発行日／毎月2回
（1日、15日）

2/ 1

広報

号

第 1925 号

今号の紙面から

市の宣言

2020年（令和２年）

● 3面

● 男女平等参画都市宣言
● 非核平和都市宣言

● 青少年健全育成都市宣言
● 交通安全都市宣言

発行 ● 町田市 編集 ● 政策経営部広報課
町田市
〒194‐8520 東京都町田市森野2−2−22
ホームページ
市役所の代表電話 ● 042・722・3111
市役所の窓口受付時間 ● 午前8時30分〜午後5時
ホームページ ● http：//www.city.machida.tokyo.jp/

町田市・相模原市首長懇談会を開催しました ● 4面 まちだ施設案内予約システム 新たに利用できる施設が増えました

配偶者・恋人間における身
体や精神を傷つける行為を
暴力として認識している

73.7％

※

一人ひとりが
その人らしく

社会において男女の
地位は平等になっている
と感じている

13.1％

※

みんなが「その人らしさを発揮できる社会」って、どんな社会でしょうか。
男性も女性も、個性と能力を生かして活躍でき、
一人ひとりの人権が尊重される社会。

仕事と生活の調和の現状が
理想と一致している

ママ友との付き合いがうま
くいかないわ。誰かに話を
聞いてもらいたいな…

47.5％

働きたい人みんなが、いきいきと働ける社会。

※

市ではそんな社会の実現を目指して、2001年2月1日に男女平等参画都市宣言をし、
一人ひとりの悩みや願いに寄り添っています。

問男女平等推進センター ☎723・2908

そろそろ妻が仕事に復帰す
るし、僕ももっと子どもと
遊んだり、育児に参加でき
るようになりたいな。

子どもが大きくなって、
子育ても少し落ち着いて
きたわ。また、外に出て
働きたいな！

※出典：「町田市男女平等
参画に関するアンケート調
査（２０１６年度実施）」

私の会社の大切な社員が、
介護や育児と両立しながら
働けるようにしたい！

友だちからされたこと
で、嫌な気分だなぁ。こ
ういう時どうしたらいい
のかなぁ…
彼は普段優しいのに、気に
入らないと一方的に怒鳴
る。嫌われたくないし、我
慢するしかないのかな…

取り組みは２面で
人口と世帯（外国人含む）

（前月より143 人減）／ 世帯 ： 197,711 世帯（前月より16 世帯減）
人口 ： 428,821 人（ 男：209,938人・女：218,883人）

2020年1月1日現在
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一人ひとりがよりその人らしく
活躍できるように
私たちは、十人十色それぞれの個性を持っています。市では、一人ひとりが個性を生かして、よりその人らしく活躍できるように、
さまざまな立場の方の悩みや願いに寄り添い、一緒に解決を目指す取り組みを行っています。

Ｄ Ｖ防止啓発事業

受講した
大学生の声

配偶者、恋人等からの暴力の根絶に向けて、講座等による啓発活動を行って
います。また、若いうちから ＤＶ について関心を持ってもらうよう、中学校や
大学などで出張講座を行っています。
⃝暴力の原因が、怒りやイライラではなく、「相手は自分の支配下にあり、暴力を
ふるってもいいと思っているから」ということに驚きました。
⃝ DV に該当する行為が意外と幅広いことに驚きました。
⃝自分には関係ないと思って傍観者になることは危険だと感じました。

和光大学での出張講座の様子

女 性悩みごと相談
自分自身のこと、お子さんや家族のこと、人間関係、女性への暴力など、女性
が抱えるさまざまな悩みをお聞きし、解決の糸口を一緒に考えています。
例えば…

⃝ママ友や職場の人間関係に悩んでいます。

こんなお悩みが
⃝親の介護の問題とどう向き合えば良いのでしょうか。
寄せられています ⃝子育て後の職場復帰が不安です。

相談専用電話☎721・4842
受付時間

水曜日・祝休日を除く月～土曜日＝午前９時30分～午後４時
水曜日＝午後1時～8時（第3水曜日を除く）
※詳細は本紙10面をご覧ください。

町 田市仕事と家庭の両立推進企業賞
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進を目的に、男女と
もに働きやすい職場環境づくりを積極的に進める市内企業を表彰していま
す。2008年度から表彰を行い、現在までに31社を表彰しました。

2018年度受賞企業

KRYNA
（株）の岩戸さん

子どもの行事参加などに使える特別休暇制度を利用し、音楽発表会に行
ってきました。制度のおかげで休暇を取得しやすい職場です。

KRYNA(株)の皆さん

女性のための就職準備セミナー
ハローワーク町田マザーズコーナーと共催で、
女性のための保育付き就職準備セミナーを行って
います。履歴書の書き方や面接対策など、就職活
動に役立つ情報をお伝えしています。

父親向け育児セミナー
男性の育児参加の促進を目的に、父子で参加す
る工作教室等を行っています。子どもとの時間が
なかなか取れない方や、仕事と家庭の両立に悩む
方に向けたセミナーです。

男女平等推進センターは、男女が平等に活躍し、
一人ひとりが個性と能力を十分発揮できるよう、市
民活動の拠点として設けた施設です。
施設のシンボルマークは、老若男女
の区別なく、一人ひとりが自分の持つ
能力を発揮し、みんなで社会を支え合
っている様子を表現しています。

男女平等フェスティバルを
開催します

ＣＡＰプログラム
子どもが、いじめや誘拐、性暴力などのさまざ
まな暴力から、自分を守るための方法をロールプ
レーを交えて学ぶ暴力防止プログラムです。
子どもは、みんな大切な権利
（人権）を持ってお
り、自分の大切さに気付くことで自分自身を守ることを学びます。
大人は、大人の役割や子どもをサポートする方法を学びます。
※ＣＡＰ＝ Child（子ども）Assault（暴力）Prevention（防止）

市と市民が協働で行うフェスティバルです。
詳細は１月10日発行の町田市男女平等推進センタ
ーだよりか、町田市ホームページをご覧ください。

２月1日土午前9時45分～午後6時
　　 　　　 2日日午前10時～午後4時

日

時

会

場 町田市民フォーラム

各催しの詳細は、町田市ホームページをご覧ください。 市 HP 男女平等推進センター イベント情報

検索

問男女平等推進センター ☎723・2908

市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

募 集
高齢社会総合計画審議会

市

民

委

員

高齢社会総合計画審議会は、
高齢者
のための福祉サービス事業の目標な
どを定める「高齢者福祉計画」及び介
護保険料等を定める「介護保険事業計
画」
の策定や見直しを行っています。
任期満了に伴い、来期の市民委員
を募集します。
対市内在住の４０歳以上で、高齢者福
祉及び介護保険制度に理解のある方
任期委嘱日～２０２３年３月３１日
募集人数５人以内
選考論文
（１６００字以内）
申２月１７日まで（必着）に、直接また
は郵送でいきいき総務課（市庁舎７
階）
へ。
※応募に必要な書類は町田市ホーム
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ください。
問いきいき総務課☎
☎７２４・２９１６
消費生活センター

運 営 協 議 会 委 員

【くらしに役立つ学習会などを一緒
に企画しませんか？】
市と協働で、衣・食・住・環境などを

返０４２・７２４・５６００

テーマとした学習会、テスト教室等の
企画・運営を行う委員を募集します。
対市内在住、
在勤で、
月に２～４回の活
動に参加できる方
（営利目的は不可）
任期４月１日～２０２１年３月３１日
【説明会を開催します】
希望者は必ずいずれかの回に参加
してください。
日２月２５日㈫午後１時から、３月３日
㈫午前１０時から、いずれも１時間３０
分程度
場町田市民フォーラム３階事業準備室
問消費生活センター☎
☎７２５・８８０５
高等学校・高等専門学校進学を目指
す皆さんへ

２０２０年度町田市奨学資金
奨
学
生

対次のすべてに該当する方 ①２０１９
年４月１日から引き続き市内に住所
を有する保護者の子どもである②東
京都内または神奈川県内に所在する
高等学校または高等専門学校に進学
を希望している③成績優秀である④
経済的理由により修学が困難である
⑤同種の奨学金を他から支給または
貸与されていない
内正規の修業期間内に月額８７００円
以内を支給
定４月に新１年生になる方５０人以内
（選考有り）

オリンピック・パラリンピックに関わってみませんか

まちだサポーターズを募集します！

問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎
☎７２４・４４４２
２０２０年７月に市内で開催される
オリンピック聖火リレーや自転車
競技ロードレース、
海外代表チーム
の事前キャンプなど、
市のオリンピ
ック・パラリンピック関連事業を支
える「まちだサポーターズ（市民ボ
ランティア）
」
を募集します。
※活動内容の詳細は町田市ホーム
ページをご覧ください。
対２０２０年４月１日現在、満１５歳以

上の方
申指定申込用紙（各市民センター
等で配布、町田市ホームページで
ダウンロードも可）に必要事項を
記入し、３月３１日まで（消印有効）
に直接、郵送またはＦＡＸでオリン
ピック・パラリンピック等国際大
会推進課（市庁舎１０階、〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２、返０５０・
３０６６・０１７８）へ。

国際版画美術館ホームページに

バナー広告を載せてみませんか

問同館☎
☎７２６・２７７１

市や美術・デザインに関係の深
い広告を募集します。
※掲載できる広告の制限等があり
ます。
対サイトを有する事業主
掲載期間４月１日～９月３０日
募集枠数トップページ１０枠（横

会計年度任用職員募集
職

種

１８０ピクセル×縦８０ピクセル）
※申し込みは１枠までです。
費３万円
募集期間３月１日まで
※応募説明書類は同館ホームペー
ジでダウンロードできます。詳細
はお問い合わせください。

番号間違いにご注意ください
申申請書
（各市立中学校、学務課に有
り、町田市ホームページでダウンロ
ードも可）
に記入し、必要書類を添え
て、２月１０日～３月１0日に直接、町田
市立中学校在学中の方は各中学校
へ、それ以外の方は学務課（市庁舎
１０階）
へ。
問学務課☎
☎７２４・２１７６

外国籍の方で、町田市立小・中学校
に就学を希望する方は、学務課で手
続きをしてください。なお、国立・都
立・私立の小・中学校に入学する方
は、入学承諾書等の原本を直接また
は郵送で、学務課（市庁舎１０階、〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）、また
は各市民センター、木曽山崎連絡所、
各駅前連絡所へ提出してください。
問学務課☎
☎７２４・２１７６

お知らせ

２０１９年度

届いていない方はご連絡を

地区協議会活動報告会

就 学・ 入 学 通 知 書

市内１０地区で設立され、各地区で
さまざまな活動を行っている地区協
議会が一堂に会し、２０１９年度に取
り組んだ活動の発表を行います。詳
細は、町田市ホームページをご覧く
ださい。
日２月１５日㈯午後２時～４時
場町田市民フォーラム３階ホール
問市民協働推進課☎
☎７２４・４３６２

今年４月に小・中学校に入学する
お子さん（小学校＝２０１３年４月２日
～２０１４年４月１日生まれ、中学校＝
２００７年４月２日～２００８年４月１日生
まれ）の保護者の方へ、就学通知書
（新小学校１年生）
・入学通知書（新中
学校１年生）を、１月下旬にお送りし
ました。まだ届いていない方は、学務
課へご連絡ください。

町田市・相模原市首長懇談会を開催しました

問企画政策課☎
☎７２４・２１０３

市域を越えた市民サービスの充実
を図ってきました。
今回の懇談会では、
「令和元年台
風第１９号における対応及び被害
状況について」をテーマに意見を
交わしました。
詳細は、町田市ホームページを
ご覧ください。

１月２０日に相模原市役所で、石
阪丈一市長と相模原市の本村賢太
郎市長による首長懇談会を開催し
ました。両市の首長懇談会は今回
で２３回目です。
これまで、図書館・宿泊施設等の
相互利用、広域証明発行サービス
等、共通する行政課題への対応や

公開している会議
会議名

日

時

会

傍聴のご案内

場

定

員

1

介護保険事業
適正化事務員

2

高齢者福祉課
①高齢者福祉課（市庁舎1階）
①一般事務
②市内ふれあい館
②一般事務（ふれあい館）
③市内ふれあい館
③看護師または准看護師

3

スクール・サポート・スタ
ッフ

指導監査課（市庁舎7階）

申し込み

事前に電話またはＦＡＸ
町田市交通安全行動
2月3日㈪午後3 市 庁 舎3階 情
5人
で 市 民 生 活 安 全 課（ ☎
計画策定及び推進委
（申し込み順）7 2 4・4 0 0 3 返 0 5 0・
時から
報指令室2
員会
3160・8039）へ
町田市情報公開・個
事前に電話で市政情報
2月10日㈪午前 市 庁 舎2階 会
3人
人情報保護運営審議
（申し込み順）課
☎724・8407）へ
（☎
10時～正午
議室2-2
会
2月10日㈪午後 町田市保健所
町田市食育推進計画
直接会場へ問保健予防
5人
1時30分～3時（ 中 町 庁 舎 ）1
☎722・7996
策定及び推進委員会
（先着順） 課☎
30分
階講堂
2月12日までに電話で
2月13日㈭午後
町田市廃棄物減量等
市 庁 舎2階 会
10人
環 境 政 策 課（ ☎ 724・
6時30分～8時
（申し込み順）
推進審議会
議室2-1
4379）へ
30分
市 庁 舎2階 市
直接会場へ問産業政策
町田市産業振興計画 2月14日㈮午後
3人
民協働おうえ
☎724・2129
推進委員会
3時～5時
（先着順） 課☎
んルーム
相原地区資源ごみ処 2月15日㈯午後 堺市民センタ 5人程度 直接会場へ問循環型施
☎724・4384
理施設連絡会
6時から
ー第1会議室 （先着順） 設整備課☎
上小山田地区資源ご 2月19日㈬午後 忠生市民セン 5人程度 直接会場へ問循環型施
み処理施設連絡会 6時30分から ターホール
（先着順） 設整備課☎
☎724・4384
事前に電話で地区街づ
町田市街づくり審査 2月20日㈭午前 市庁舎10階会
5人
☎724・4267）
くり課（☎
（申し込み順）
会
10時～正午
議室10-3
へ
2月19日までに電話で
町田市スポーツ推進 2月20日㈭午後 市 庁 舎2階 会
5人
☎724
スポーツ振興課（☎
（申し込み順）
審議会
6時30分から 議室2-2
・4036）へ

募集内容、申込方法等の詳細は、募集要項
（町田市ホームページでダウンロード、または問い合わせ先の各課窓
口で配布）
をご覧ください。
任用期間4月1日～2021年3月31日
※社会保険・雇用保険等勤務条件により加入有り／通勤手当相当分の支給有り／勤務条件により期末手当の支
給対象となる場合有り
（2-②③を除く）
。

勤務場所

3

2020．2．1

募集人数
※勤務時間等の詳細は募集要項を参照

報

酬

▲町田市ホームページ

申込期限

申し込み・問い合わせ

月16日＝1人

月額22万3200円

2月14日

☎724・4078
指導監査課☎

①月16日＝1人
②月8日＝2人
③月8日＝1人

①月額8万4000円
②月額5万400円
③看護師＝月額7万9200
円、 准 看 護 師 ＝ 月 額7万
4400円

2月14日

☎724・2141
高齢者福祉課☎

月額10万800円

2月12日

☎724・2173
教育総務課☎

市立小・中学校のうち1校
年192日
（月16日相当）
＝11人程度
※勤務地の指定はできません。 ※勤務日数は応相談。
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お知らせ
（仮称）第４次町田市地域福祉計画策
定に向けた

市民アンケートを実施します

「
（仮称）第４次町田市地域福祉計
画」
の策定にあたり、地域での暮らし
の状況や困りごとなどをお聞きする
調査を実施します。無作為抽出され
た市内在住の１８歳以上の方２０００人
へ２月上旬に調査票を送付します。
調査の結果は、計画を作る際の基
礎資料として活用します。ご協力を
お願いします。
回答期限３月２日㈪まで
問福祉総務課☎
☎７２４・２１３３
ご意見を募集します

町田市無電柱化推進計画（案）

これまで無電柱化は防災性の向
上、安全性・快適性の確保、良好な景
観等の観点から実施されてきました
が、近年、災害の頻発化等により、そ
の必要性が増しています。
市では、無電柱化の推進に関する
法律に基づき「町田市無電柱化推進
計画
（案）
」
を作成しました。計画を策
定するにあたり皆さんからご意見を
募集します。
資料の閲覧・配布道路政策課（市庁舎
９階）
、各市民センター、各市立図書
館（町田市ホームページでダウンロ
ードも可）
※各窓口で開所日時が異なります。

町田市イベント申込システム

イベシス 検索

提出方法２月１４日まで
（消印有効）
に直
接、郵送、ＦＡＸまたはＥメールで道路政
策課
（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２、
返０５０・３１６０・５５９７遍ｍｃｉｔｙ４３３０＠ｃｉ
ｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
へ。
【注意事項】
○電話や窓口での口頭によるご意見
はお受けできません。
○ご意見に対する個別回答は行いま
せん。
○公序良俗に反するもの、特定の団
体・個人等に対する誹謗中傷が含ま
れるものは無効とします。
○寄せられたご意見の概要及び市の
考え方は、個人情報を除き、３月ごろ
に町田市ホームページ、各資料配布
場所で公表します。
問道路政策課☎
☎７２４・１１２４
自宅に住み着いた

アライグマ・ハクビシン
で お 困 り の 方 へ

自宅に住み着いたアライグマ・ハ
クビシンの駆除業者を派遣します。
捕獲用のわなの設置期間中は、毎日
の見回り、置き餌、捕獲時の業者への
連絡をお願いします。なお、２０１９年
度の受け付けは３月１９日までです。
※現地調査、わなの設置、捕獲時のア
ライグマ・ハクビシンの回収費用は
かかりません。
※現地調査でアライグマ・ハクビシ
ンでないことが判明した場合、わな
を設置せず終了となります。
※屋外に出没する場合や、他の生き
ものは対象となりません。

町田の未来の子どもたちにより良い教育環境を

町田市立学校適正規模・適正配置等審議会の
答申がまとまりました

問教育総務課☎
☎７２４・２１７２

て審議いただき、その結果が１月
２４日に答申されました。
市教育委員会では、この答申に
基づき、３月までに「町田市立学校
の適正規模・適正配置の基本的な
考え方」を決定します。なお、答申
書は町田市ホームページでご覧い
ただけます。

コンピューターで処理している項目を公表します

問情報化施策・記事全体について＝情報システム課☎
☎724・4432、
個人情
☎724・8407
報保護制度について＝市政情報課☎
市では、市民サービスの向上、庁内
事務の効率化、情報セキュリティー
の確保のため、コンピューターシス
テムの開発・導入・更改を進めていま
す。コンピューターで処理している
項目の公表は、市の個人情報保護制
度の趣旨に沿って、どのような情報
をコンピューター処理しているか、

お知らせするものです。
市では、業務に必要な項目を個人
情報登録簿で管理し、必要な職員に
限定してコンピューター処理を行っ
ています。
20１8年度に稼働・更改した業務
システムは下表のとおりです。

稼働・更改したシステム（2018年度）
システム名
財務会計
システム
学童保育
システム
国民健康保険
システム
児童等相談
システム

概

要

担当課
☎724・2149、市有財産
財政課
（予算編成）
予算編成、予算執行、契約事務や 活用課
☎724・2151、契約
（公有財産管理）
公有財産の管理等を行う
☎724・2523、会計課
（予算
課
（契約事務）
☎724・2196
執行）
学童保育クラブの入会、退会に
☎724・4097
関することや育成料の徴収等に 児童青少年課☎
関することを行う
国民健康保険の資格管理や賦課
☎724・4027
保険年金課☎
計算、給付管理等を行う
児童相談、ひとり親相談、発達支 子ども家庭支援センター☎
☎724・4419、
☎726・6570
援相談等の相談情報を管理する 子ども発達支援課☎

対市内に建っている居住用家屋の所
有者で、家屋に住み着いたアライグ
マ・ハクビシンの駆除を希望する方
※申し込みの前に、対象となるかお
問い合わせください。
問環境・自然共生課☎
☎７２４・４３９１
２月３日から受付開始

「ちょこっと共済」に加入を！

交通災害共済
「ちょこっと共済」
は、
交通事故に遭った時、見舞金の支給
を受けられる助け合いの制度です。
【会費は選べる２コース制】
対町田市に住民登録のある方
費Ａコース＝年額１０００円（見舞金
４万円～３００万円）、Ｂコース＝年額
５００円（見舞金２万円～１５０万円）
※死亡事故に遭った会員に、生計を
同じくしている遺児がいる場合、中
学修了年限に達するまで、遺児１人
に対し年額１２万円の交通遺児年金
が支給されます。
申込場所市民生活安全課（市庁舎３
階）、各市民センター、農協、市内の金
融機関（ただし、ゆうちょ銀行〔郵便
局〕
・三菱ＵＦＪ信託銀行・新生銀行を
除く）
申各申込場所で配布している加入申
込書に記入し、会費を添えて直接申
込場所へ。
共済期間４月１日～２０２１年３月３１日
（４月１日以降に申し込みの場合は、
申込日の翌日から）
※自治会やサークルごとに連名で申
し込みができる「団体加入」制度もあ
ります。詳細はお問い合わせいただ
くか、東京都市町村民交通災害共済
のホームページをご覧ください。

問市民生活安全課☎
☎７２４・４００３

コミュニティ助成事業
（一財）自治総合センターの２０１９
年度コミュニティ助成事業による宝
くじの助成金を受け、各町内会のイ
ベントで使用する発電機やテント等
を購入しました。
この事業は、コミュニティ活動の
充実・強化を図ることにより、地域社
会の健全な発展に寄与するととも
に、宝くじの社会貢献を広報するこ
とを目的としています。
問市民協働推進課☎
☎７２４・４３５８
町田市民文学館

三島由紀夫原作「炎上」及び「剣」
映画上映会中止のお知らせ

お

詫

び

本紙１月１日号５面に掲載の「三
島由紀夫展～『肉体』というｓｅｃｏｎ
ｄ ｌａｎｇｕａｇｅ」の関連イベントと
して予定しておりました下記の映
画上映会が諸般の事情により中止
となりました。
既に申し込まれた方や申し込み
を希望されていた方におかれまし
ては、心よりお詫びいたします。
【中止となったイベント】
申し込み済みの方には中止の連
絡をさせていただきます。
①２月９日㈰＝三島由紀夫原作「炎
上」映画上映会
②３月１日 ㈰ ＝ 三 島 由 紀 夫 原 作
「剣」映画上映会
問同館☎
☎７３９・３４２０

まちだ施設案内予約システム

新たに利用できる施設が増えました

問公園緑地課☎
☎７２４・４３９９

いずれも、
まちだ施設案内予約シ ズム体操、ヨガ、気功、その他の体
ステムで利用申し込みができます。 操、会議・講習
事前に利用者登録（団体登録）が 利用時間午前９時～午後９時３０分
必要です。
（２時間単位）
※午後５時～５時３０分は夜間利用
との切り替えのため、予約できま
せん。
※休館日は１２月２９日～１月３日で
す（予約不可）。
利用料金２１００円（２時間当たり）
※薬師池西公園の開園に伴い、薬
師池公園駐車場（東・北）は、４月１
ウェルカムゲート内
日から月～金曜日も有料となりま
薬師池西公園
す。また、薬師池西公園駐車場につ
体験室・工房
いても同様の運用となります。
町田薬師池公園四季彩の杜の玄
山王塚公園グラウンド
関口として、４月にウェルカムゲ
ートがオープンします。この場所
利用は無料です。
から、四季彩の杜エリアならでは 施設概要グラウンド面積約４２００
の体験や、訪れる人々に心地の良 ㎡（約６５ｍ×約６５ｍ）
い居場所と時間を提供していきま 所在地薬師台３－３－２０
す。情報発信の拠点や飲食施設の 利用種目少年野球（軟式）、ソフト
ほか、さまざまな活動が行える体 ボール
験室・工房などが備わっています。 利用時間４月～８月＝午前８時～午
体験室・工房の貸し出しを開始 後６時（予約は２時間３０分単位）、９
しますので、ぜひご利用ください。 月～３月＝午前８時～午後５時（予
施設概要室内面積約７９㎡（調理機 約は２時間３０分単位、ただし午後
能有り）
３時３０分～５時のみ１時間３０分）
所在地本町田３１０５
※月～金曜日は午後３時３０分まで
利用種目エアロビクス、フォーク の利用となります。
ダンス、民謡・盆踊り、ダンス・その ※一般開放日は１月１日～３日です
他の踊り、健康体操、親子体操、リ （予約不可）。
ウェルカムゲートイメ
ージ

市教育委員会では、市立小・中学
校のより良い教育環境を整備し、
充実した学校教育を実現するた
め、２０１９年８月２７日に審議会を
設置しました。
審議会では、学校統廃合を含め
た通学区域の見直しを検討するう
えでの、１学年当たりの望ましい
学級数や学校配置のあり方につい

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。

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

対 対象

国の行政相談

特

設

日 日時

相

場 会場

談

内 内容

会

総務大臣から委嘱された行政相談
委員が、国の仕事や関係行政機関の
仕事についての相談やご意見などを
受け付け、助言や関係行政機関に対
する通知などを行います。
日２月１８日㈫午前１０時～午後３時
場和光大学ポプリホール鶴川１階交
流スペース
※行政苦情１１０番（総務省行政相談
センターきくみみ東京）
〔☎
☎０５７０・
０９０１１０、ＩＰ電話の方☎
☎０３・３３６３・
１１００〕でも相談を受け付けていま
す。
問広聴課☎
☎７２４・２１０２

手話通訳者登録試験
聴覚障がいの方を支援する手話通
訳者の登録試験を実施します。
対市内在住、
在勤、
在学の聴覚障がい
者福祉に熱意があり、2020年４月１
日時点で満２０歳以上で、手話講習会
養成クラス修了者または同程度の手
話学習経験のある方（おおむね４年
以上）
日３月１５日㈰午前９時３０分から
場市庁舎
申所定の申込書
（障がい福祉課〔市庁
舎１階〕
で配布、町田市ホームページ
でダウンロードも可）に記入し、直接
または郵送で２月２０日まで（必着）に
障がい福祉課
（〒１９４－８５２０、森野
２－２－２２、☎
☎７２４・２１４８返０５０・
３１０１・３６３８）
へ。
せせらぎの里 町田市自然休暇村
８月２０日～３１日分の

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２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）
。
※７月２８日～８月１９日の夏期期間は

コンビニ証明書自動交付
サービスを終日休止
システムメンテナンスのため、
２月１８日㈫はコンビニエンススト
アでの証明書自動交付サービスを
終日休止します。
交付の再開は、２月１９日㈬午前
６時３０分からです。
問市民課☎
☎７２４・２８６４

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

抽選です。詳細は今後の本紙等でお
知らせします。
大地沢青少年センター～８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２月１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。

催し・講座

まる

まちだ○ごと大作戦～夢に向かって
取り組む先輩ママ達とおしゃべり

作戦会議「ママ達の交流会」

まちだ○ごと大作戦１８－２０は、
皆さんが「やってみたい夢」を、賛同
者の知恵や応援を得て実現を目指す
取り組みです。
今回の作戦会議では、既にまちだ
○ごと大作戦に取り組んでいる先輩
ママ達の発表を行います。また、参加
者同士の交流を通して、お互いの思
いを共有・共感し、仲間づくりやアイ
デア磨きができます。当日は、まちだ
○ごと大作戦の相談も受け付けま
す。ぜひお気軽にご参加ください。
日２月２７日㈭午前１０時３０分～正午
（入退室自由）
場町田パリオ４階（森野1－15－13）
問まちだ○ごと大作戦実行委員会事
務局（広報課まちだ〇ごと大作戦担
当）
☎７２４・４０８４

市HP 町田市ホームページ

市立博物館出張展示

「江戸切子の道具 江戸
切 子 が で き る ま で 」展

市立博物館が所蔵する工芸美術を
紹介するミニ展示です。現代の江戸
切子のカットサンプル等を展示し、
制作工程を分かりやすく紹介しま
す。
日２月２５日㈫～３月６日㈮、午前８時
３０分～午後５時（土・日曜日を除く）
※３月６日は正午までです。
【関連イベント～学芸員によるギャ
ラリートーク】
日２月２８日㈮、３月４日㈬、午後２時～
２時３０分
◇
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
問同館☎
☎７２６・１５３１
ＮＨＫ・市立図書館共催～日本書紀
成立１３００年 特別展「出雲と大和」

関 連 文 化 講 演 会

東京国立博物館平成館（台東区）で
開催されている特別展「出雲と大和」
（会期＝３月８日まで）の見どころを
研究員が解説します。
参加者には本展の招待券を１人１
枚差し上げます。
日２月２３日㈷午後２時開演
場中央図書館
講東京国立博物館考古室研究員・河
野正訓氏
定１１７人（申し込み順）
申１次受付＝２月１日正午～３日午後
７時にイベシス（インターネット）コ
ード２００２０４Ｂへ／２次受付＝２月４

日正午～１１日にイベントダイヤル
（☎
☎７２４・５６５６）またはイベシスへ
（申し込みは２人まで）。
問中央図書館☎
☎７２８・８２２０
町田市民文学館・まちだ雑学大学
共催講演会

「 万 葉 集 」あ れ こ れ
令和のルーツを探る

「万葉集」について、その成り立ち
や、収められた「梅花の歌」
（新しい元
号「令和」の出典）について詳しくお
話しいただきます。
日３月１４日㈯午後２時～３時３０分
場町田市民文学館
講成蹊大学名誉教授・遠藤宏氏
定８０人（申し込み順）
申２月４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２００２０４Ｅへ。
問同館☎
☎７３９・３４２０
生涯学習センター

町田市ホームページ

ことぶき大学

まちだ探・探ゼミナール
学
習
発
表
会

日ごろ疑問に思っていることや今
までの人生で気になっていたことを
調べたり、
「町田」について見直した
り、受講生が自らテーマを決め、約１
年間調べて学習を進めてきました。
その成果発表をご覧ください。
日・内２月２０日㈭、午前１０時～正午
＝ポスターセッション、午後１時３０
分～４時３０分＝ステージセッション
／入退場自由
場生涯学習センター７階ホール
問同センター☎
☎７２８・００７１

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
に申告してください。
※詳細は町田市ホームページをご覧ください。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

減額期間
２０１９年１月２日～２０２０年３月３１
１９８２年１月１日以前に建築された住宅を、現行の耐震
１戸当たり床面積１２０㎡相当分を 日に工事が完了した場合＝改修工
基準に適合させるよう改修工事を行ったもの（工事費
上限として、固定資産税額の２分の 事が完了した年の翌年度１年度分
耐震 用が５０万円を超えた場合）
１を減額
※ただし、建築物の耐震改修の促
改修 ※市から補助金が出ている耐震工事を行っていても、
※長期優良住宅の認定を受けて改 進に関する法律に規定する通行障
「簡易耐震工事」の場合は改修工事に必要な要件・基準
修された場合は３分の２を減額。 害既存耐震不適格建築物に該当す
を満たさないため、
減額制度の対象外です。
る場合は翌年度から２年度分。
新築された日から１０年以上を経過した住宅（賃貸住宅
バリア を除く）
で、６５歳以上の方、要介護認定または要支援認 １戸当たり床面積１００㎡相当分を ２０２０年３月３１日までに工事が完
フリー 定を受けている方、障がいのある方で、障害者手帳等を 上限として、固定資産税額の３分の 了した場合＝改修工事が完了した
改修 お持ちの方が居住し、バリアフリー改修工事を行った １を減額
年の翌年度１年度分
もの
（補助金等を除く工事費用が５０万円を超えた場合）
１戸当たり床面積１２０㎡相当分を
２００８年１月１日以前に建築された住宅（賃貸住宅を除
上限として、固定資産税額の３分の ２０２０年３月３１日までに工事が完
省エネ く）
で、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行ったも
１を減額
了した場合＝改修工事が完了した
改修 の
（窓の断熱改修工事必須・補助金等を除く工事費用が
※長期優良住宅の認定を受けて改 年の翌年度１年度分
５０万円を超えた場合）
修された場合は３分の２を減額。

※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。

ジェネリック医薬品利用差額通知書を発送します
ジェネリック医薬品は、薬の効
き目と安全性が先発医薬品と同等
であると国が認めた薬です。市内
の国民健康保険加入者のジェネリ
ック医薬品使用率は、２０１４年度
の約50％から徐々に増え、２０１８
年度には約７５％に達しました。
ジェネリック医薬品の普及促進
のため、先発医薬品からジェネリ
ック医薬品に変更すると自己負担
額がいくら下がるかをお知らせす
る通知を２月下旬に送付します。
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問 問い合わせ

対国民健康保険加入者のうち、生活
習慣病に関連する薬の処方を受け、
先発医薬品からジェネリック医薬品
に変更した場合に自己負担額が２００
円以上軽減できる方
【１人当たりの調剤費は増加傾向に
あります】
町田市国民健康保険における１人
当たりの調剤費（薬代等）は近年増加
傾向にあり、国民健康保険財政の収
支バランスの悪化の原因の１つとな
っています。本人の希望によりジェ

ネリック医薬品に切り替えること
で、薬代や健康保険財政の負担を軽
減することにつながります。ご協力
をお願いします。
【ジェネリック医薬品希望を伝える
シールを配布しています】
ジェネリック医薬品への切り替え
の意思を手軽に伝えられるシールを
配布しています。シールは保険証等
に貼ってご利用いただけます。
配布場所保険年金課（市庁舎１階）

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

問保険年金課☎
☎７２４・２１３０

（円）
6万8000

町田市国民健康保険加入者
１人当たり調剤費
6万7470

6万7000

6万7162

6万7463

6万7190

6万6000
6万5000
6万4000 6万3553
6万3000
6万2000
6万1000

2014

2015

2016

パソコン版・スマートフォン版・モバイル版があります

2017

2018
（年度）
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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ください

催し・講座
薬剤師に聞いてみよう

町田市介護人材バンク

【特別講座～薬との上手な付き合い
方とＱ＆Ａ】
飲み合わせや飲み方、ジェネリッ
ク医薬品、お薬手帳のことなどを学
びながら、薬に関する疑問を質問し
てみませんか。
※講演後、介護に関する求職相談登
録会も行います。
対市内在住の、
介護に関わる仕事（資
格がなくてもできる清掃、ベッドメ
イキング、
配膳、
介護補助などの周辺
業務）
の相談を希望する方等
日２月２１日㈮午後２時〜４時３０分
場町田市民フォーラム
講町田市薬剤師会理事・橋本登氏
定３０人
（申し込み順）
申２月１３日までに電話で町田市介護
人材バンクへ。
問同バンク
（☎
☎８６０・６４８０、受付時
間＝祝休日を除く月～金曜日の午前
９時～午後５時）
、町田市いきいき総
務課☎
☎７２４・２９１６

家 族 介 護 者 教 室
消費者トラブルや悪質商法に詳し
い相談員が、最新の相談事例や消費
者被害に遭わないポイントなどを、
分かりやすくお話しします。
対市内在宅高齢者の家族介護者
日２月２８日㈮午後１時３０分～３時
場木曽あんしん相談室
定２０人（申し込み順）
申電話で忠生第２高齢者支援センタ
ー
（☎
☎７９２・１１０５）へ。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４０
生涯学習センター親子対象事業

０歳からの親子コンサート

ＢＳテレビ「それいけ！アンパンマ
ンくらぶ」の初代お姉さんを務めた
雨宮知子氏を中心に、４人の出演者
が童謡からクラシックまでお届けし
ます。
対市内在住の親子（附室鑑賞可）
日３月２日㈪午前１０時３０分開演
場生涯学習センター
曲目動物メドレー、オーバー・ザ・レ
インボー 他
出演レインボーカルテット
定７０組（申し込み順）
申２月３日午前９時から電話で同セン

バイクや軽自動車の廃車等の手続きはお早めに

問市民税課☎
☎７２４・２１１３

軽自動車税
（種別割）は、４月１日現
在、
市内に定置場
（使用しない時に主
に駐車する場所）のある軽自動車等
を所有している方が課税対象になり
ます。
次の①～⑥に該当する方は、３月
３１日までに登録・廃車・名義変更等
の手続きを行ってください。①町田
市に転入し、前住所地のナンバープ
レートがついたバイク等を所有して
いる②町田市外に転出する方でバイ
ク等を所有している③バイク等を廃
棄処分し現在所有していないが、ま
だ廃車手続きをしていない④バイク
等が盗難にあった⑤バイク等を譲り
受け、まだ名義変更をしていない⑥
バイク等を他人に譲り、譲り受け人
と連絡不能のため、名義変更されず、
課税されている
【手続き先】
各窓口とも３月中旬以降は大変混
み合いますので、手続きはお早めに
お願いします。
※必要な書類等は、手続き先にお問
い合わせいただくか、町田市ホーム
ご利用ください！

ページでご確認ください。
○１２５㏄以下の原付バイクと小型特
殊自動車＝市民税課☎
☎７２４・２１１３、
忠生市民センター☎
☎７９１・２８０２、鶴
川市民センター☎
☎７３５・５７０４／受
付時間＝月～金曜日の午前８時３０分
～午後５時
○１２５㏄を超えるバイク＝多摩自動
車検査登録事務所☎
☎０５０・５５４０・
２０３３
○軽三輪・軽四輪自動車＝軽自動車
検査協会多摩支所☎
☎０５０・３８１６・
３１０４

併せて税申告の手続きが必要です
１２５㏄を超えるバイク及び軽四輪
等は、名義変更や廃車手続きのほか
に、税申告の手続きも必要です。例
年、名義変更や廃車手続きが４月１日
以前に済んでいるにもかかわらず、
税申告の手続きがなされないため
に、納税通知書が発送される場合が
多くあります。手続きが済んでいる
か不明な場合は、市民税課で税申告
手続きの有無を確認してください。

ターへ。附室からの親子鑑賞希望者
（申し込み順に８人）は併せて申し込
みを。
問同センター☎
☎７２８・００７１
生涯学習センター

お

父

さ

ん

講

座

子どもが生まれた後、変化する家
族関係や生活リズムについて、一緒
に考えてみませんか。
※講座中、保育室を開放します。
対市内在住の子育て中の父親
日３月１５日㈰午後２時～４時
場同センター
講（株）アイナロハ代表取締役・渡邊
大地氏
定３０人（申し込み順）
申２月１日午前９時から電話で同セン
ター（☎
☎７２８・００７１）へ。
生涯学習センター

親と子のまなびのひろば

【きしゃポッポ】
お母さん同士で育児の工夫等を共
有しましょう。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の末日まで）とその保護者、妊婦
の方
日３月３日㈫、１０日㈫、１７日㈫、４月７

日㈫、１４日㈫、２１日㈫、５月５日㈷、
１２日㈫、１９日㈫、午後２時～４時（自
由遊び時間を含む）
内自由遊び、スキンシップ遊び、ミニ
ミニ井戸端会議
【パパと一緒にきしゃポッポ】
お父さんが赤ちゃんと楽しく過ご
すためのヒントが見つかるひろばで
す。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の末日まで）とその父親
日３月２２日、４月２６日、５月２４日、い
ずれも日曜日午後２時～４時
内自由遊び、スキンシップ遊び、手作
りおもちゃ制作等
◇
場生涯学習センター６階保育室
問同センター☎
☎７２８・００７１

そらまめの会（多胎児の会）
母子健康手帳をお持ちください。
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２月２０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

受賞者を表彰

令和元年度全国中学生人権作文コンテスト

問福祉総務課☎
☎７２４・２１３３

令和元年度全国中学生人権作文
コンテストが行われ、町田市では
１５校の中学校から２２０５編の応募
がありました。
都大会では、町田市の中学生１
人が特別優秀賞、１人が奨励賞、４
人が作文委員会賞を受賞しまし
た。また、多摩西地区大会では５人
が多摩西人権擁護委員協議会長賞
を受賞するなど、優秀な成績を収
めました。
その功績をたたえ、石阪市長か
ら受賞者全員に優秀賞が授与され
ました。
受賞されたのは、次の皆さんで
す（敬称略、カッコ内は中学校名）。
【東京都大会】
○特別優秀賞
田熊日菜（金井中）
○奨励賞
榎本翔太（真光寺中）
忠生図書館出張展示

○作文委員会賞
野口華美（町田二中）、土井遥登（鶴
川中）、木村珠紫香（忠生中）、諸橋
しおん（小山中）
【多摩西地区大会】
○多摩西人権擁護委員協議会長賞
高橋愛里（町田二中）、木田盛太郎
（南中）、喜多川修平（つくし野中）、
黒木琉碧（南成瀬中）、佐藤日菜子
（鶴川二中）

表彰式の様子

まる まる ちん ぶん

き

び だん ご

明治の風刺マンガ『団団珍聞『
』驥尾団子』の世界

問自由民権資料館☎
☎７３４・４５０８

移動図書館そよかぜ号

問さるびあ図書館☎
☎７２２・３７６８、堺図書館☎
☎774・2131
そよかぜ号は、図書館が遠い地
域の方でも本が借りられるよう
に、約３５００冊の本を積み、市内６５
か所を巡回しています。各巡回場
所に２週間に１度、４０分～５０分間
停車します。
そよかぜ号では、本の予約サー
ビスや、利用券の発行も行ってい
ます。
巡回日程・場所は、町田市立図書
館ホームページでご覧いただけま
お早めにご使用ください !

す。また、各市立図書館で巡回日程
表を配布しています。

町田市プレミアム商品券

明治１０年に創刊された『団団珍
聞』、その姉妹誌『驥尾団子』には、
毎号ユニークでシニカルな風刺漫
画が掲載されました。その漫画を
読み解くことで、明治前期の政治
や社会をのぞきます。
会期２月１４日㈮～３月１日㈰
休館日月曜日（ただし、２月２４日は
開館）
場忠生図書館多目的室
【関連イベント～明治の風刺マン
ガ絵とき教室】
風刺マンガの読み解き方を解説
使用期限 2月29日㈯まで

します。
対小学５年生以上の方
日２月２３日㈷、２９日㈯、午後２時～
３時

「幕内の相撲」
（『団団珍聞』明治１４年１０
月２２日）

問 産業政策課☎724・3296

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

生涯学習センター～講演会

年齢は単なる数字にすぎない！

【ＩＴエヴァンジェリスト（伝道師）若
宮正子さんに聞く、人生１００年時代
の楽しみ】
世界最高齢プログラマー・若宮正
子氏を講師に招き、人生１００年時代
の過ごし方や楽しみについてお話し
いただきます。また、市内のシニアＩＴ
支援団体（特）アクティブＳＩＴＡも参
加します。
日２月２４日
（振休）
午後２時～４時
場同センター
定１５０人
（申し込み順）
申１次受付＝２月１日正午～４日午後
７時にイベシス（インターネット）コ
ード２００２０５Ｃへ／２次受付＝２月５
日正午～１７日にイベントダイヤル
（☎
☎７２４・５６５６）
またはイベシスへ。
※附室からの親子鑑賞希望者（申し
込み順に８人）
は、電話で併せて申し
込みを。
問同センター☎
☎７２８・００７１
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）
をご覧ください（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）。
【特別講座～あなたの健康法、ホント
に効くの？現代の養生訓を考える】
健康法の中で役に立つこととそう
ではないことの違いや、健康の向上
に地域の薬局がどのように役立つこ
とができるかについて考えます。
日３月１５日㈰午前１０時～正午
場相模女子大学（相模原市）
講相模原市薬剤師会常任理事・菅野
宏一氏、神原大輔氏、同薬剤師会理事
・新田淳史氏
定５０人（申し込み順）
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、３月１２日まで（必着）に、郵
送またはＦＡＸでさがまちコンソー
シアム事務局へ（さがまちコンソー
シアムホームページで申し込みも
可）
。
問同事務局☎
☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎
☎７２８・００７１
生涯学習センター

障 が い 者 と 家 族
そ の と き 社 会 は

【「私宅監置」から１００年 家族によ
る監禁事件を考える】
「私宅監置」
（自宅での閉じ込め、合
法化された座敷牢）が発覚してから
１００年。昨今も自身の家族を監禁す
る悲しい事件が起きています。
z

市庁舎４階屋上花畑

ピルケース教室参加者・新規ボランティア募集

問市有財産活用課☎
☎７２４・２１６５

ピルケース教室
運営サポーターの学生と一緒に、
屋上花畑の花などを使って、ピルケ
ースに飾り付けをします。
対市内在住、
在勤、
在学の方
日３月８日㈰、午前１０時～正午、午後
１時３０分～３時３０分（各回とも同一
内容）
場市庁舎
定各２０人
（申し込み順）
費５００円
申２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２００２０６Ｄへ（申し込み
は５人まで）
。

新規ボランティア募集
屋上花畑の草花の植え付けや野菜
の種まき・収穫等の維持管理をする
ボランティアと、屋上花畑のＰＲイベ
ントを企画・実施する運営サポータ
ーを募集します。
対屋上花畑ボランティア＝市内在
住、在勤、在学の方、屋上花畑運営サ
ポーター＝市内または近隣の高等学
校・専門学校・大学に在学の１５～２５

歳の学生（中学生を除く）
活動期間４月１日～２０２１年３月３１日
申所定の応募用紙（市有財産活用課
〔市庁舎５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
し、直接、郵送、ＦＡＸまたはＥメール
で３月６日午後５時まで（必着）に市有
財産活用課へ。
【屋上花畑ボランティア・運営サポー
ター募集説明会】
日２月２３日㈷、午前１０時～正午、午
後１時３０分～３時３０分（各回とも同
一内容）
場市庁舎
定各２０人（申し込み順）
申２月５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２００２０５Ｂへ（申し込み
は５人まで）。

ボランティア作業の様子

子育てひろばカレンダー
（毎月25日発行）
問子育て推進課☎
☎724・4468
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
ばカレンダー」
でご案内しています。 町田市子育てひろばカレンダー 検索
町田市メール配信サー
ビス（ほっとメールま
ちだ）で子育て情報を
配信中 !

５分でわかる町田のストーリー

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

イベシス
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検索

１００年前の座敷牢を調査した呉秀
三の功績をたどる記録映画「夜明け
前 呉秀三と無名の精神障害者の
１００年」を鑑賞し、家族を閉じ込める
背景、問題点、そのとき地域・社会は
どうすべきか、一緒に考えてみませ
んか。
日３月７日㈯午後１時～４時
場生涯学習センター
内映画「夜明け前」の上映、障がい者
の家族、支援する方たちによるパネ
ルディスカッション
講（社福）ウィズ町田理事長・小野浩
氏 他
定１５８人（申し込み順）
申２月１日午前９時から電話で同セン
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

町村合併と鶴川の人びと

１９５８（昭和３３）年、鶴川村は町田
町・忠生村・堺村と合併し、町田市が
生まれました。町村合併・市制施行の
時代背景とともに、町村合併という
事態に直面した鶴川の住人の声に耳
を傾けます。自由民権資料館の学芸
員がお話しします。
日２月１９日㈬、午前１０時～１１時、午
後１時～２時（各回とも同一内容）
場和光大学ポプリホール鶴川３階多
目的室
定各45人（先着順）
問同センター☎
☎７２８・００７１

まちだ市民セミナー
【知っておきたい性のはなし～子ど
もたちを守るために】
日３月１日㈰午後２時～４時３０分
場町田市民フォーラム
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内①講演「自分と相手を大切にする
って？～若者の性の現状と、親とし
て、産婦人科医としての課題」②講演
「ＬＧＢＴ／ＳＯＧＩの基礎知識～トラン
スジェンダーの子どもと学校」③当
事者によるお話、総合ディスカッシ
ョン
講①筑波大学大学院ヒューマン・ケ
ア科学専攻社会精神保健学分野 遠
見才希子医師②岡山大学大学院保健
学研究科教授・中塚幹也医師③ゲス
トスピーカー＝（特）共生社会をつく
るセクシュアル・マイノリティ支援
全国ネットワーク会員 松尾タクミ
氏、教員・流氏
定１５０人（申し込み順）
申２月４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２００２０４Ｄへ。
問保健総務課☎
☎７２２・６７２８
町田市民文化祭春の催し

町 田 市 民 美 術 展

日２月２２日㈯～３月１日㈰、午前１０
時～午後５時（入場は終了の１時間前
まで、２月２５日は休館）
場国際版画美術館企画展示室・市民
展示室
内絵画・版画・デザイン・彫刻部門、手
芸・工芸・写真部門、書道部門の公募
作品を展示
※２月２９日㈯午後１時から「席上揮
毫」をエントランスホールで行いま
す（見学自由）。
※出品申し込みは締め切りました。
※美術展の内容については、町田市
民美術展事務局〔創作陶芸 紅土会〕
（☎
☎７９１・９２０２）へお問い合わせく
ださい。
問文化振興課☎
☎７２４・２１８４
き

ごう

見つけよう暮らしの中の３Ｒ

さんあーる広場㏌町田シバヒロ

問３Ｒ推進課☎
☎７９７・０５３０

暮らしの中にある身近な３Ｒ（リデ します。
ュース・リユース・リサイクル）を感 【食品ロス削減に関するイベント】
食育に関するクイズを実施しま
じることができるイベントです。
す。また、乾パン（防災備蓄品）を使っ
日２月８日㈯午前１０時～午後２時
た「おしるこ」を配布します（先着
場町田シバヒロ
１００食予定）。
【リサイクル広場】
以下の対象品目を資源として無料
同時開催
で回収します。
対象品目陶磁器・ガラス食器、フライ 【まち☆ベジの販売】
パンなどの家庭金物、ビデオテープ、
市内の大型生ごみ処理機で処理し
廃食用油、ヨーグルトの紙容器、洗剤 た堆肥のもとを利用して育てられた
の計量スプーン、ペットボトルのふ 農作物などを販売します。
た、パン袋の留め具、インクカートリ 【粗大ごみの再生販売】
ッジ、小型家電等
市内で収集した粗大ごみを洗浄、
【スケルトンごみ収集車“みえるく 研磨、部品交換等することにより再
ん”の展示】
生した家具等を販売します。
ごみの収集体験や、運転席に座っ 【フードドライブを実施】
て記念撮影をすることができます。
家庭で余っている食材をお持ちく
ださい。集まった食材は、地域の福祉
団体や施設、フードバンク等に寄付
します。
【ＦＣ町田ゼルビア古本の回収＆新聞
バッグをつくろう！】
家庭で不要になった古本やＣＤ・Ｄ
ＶＤなどを回収します。
また、リユース活動として、古新聞
を利用したバッグを製作します。
【剪定枝堆肥の販売】
※出展ブース・イベントの詳細は、町
市内で回収した剪定枝を堆肥化し 田市ホームページをご覧ください。
た「剪定枝堆肥（土壌改良材）」を販売
せん てい

し

たい

ひ

2 月は「町田とユニセフの『子どもにやさしいまちづくり』」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
消 費 生 活 セ ン タ ー
【くらしに役立つ学習会～ネットシ
ョッピングを楽しく、安全に利用す
るために 楽しくＩＣＴを学ぼう】
ネットショッピングで安全に商品
を購入するために、利用する際の注
意点やさまざまな支払方法などを学
びます。
日３月２日㈪午前１０時～正午
講
（公社）
日本消費生活アドバイザー
・コンサルタント・相談員協会 金
藤博子氏
定４０人
（申し込み順）
申１次受付＝２月１日正午～４日午後
７時にイベシス（インターネット）コ
ード２００２０５Ｄへ／２次受付＝２月５
日正午～２０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２月１日正午から
併せて申し込みを。
【くらしに役立つテスト教室～減塩
でもおいしく うす味・減塩を習慣
に】
身近な食品の塩分テストを行い、
自分の塩分摂取量を調べて、塩分を
摂りすぎないためのコツを学びま
す。
また、
自宅のみそ汁を持参いただ
ければ、
塩分チェックもできます。
日３月４日㈬午前１０時～正午
講町田地域活動栄養士会・原慶子氏
定１６人
（申し込み順）
費１００円
（検体費）
申２月５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２００２０５Ｅ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。
◇
対市内在住、
在勤、
在学の方

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ください。
場町田市民フォーラム
問同センター☎
☎７２５・８８０５
生涯学習センター

藤井恵さんのからだに
やさしいおうちごはん

食に興味があり、普段料理をする
方向けに、旬の食材や発酵食品を盛
り込んだ和食の献立の調理実習を行
います。食材の扱い方や組み合わせ、
映える盛り付けのコツを学べます。
日２月２７日㈭午前１０時～午後０時
３０分
場同センター
講料理研究家・藤井恵氏
定２２人（申し込み順）
費１０００円（材料費）
申２月２日午前９時から電話で同セン
ター
（☎
☎７２８・００７１）へ。
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
でください。
日２月２０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＝「日野多
香子」／おはなし＝「むく鳥のゆめ」
（浜田廣介作）、
「かしこすぎた大臣」
（インドの昔話）、
「プクサの魂」
（アイ
ヌの昔話）
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、２月１日午前９
時から電話で同館（☎
☎７３９・３４２０）
へ。
町田新産業創造センター

金融のプロから学ぶ
ワ ー ク 式 セ ミ ナ ー

【起業に必要な資金計画・収支計画の
つくり方】
事業計画書（資金計画・収支計画）

を作成するセミナーです。数字が苦
手な方や、金融機関から直接アドバ
イスを受けたい方にもおすすめで
す。
対創業の計画がある、または創業後
５年未満で、次のいずれかに該当す
る方 ①３９歳以下または５５歳以上
の男性②女性
日２月２６日㈬午後２時～５時
場同センター
講多摩信用金庫
定１５人（申し込み順）
申同センターホーム
同センター
ページで申し込み。
ホームページ
問同センター☎
☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎
☎７２４・２１２９
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２月９日㈰、２２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①２月１３日㈭午後２時～３時３０分
②２月１３日㈭午後３時４５分～５時１５
分③２月１８日㈫午後２時～３時３０分
④２月１８日㈫午後３時４５分～５時１５
分
内①応用・経営～創業初期から考え
るブランディング②応用・財務～経
営に活かす代表的な財務指標③応用
・人材育成～人を雇用するときのル
ール④応用・販路開拓～お客様のハ
ートを掴むコミュニケーション
講①（株）コマキ・アンド・カンパニー
小巻朱美氏②（株）ウィルパートナー
ズ・馬場郁夫氏③村上社会保険労務
士事務所・村上かおり氏④中小企業
診断士和泉朱美事務所・和泉朱美氏

町田市シルバー人材センター共催

町田市シルバー人材センターは は 往 復 ハ ガ キ１枚 に つ き１人 ま
設立40周年を迎えます。
で）
。
地域の皆さんへの日ごろの感謝
町田市シルバー人材センター
を込めて、シルバー交流まつりを
会員募集中！
開催します。
日３月７日㈯午前１０時～午後３時
同センターは、高齢者が働くこ
１５分
とを通して健康で生きがいを感じ
場町田市民フォーラム３階ホール
て暮らせるよう活動を行っていま
内サークル活動発表、ピアノ演奏 す。
と合唱（午前１０時１５分から）
、写 【入会説明会】
真パネル展示、同センター入会相
説明会は、毎月実施しています。
談等
入会には所定の手続きが必要で
【講演～「はやぶさ２」の研究開発 す。
について】
対市内在住の６０歳以上で、健康で
ＪＡＸＡ宇宙科学研究所准教授・ 働く意欲のある方
理学博士で、はやぶさ２ミッショ ※趣旨に賛同のうえ会員になって
ンマネージャでもある吉川真氏の いただきます。
講演です。
日３月３日、４月７日、いずれも火曜
日３月７日㈯午後１時３０分から
日午前９時３０分から
場町田市民フォーラム
場わくわくプラザ町田３階講習室
定１５０人
（抽選）
費２０００円（年間）
申往復ハガキに「はやぶさ２」と書
※シルバー交流まつりや入会説
き、
住所・氏名・電話番号・年齢を明
明会の詳細は同センターホーム
記し、２月１０日まで（必着）に町田
ページをご覧いただくか、お問
市シルバー人材センター（〒１９４
い合わせください。
－００２２、森野１－１－１５）へ（応募

町田市メール配信サービス

知 的 財 産 セ ミ ナ ー
【意匠・商標が変わる今こそ考えた
い、利益向上への第一歩】
事業を立ち上げたり、新商品を開
発する際に押さえておきたい「意匠
権・商標権」について最新情報や事例
を紹介します。
知的財産に少しでも興味がある方
はぜひご参加ください。
日・内２月１９日㈬、①講演「企業を元
気にする意匠・商標の活用法」＝午後
２時～３時２０分②事例紹介「取り方
で大きな差がつく！守りと攻めの意
匠・商標」＝午後３時３０分～４時１５分
③弁理士による知的財産無料相談会
（希望者のみ）＝午後４時１５分～５時
場町田新産業創造センター
講①特許業務法人レガート知財事務
所所長・峯唯夫氏②（株）ＴＲＹＬ代表取
締役・福原正之氏
定３０人（申し込み順）
申参加申込書（チラシ裏面に有り、町
田市ホームページでダウンロードも
可）に記入し、ＦＡＸで知的財産セミ
ナー２０１９運営事務局（返０３・５７５９
・２７０１）へ（下記二次元バーコード
の申し込みフォームで申し込みも
可）。
問同事務局☎
☎０３・６３２８
・３４８４、町田市産業政
策課☎
☎７２４・３２９６

出張博物館ｉｎ相原

シルバー交流まつり

問同センター☎
☎７２３・２１４７、
町田市高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４１

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 同センター
ホームページ
策課☎
☎７２４・２１２９

問市立博物館☎
☎７２６・１５３１

小中一貫ゆくのき学園（相原町）
の学校公開日に合わせて、民俗資
料展示室特別公開とガラス体験講
座を開催します。
※会場へは、公共交通機関をご利
用ください。
【民俗資料展示室特別公開！】
市立博物館所蔵の養蚕や農耕な
どに使っていた昔の道具を一般公
開します。併せて、明治時代以降に
裁縫を学ぶための教材として作ら
れた裁縫雛形を紹介します。
※学芸員が展示解説を行います。
日２月８日㈯午前１０時～午後４時
場同学園第２校舎（旧武蔵岡中学

校）３階民俗資料展示室
【体験講座「ガラスフュージングで
ストラップを作ろう！」】
さまざまな色や形、文様のガラ
スパーツを組み合わせて1人1つ
ストラップを作ります。後日、焼成
して郵送でお届けします。
対５歳以上の方（小学生以下は保
護者同伴、保護者は見学のみも可）
日２月８日㈯午後１時～４時（開催
中は随時受付、受け付けは午後３
時３０分まで）
場同学園第２校舎（旧武蔵岡中学
校）１階技術教室
講相原ガラスフュージング千の花
定６０人（先着順）
費５００円（送料込み）

裁縫雛形

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

対 対象

凡例

日 日時

ま ち だ こ く さ い こ う りゅう

場 会場

内 内容

がいこくじん

町田国際交流センター～外国人のた
めの
せ ん

も ん

か

む

りょう

そ う

だ ん

か い

専 門 家 無 料 相 談 会
べん

ご

し

ぎょう せい しょ

し

せん もん

か

弁護士・行政書士などの専門家が
ビザ・在留資格など、日常生活で困っ
ていることの相談を受けます。
※英語、
中国語、
韓国語、スペイン語、
フランス語、
ドイツ語、タガログ語で
相談できます。
日２月２９日土午後１時３０分～３時３０
分
場町田国際交流センター
申電話、ＦＡＸまたはＥメールで、町田
国際交流センター
（☎
☎７２２・４２６０返
７２２・５３３０遍ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ－ｋｏ
ｋｕｓａｉ．ｊｐ）
へ。
※相談会については町田国際交流セ
ンターへお問い合わせください。
問文化振興課☎７２４・２１８４
ざい りゅう し

かく

にち じょう せい かつ

そう だん

えい

ご

ちゅう ごく

ご

う

かん こく

ご

こま

ご

ご

ご

ご

そう だん

がつ

にち

ど

ご

ご

じ

ぷん

じ

ぷん

まち

だ

でん

わ

こく さい こう りゅう

まち

だ

こく さい こう りゅう

そう だん かい

まち

と

ぶん

か

しん こう

だ

こく さい こう りゅう

あ

か

みんなで守ろう！

災害時のいのちと権利

避難所での生活は、男女のニーズ
の違いや多様な生活者への配慮が欠
かせません。自分や大切な人の命を
守るために防災術を学んでみません
か。
日３月５日㈭午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講
（特）
日本防災士会女性防災推進委
員・正谷絵美氏
定３５人
（申し込み順）
申１次受付＝２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２００２０６Ｃへ／２次受付＝２月６
日正午～２７日にイベントダイヤル

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

（☎
☎７２４・５６５６）またはイベシスへ。
保育希望者（１歳６か月以上の未就学
児、申し込み順に８人）は２月２０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
いざというときにあなたとペットを
守るために

災 害 対 策 セ ミ ナ ー

被災地での対応事例を紹介しなが
ら、ペットと家族を守るための準備
と心得について考えます。
日３月８日㈰午前１０時～正午
場市庁舎
講
（特）アナイス理事長・平井潤子氏
定１２０人（申し込み順）
申２月６日正午～３月１日にイベント
ダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２００２０６Ｅへ。
問生活衛生課☎
☎７２２・６７２７
福祉サポートまちだ

成年後見制度出張講座

【ご存知ですか？成年後見制度】
日２月２５日㈫午後２時～３時３０分
場成瀬コミュニティセンター
内成年後見制度（法定後見制度）の概
要や手続きの流れ、相談先の紹介等
講福祉サポートまちだ職員
定２０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

市HP 町田市ホームページ
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アダプト・ア・ロード事業に参加しませんか

問道路管理課☎
☎７２４・３２５７

町内会（富士見会）から支援を得て
アダプト・ア・ロード事業とは、市
人手不足が深刻で
と協定を結んだ地域団体（事業者ま 活動していますが、
たは市民の組織する団体）の活動に す。お近くにお住まいで、ガーデニン
より、市が管理する道路をより良い グに興味のある方はぜひご参加くだ
環境にする事業です。約４５団体が、 さい。道路植栽マスで園芸活動がで
地域環境の美化に貢献できます。
道路の清掃活動や花壇・植栽マスで き、
花苗・肥料等は別途支援があります。
の園芸活動を行っています。
この活動は、道路の利用マナーを 【鶴川三友会（老人会）】
鶴川三友会（老人会）は６０人余り
見つめ直す機会となり、不法投棄・落
書きなどの問題を減らすことにつな の有志で構成されています。市の花
がります。皆さんも、アダプト・ア・ロ 壇コンクールに参加し、鶴川六丁目
交番前のロータリーの花壇の手入れ
ード事業に参加しませんか。
を行っています。
各団体の紹介
日ごろの親睦と健康を兼ねて、月
現在、下記の４団体が興味のある ２～３回幅広く活動しています。ま
た、公園清掃・老人施設等への友愛活
方の参加をお待ちしています。
動などのボランティア活動も行って
【大戸花の会】
活動区域は相原町大戸町会区域で います。
す。市から花苗を受理し、植栽・水や 【さくらサポーターズ】
町田市北部に位置する尾根緑道
り・草むしり等を行っています。ま
た、市から道路沿いの花壇を１か所 で、毎春見ごたえのある満開の桜を
借りており、他の場所も合わせて計 維持するために、地道な保全活動（樹
４か所の花壇を整備しています。花 勢のモニター、ひこばえの伐採や下
で明るい安全なまちづくりを目標に 草の刈り取り、清掃等）やＰＲ活動を
行っています。ボランティアとして
有志で活動しています。
この他にも、近隣の保育園児との 桜並木の維持・拡大に関わり、市と協
交流や、地域活性化のための地場産 力して東京の新たな桜の名所となる
野菜の販売、市の花壇コンクールに ことを目指しています。
現在、会員は１０人で、４月のさくら
も参加しています。
まつりでも会員を募集します。桜並
【鶴川四丁目富士見会】
四丁目バス道路（国士舘大学前～ 木を維持し、後世に伝えていきたい
和光学園前）の約５８０ｍの道路花壇 という趣旨に賛同いただける方は、
ぜひご参加ください。
（約１００か所）を管理しています。

午後１時～２６日午後１１時せり売り
任期２０２１年３月まで内次の３区分の
テレビに受信障害が発生する恐れが
期間動産、自動車＝３月３日午後１時
うち、いずれか１つの調査と消費生
あるため、
（一社）７００ＭＨｚ利用推進
～５日午後１１時入札期間不動産等＝
活に関する情報提供 区分Ａ＝食品
協会がチラシを配布しています／回
３月３日午後１時～１０日午後１時／詳
の表示状況の店舗調査（５回）、区分Ｂ
復作業等に係る費用を請求すること
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
細は、東京都主税局ホームページを
＝商品・サービスの表示・広告の調査
はありません。詳細は同協会ホーム
居者募集
ご覧いただくか、お問い合わせくだ （３回）、区分Ｃ＝都が提供するはかり
ペ ー ジ を 参 照 問 同 協 会 錆０１２０・
【ポイント方式
（家族向）、抽選式（単
さい問同局徴収部機動整理課公売班
による生鮮食品等１５点の内容量調
７００・０１２
身者向、
車いす使用者向、シルバーピ
査（６回）謝礼調査１回３０００円 他申
●町田商工会議所～決算・確定申告
ア
〔単身者向・二人世帯向〕、居室内で
☎０３・５３８８・３０２７
希望区分（順位を付けて複数記載可） 相談会
病死等があった住宅）】
●八王子年金事務所～国民年金保険
・応募動機（３００～４００字程度）
・住
東京税理士会町田支部の税理士な
都内に３年以上居住等、いずれも
料の納付案内を民間企業に委託して
所・氏名・電話番号・年齢・職業・情報
どが相談に応じます対市内の個人事
要件有り／詳細は募集案内を参照配
います
の入手先を明記し、２月１８日（消印有
業主日２月２５日～３月１６日（土・日曜
布期間２月３日～１２日配布場所市庁
日本年金機構は、国民年金保険料
効）までに郵送で東京都生活文化局
日、祝休日を除く）、午前９時３０分か
舎１階総合案内、各市民センター、木
の未納者に対する納付案内や保険料
消費生活部（〒１６３－８００１、新宿区
ら、１０時３０分から、１１時３０分から、
曽山崎連絡所、
各駅前連絡所、同公社
の免除申請案内等を、日立トリプル
西新宿２－８－１）へ（東京くらしＷＥ
午後１時３０分から、２時３０分から、３
町田窓口センター、
都庁等（各施設で
ウィン・ＮＴＴ印刷共同企業体に委託
Ｂホームページで申し込みも可）問
時３０分から／相談時間は６０分場同
開所日時が異なる）／同公社ホーム
しています。未納に関する納付案内
東京都生活文化局消費生活部☎
会議所申電話で同会議所へ／空きが
ページで配布期間中に限りダウンロ
等を他の事業者が行うことはありま
☎０３
ある場合に限り、予約無しでも受け
ードも可申郵送で２月１７日まで（必
せん。不審な電話などがありました
・５３８８・３０７６
付けます問同会議所☎
着）問同公社都営住宅募集センター
ら、お問い合わせください問同年金
●東京労働局からのお知らせ
☎７２２・５９５７
事務所☎
●町田消防署～ストップ！住宅火災
☎０５７０・０１０・８１０
☎０４２・６２６・３５１１、日立ト 【パートタイム・有期雇用労働法が施
行されます】
●八王子都税事務所からのお知らせ
リプルウィン・ＮＴＴ印刷共同企業体
市内では、火災による被害が多く
４月１日から、パートタイム・有期
【令和２年度定期課税分 自動車税
なっています。冬は暖房器具を使用
☎０５７０・０１２・０６０
雇用労働法が施行され、正社員と非
種別割の障害者減免申請の受け付け
する機会が増えることや、空気が乾
●東京都下水道局～下水道モニター
正規社員の間の不合理な待遇差が禁
を行っています】
燥することで火災が発生しやすくな
募集
止されます。なお、中小企業における
現在、新たに身体障害者手帳等の
っています。火の元には十分気をつ
対２０２０年４月１日時点で、満２０歳以
パートタイム・有期雇用労働法の適
交付を受けた方、減免申請がお済み
けましょう問同消防署☎
上の都内在住の方（公務員、過去にモ
☎７９４・０１１９
用は２０２１年４月１日からとなります
でない方を対象に、令和２年度分の
ニターを経験した方、島しょ在住を
●町田市老人クラブ連合会～健康講
自動車税種別割の減免申請を受け付
除く）で、ホームページの閲覧とＥメ 【ハラスメント対策の周知】
座「自分でできる介護予防」
パワーハラスメント対策が事業主
けています減免対象身体障害者手
ール送受信ができる方任期４月１日
無理なく体を動かし、健康寿命を
の義務となります。また、セクシュア
帳、精神障害者保健福祉手帳等をお
から１年間内インターネットアンケ
延ばしましょう対市内在住の６０歳
ルハラスメント等の防止対策も強化
持ちの方で、一定の要件を満たす場
ートの回答、施設見学会への参加等
以上の方日３月４日午後１時３０分～３
されます。詳細はお問い合わせくだ
合申請期限６月１日まで／減免額に
（回答数に応じ図書カードを贈呈）申
時場南市民センター申往復ハガキに
さい
は上限が設定されています問東京都
東京都下水道局ホームページを確認
講座名・住所・氏名（ふりがな）
・電話
◇
自 動 車 税 コ ー ル セ ン タ ー ☎ ０３・
のうえ、２月２８日までに申し込み問
番号・年齢を明記し、２月２５日まで
問東京労働局雇用環境・均等部指導 （必着）に町田市老人クラブ連合会
東京都下水道局総務部広報サービス
３５２５・４０６６
課☎
（〒１９４－００２２、森野１－１－１５、わ
【インターネット公売（動産、自動車、 課☎
☎０３・５３２０・６６９３
☎０３・３５１２・１６１１
くわくプラザ町田３階）へ問同連合
不動産等）
のお知らせ】
●東京都生活文化局～東京都消費生
●（一社）７００ＭＨｚ利用推進協会～
会☎
東京都主税局では、インターネッ
活調査員を募集
テレビ受信障害対策について
☎７２５・４６１３
ト公売
（動産、
自動車、不動産等）を実
対２０２０年４月１日時点で、２０歳以上
各携帯電話事業者による新しい電
施しています公売申込期間２月１３日
の都内在住の方（地方公務員を除く） 波の利用開始に伴い、一部の世帯の
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催し・講座

ンセル
問ハローワーク町田職業相談部門☎
☎
７３２・７３０９、町田市産業政策課☎
☎
７２４・２１２９

まちだで働こう！

大地沢青少年センター

合 同 会 社 説 明 会

青

市内のものづくり企業やシニア世
代・子育て世代を積極的に採用する
企業が参加します。
※参加者は自由な服装でおいでくだ
さい。
※各種セミナーも同時開催予定で
す。
詳細は、
ハローワーク町田ホーム
ページまたは町田市ホームページを
ご覧ください。
日２月６日㈭午後１時３０分～４時（受
け付けは午後１時から、入退場自由）
場町田市民ホール１階会議室
参加企業ＪＲ東日本環境アクセス、日
本郵便
（町田郵便局）、日本マクドナ
ルド
（株）
、
成城石井製造本部、ジャパ

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。
特別プログラムは「おひなさまパ
ズルセット」を予定しています。
※直接同センター事務室へおいでく
ださい。
日２月９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）

３月１１日はライトダウンにご協力を

ばん

そう

問同センター☎
☎７８２・３８００
かしの木山自然公園

自

ＮＨＫ「おかあさんといっしょ」５
代目うたのおにいさん・かしわ哲
氏が率いるロックバンド「サルサ
ガムテープ」のライブです。
元ＴＨＥ ＢＬＵＥ ＨＥＡＲＴＳのドラ
マー・梶原徹也氏も参加します。
「ロックは、究極のバリアフリ
ー」を合言葉に、障がいのある方も
ない方も、ガムテープ太鼓やペッ
トボトルマラカスで盛り上がりま
せんか。
対市内在住、在勤、在学の方（小学
生以下は保護者同伴）
日２月２９日㈯午後２時～４時
場生涯学習センター

こう

今年も相模原市と連携して、市内全
域で一斉にライトダウン（消灯）を実施
します。生活や事業活動に支障のない
範囲で、
消灯にご協力をお願いします。
被災地の復興が長期化しています。
明かりを消して、星空を仰ぐことで、被
災地に思いを馳せ、復興を祈りましょ
う。
は

②交通事故相談
③人権身の上相談(人権侵害などの問題）
④国税相談
⑤登記相談
⑥行政手続相談

スコード２００２０６Ｆへ
●大地沢青少年センター☎
☎ ７８２・
３８００
【森林体験塾Ⅲ】
対市内在住、在学の小学生の親子日
２月２３日㈷午前１０時～午後３時内し
いたけのほだ木作りや竹細工を通し
て里山暮らしを学ぶ講大戸源流森の
会定３０人（申し込み順）費１人６００円
申２月１日午前９時から電話で同セン
ターへ
【春の子どもキャンプ】
キャビンに宿泊し、野外炊事や自

日
月～金曜日
（11日を除く）

然散策をします対市内在住、在学の
小学４～６年生日３月１４日㈯午前９時
～１５日㈰午後３時３０分、１泊２日定
32人（抽選）費２０００円申ハガキに住
所・氏名（ふりがな）
・電話番号・学年
・性別・送迎バスの利用の有無を明
記し、２月１４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、グループで申し込む場合はハガ
キ１枚に全員分の必要事項を明記）
／６２円ハガキ（料金不足）で申し込
みをした場合や、必要事項が明記さ

時
相談時間はお問い合わせく
ださい

対

象

市内在住の方

れていない場合は落選となります
◇
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
●中央図書館☎
☎７２８・８２２０
【英語を楽しむおはなし会】
英語と日本語で交互に絵本を読み
ます。英語が分からなくても楽しめ
ます対幼児、小学生（保護者の同伴も
可）日２月２９日㈯午後３時～３時３０
分場同館４階おはなしのへや定１５組
程度（先着順）

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

7日、
14日㈮

電話予約制（随時）

4日㈫
6日㈭
13日㈭
5日㈬

⑧国の行政相談

4日㈫

⑨建築・耐震相談

5日㈬

午後1時30分～4時

月～土曜日
（祝休日を除く）
10日㈪

市内在住の方

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）

直接市民相談室（市庁舎1階）へ

⑩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）

⑫空家に関する相談
（弁護士・宅地建物取引士）

定１００人（申し込み順）
申２月４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２００２０４Ｃへ。

検索
市HP 暮らしに関する相談
各種相談①～⑪は、
「町田市わたしの便利帳2020」
52～57ページを参照

12日㈬

⑦年金・社会保険・労務相談

⑪消費生活相談

市内の認定農業者
が作った町田産新鮮
野菜の販売です。い
ずれも売り切れ次第
終了です。
【市役所まち☆ベジ市】
日２月１７日㈪午前１１時～午後１時
場市庁舎前
【日曜朝市】
日３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

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ください。

称

①法律相談

会

問障がい福祉課☎
☎７２４・２１４７返０５０・３１０１・１６５３

暮らしに関する相談
名

察

サルサガムテープライブ ワンダフル世界ｉｎ町田

３月１１日 午 後７時 ～８時
一斉消灯にご協力ください

●市立博物館☎
☎７２６・１５３１
【出張講座「工芸美術を体験しよう」
市民センターでやきもの体験 親子
やきもの体験～ごちそう大皿を作ろ
う】
講師が仕上げ・焼成して約１か月
後にお渡しします対市内在住、在学
の小・中学生とその保護者日２月２３
日㈷午後２時～４時場鶴川市民セン
ター講陶芸アトリエ主宰・安諸一朗
氏定１５組（申し込み順）費１組１５００
円申２月６日正午からイベントダイ
ヤル（☎
☎７２４・５６５６）またはイベシ

観

障がい者の生涯学習×理解促進事業

問環境・自然共生課☎
☎７２４・４３９１

子どものイベントカレンダー

然

町田産新鮮野菜の販売

【冬の野鳥観察】
冬の野鳥を双眼鏡やフィールドス
コープを使って観察します。
日２月１６日㈰午前９時３０分～１１時
（雨天中止）
場かしの木山自然公園
※集合はかしの木山自然公園管理事
務所前です。
※駐車場はありません。
定１５人（申し込み順）
申２月３日午前９時から直接または電
話で忠生公園へ。
問忠生公園☎
☎７９２・１３２６

まちだ・さがみはら絆・創・光

東日本大震災から９年にな
ろうとしています。震災後は
電力不足で節電意識が高まり
ましたが、時間の経過ととも
に、その意識も低下してきて
います。
市では、
節電や温暖化防止に
ついての意識を高めるため、
３
月１１日㈬に、市民の皆さんや
事業者とともに小まめな消灯
等の省エネ活動を行います。

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

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

市内在住、
在勤、
在学の
☎722・0001）へ
電話で消費生活センター相談専用電話（☎
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）

☎724・4269）へ
前週の水曜日午後4時までに、電話で住宅課（☎
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月曜日は
（空家・居住中問わず）
税理士も同席

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

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
（2月・3月）

会 場
日 時
町田東急ツインズ店（原町田6-4-1） 2月7日㈮、
3月10日㈫
南町田グランベリーパーク店
（鶴間3-4-1）2月10日㈪、3月12日㈭
午前10時～正午
小田急町田駅店（原町田6-12-20）
2月13日㈭、3月26日㈭
町田金森店（金森3-1-10）
2月17日㈪、3月2日㈪
多摩境店（小山ヶ丘3-2-8）
午前9時～11時
2月19日㈬、3月6日㈮
鶴川店（能ヶ谷1-5-1）
2月21日㈮、3月4日㈬
ぽっぽ町田店（原町田4-10-20）
2月24日（振休）、3月18日㈬
午前10時～正午
町田パリオ店（森野1-15-13）
2月26日㈬、3月24日㈫
ルミネ町田店（原町田6-1-11）
2月28日㈮、3月16日㈪

市HP 町田市ホームページ

急病のときは

毎日
日曜日
祝休日
診療日

午後7時～9時30分（電話受付は午後6時から）
午前9時～午後4時30分（電話受付は午前8時45分から）

診療時間

午前9時～午後5時

内科、
小児科
内科

携帯電話版

外科系

健康福祉会館内
☎710・0927
（下地図参照）

医療機関名（所在地）

電

話

☎722・2230

すずかけ台診療所
（つくし野3-17-9） ☎795・2121
アツミ医院（中町3-6-13）

☎722・2185

西村内科（根岸2-33-3）

☎793・2677

内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）
午前9時～翌朝9時

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ください。

ちゃ わん

診療科

2月1日
午後1時～翌朝8時 内科系 町田市民病院（旭町2-15-41）
㈯

イベントカレンダー

☎799・6161

（根岸町1009-4） ☎798・7337
おか脳神経外科
町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

3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

4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

5日㈬

午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

6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

7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

8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

内科
午前9時～午後5時

中澤医院（つくし野3-13-40）

☎795・5415

玉川学園土屋クリニック
（南大谷219-23） ☎729・5228

内科、
多摩境きむらクリニック
（小山ヶ丘5-2-6） ☎774・1700
小児科

9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

（南町田2-1-47）
町田慶泉病院

☎795・1668

あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

10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
近藤医院（成瀬1-6-7）
午前9時～午後5時

☎728・6898

内科 田村胃腸科内科クリニック
（能ヶ谷2-12-6） ☎735・5667
おやま内科クリニック
（小山町233-1） ☎860・0326

11日㈷

内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47）
午前9時～翌朝9時

外科系

☎795・1668

（下小山田町1491） ☎797・1511
多摩丘陵病院
町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

12日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

13日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

14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

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

☎ 小児救急相談 子供の健康相談室（東京都） ＃ 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

小田急線

東京都内の救急当番病院などの 健康福祉会館 原町田5-8-21
お問い合わせ
健康福祉

東京都医療機関案内サービス

または☎042・521・2323

☎03・5272・0303
24時間365日

福祉会館前
町田街道

至町田

会館

コンビニ

至金森

ひまわり

至旭町

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
学２年生は保護者同伴）日２月１６日
㈰午後１時～３時内電動糸のこ盤を
使って木のおもちゃ作り講町田糸鋸
の会定１０人（申し込み順）費３００円
【③ひなた村卓球大会】
お昼休みに野外活動体験（一部有
料）もあります対市内在住、在学の子
どもとその家族日２月２２日㈯午前
１０時～午後３時内午前＝卓球のトー
ナメント試合（要申込）、午後＝卓球
連盟による体験会、終日＝創作卓球
ゲーム会
【④レッツ！サイエンス 科学クラ
ブ～発電機と電動機（モーター）の違
いはどこか？】
対市内在住、在学の小・中学生日２月
２３日㈷午前１０時～正午内手作りモ
ーターを回転させて、
なぜ回転するの
かなどを学ぶ講電気の先生・伊藤泰
郎氏定２０人（申し込み順）費３００円
【⑤ネイチャークラブ～昆虫観察第
２回！冬眠中の虫を探そう！！】
対市内在住、在学の小学生日２月２４
日（振休）午前１０時～午後１時内ひな
た村内の朽ち木や枯葉の中にいる冬
眠中の虫を探す定２０人（申し込み
順）
費２００円
【⑥親子陶芸教室】
お茶碗とコップを作ります対市内
在住、在学の全回参加できる小・中学
生とその保護者日・内３月１日㈰午前
１０時～午後３時＝形作り、１５日㈰午
前１０時～正午＝釉薬がけ、２９日㈰
午前１０時～１１時＝講評、受け取り
講陶芸教室「徳」主宰・小口徳子氏定
２０人（申し込み順）費大人７００円、子
ども３００円
【⑦手づくりのじかん レザークラ
フト～コースター作り】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生日３月１４日㈯午前１０時～正午
内革に名前や模様を刻んでコースタ
ー を 作 る定２０人（ 申 し 込 み 順 ）費
４００円
◇
申①③直接会場へ（③卓球トーナメ
ント参加希望者は電話でひなた村へ）
②④⑤⑥⑦２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
ージ等をご覧ください

スマホ版

登録はこちらから▶

町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック（小児科）

2日㈰

●市立総合体育館☎
☎７２４・
３４４０
【エンジョイ☆スポーツまち
だ２０２０～健康測定会を実施します】
対１５歳以上の方日２月１１日㈷午前
１０時～午後４時内健康測定会（骨密
度・血管年齢・脳年齢等）、体力測定会
（握力・上体起こし等）、専門スタッフ
によるアドバイス
【健康太極拳教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日毎週木曜日、午前９時１５分～
１０時１５分内ゆったりとした動きで
全身を動かし、呼吸や筋肉を意識し
て姿勢改善や筋力アップを目指す費
大人３１０円、６５歳以上・障がい者
１００円／別途公開指導料として１００
円が必要です
●サン町田旭体育館☎
☎７２０
・０６１１
〈トレーニング室が営業再開〉
改修工事のため休館しているトレ
ーニング室は、２月７日㈮から営業を
再開します
●市立室内プール☎
☎７９２・
７７６１
【冬季限定！フィン・周回コ
ース開放】
リニューアルオープンしたプール
で泳ぎませんか。無料貸し出し用の
フィンもあります日３月１５日㈰まで
の午前９時～午後９時（フィン＝毎週
月・水・金・日曜日、周回＝毎週火・木
・土曜日）
費大人３１０円、６５歳以上・
障がい者１００円、
小・中学生無料
【ヨガ】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日毎週火曜日、午前１０時～１１
時費８００円
【ラテン骨盤エクササイズ】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日毎週金曜日、午前１０時～１１
時費６００円
●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年生以下は保護者同伴でお
いでください日２月８日㈯午前１０時
～１１時３０分（正午に消火）、２２日㈯
午前１０時～午後２時／雨天・強風中
止内たき木を拾い、
たき火体験（焼く
物・軍手等の持参も可）
【②糸のこ教室】

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ください。 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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世界初！

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。

下水道革新的技術（B−DASHプロジェクト）
実証事業がスタート 問水再生センター☎☎７２０・１８２５

市では、
国土交通省・国土技術政策総合研究所
研究施設が同センター内に完成し、１月１４日
の委託研究として、２０１９年度から「下水道革新 に記念式典を開催しました。
的技術実証事業（Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクト）」を
実証事業は２０２０年度末までの２年間を予定
実施しています。この事業は、ＩＣＴ（情報通信技 しており、終了後は、
「技術導入ガイドライン」を
術）とＡＩ（人工知能）を活用した世界初の革新的 国土技術政策総合研究所が策定し、技術の実用
な水処理設備を、成瀬クリーンセンター内の一 化及び国内外への普及展開を図ります。
部の施設に導入し、実証研究を行うものです。こ 【研究施設の見学ができます】
の技術の導入により、処理水の水質向上、運転電
研究施設の見学を希望する方は、電話で水再
力の削減、
維持管理負担の軽減などが期待され、 生センター（成瀬クリーンセンター内、土・日曜
今回の実証事業では導入による効果の検証と評 日、祝休日、年末年始を除く）へご連絡ください。
価を行います。

２月９日㈰、３月１４日㈯、午前１１時〜午後３時

至成瀬

JR町田駅前
町田東急
ツインズ
イースト

生涯学習
センター

小田急線
町田駅

至新宿

浄運寺前

町田東急
ツインズ
ウエスト

問スポーツ振興課☎
☎７２４・４０３６

ＦＣ町田ゼルビア ホーム開幕戦 !

問スポーツ振興課☎
☎７２４・４０３６

日大三高の
井上広輝選手が埼玉西武ライオンズに入団

Ｊ２リーグ２０２０シーズンが開幕し、昨シーズン５位のヴァンフォーレ
甲府と対戦します。ＦＣ町田ゼルビアは昨シーズン１８位という成績に
終わりましたが、今シーズンはランコ・ポポヴィッチ新監督を迎え、新
たな体制で上位進出を目指します。
ぜひ今シーズンもスタジアムにお越しいただき、ＦＣ町田ゼルビアに
熱い声援をお願いします。
日２月２３日㈷午後２時キック
オフ（対ヴァンフォーレ甲府
戦）
場町田ＧＩＯＮスタジアム（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
ムページをご確認ください。
広

昨年、行われたプロ野球ドラフト会議で、日本大
学第三高等学校の井上広輝選手が埼玉西武ライオ
ンズから６位で指名を受け、入団が決まりました。
その報告のため１２月１８日に、同校野球部の小
倉監督と共に市役所を訪れた井上選手は、今の心
境について、
「プロになることが目標だったので嬉
しい。日大三高の出身という誇りを持ってやって
いきたいです」と話されました。
今後の目標については、
「しっかりと体を作っ
て、１軍で１年間投げられるようになりたい。そし
て、いつかは球界を代表する投手になりたいです」
と語られました。
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ください。

井上広輝選手

１１

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）。

問スポーツ振興課☎
☎７２４・４０３６
令和元年度文部科学大臣表彰（生涯スポーツ功労者）を受賞された町田
市体育協会の山本正実理事長と、令和元年度東京都スポーツ功労賞を受
賞された町田市少林寺拳法協会が、受賞の報告のため、２０１９年１２月２０
日に市役所を訪れました。
受賞について、町田市体育協会の山本理事長は「このような賞を受賞で
きて大変喜ばしく思います。これからも、市のスポーツの発展と振興に貢
献していきたいと思い
ます」と話されました。
また、町田市少林寺
拳法協会の道下英裕会
長は、
「受賞できて光栄
です。これからも、町田
市体育協会の指導の
下、励んでいきたいと
左から、町田市体育協会（長村副会長、山本理事長）、石阪
思います」と語られま 市長、町田市少林寺拳法協会（道下会長、三浦理事長）、木
した。
島副市長

町田マルイ

原町
田大
通り

Ｊ２リーグ２０２０シーズン

町田市体育協会理事長・山本正実さん、
町田市少林寺拳法協会が受賞しました

JR横浜線
町田駅
ルミネ町田店

町田市名誉市民である荒谷俊治氏（享年８９歳）
が、１月１日に逝去されました。氏のご逝去を悼み、
謹んでお悔やみ申し上げます。
荒谷氏は、東京フィルハーモニー交響楽団や名古
屋フィルハーモニー交響楽団などで指揮をされ、海
外においてもオーケストラ、合唱、バレエなど大規
模音楽舞台芸術の分野で幅広く活躍されました。
１９７５年から町田市内を中心として活動する町
田フィルハーモニー交響楽団・合唱団の音楽監督
・指揮者を務められました。２０１１年からは同楽団
の桂冠指揮者として活動を続けてこられ、市内外
の音楽家の指導・育成、地域音楽文化の発展に寄与
されました。
また、鶴間小学校など、市内小学校の校歌の作曲
も数多く手掛けられました。
さまざまなご
活躍の姿は多く
の市民に敬愛さ
れ、誇りとする
ところであり、
心から追悼の意
を表します。

令和元年度文部科学大臣表彰・令和元年度東京都スポーツ功労賞

原町田大通りの車両交通規制を
問産業政策課☎
☎７２４・３２９６
行います

原町田大通りを歩行者
空間として活用した際の
周辺道路への影響を調査
するため、ＪＲ町田駅前交
差点から浄運寺前交差点
手前まで車両交通規制
（通行止め）
を実施します
（右地図■部分）
。
期間中、
歩行者は車道を自由に歩
くことができます。
※詳細は、町田市ホーム
ページ（右記ニ
次元バーコード）
をご覧ください。

荒谷俊治氏逝去

今号の広報紙は、 万９２０１部作成し、１部あたりの単価は

記念式典の様子

名誉市民

