席１万８０００円、イス２階Ａ席６５００円、イス２階Ｂ席
３０００円、車椅子２階席６０００円
※チケットは１２月１４日午前１０時から町田市民ホ
ール、各種プレイガイド等で販売します。
※チケット販売等の詳細は、大相撲町田場所事務
局（☎０５７０・００・５５４０、受付時間＝午前１０時～午
後６時、土・日曜日、祝休日を除く）へお問い合わせ
下さい。

まちだ☆おいしい食べきり運動
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

１２月２１日㈯オープ
ン！

問児童青少年課☎７２４・４０９７ １２月１５日㈰


