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今号の紙面から

● 3面

3月議会が開会 ● 4面 市・都民税、
事業所税 申告はお済みですか

芹ヶ谷公園“芸術の杜”
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自然あふれる芹ヶ谷公園は、国際版画美術館に加え、2024年度には（仮称）国際工芸美術館が
開館する予定であり、まだまだその価値や可能性を広げられる魅力ある公園です。現在、
「芸術の
杜」という大きなテーマを掲げ、公園と美術館の一体的な整備を進めています。

芹ヶ谷公園“芸術の杜”のコンセプト

町田の自然と文化に出会える
パークミュージアム

博物館や美術館のように作品を鑑賞するだけではなく、アートや自然を肌
で感じながら、学び楽しめる体験型の公園を表現しています。町田の文化芸術
の集積であると同時に、新しい文化が創造され、発見ができる場所を目指しま
す。このコンセプトは、皆さんのご意見を参考に決定しました。

▲親と子の花の
▼芸術祭の様子

▲FIRE MEETING ♯0の様子
▼

▶桜美林大学芸術文
化学群と共催で行
ったライトアップ
イベント

芹ヶ谷公園から新しい文化を生み出す

Made in Serigaya

「公園で〇〇したい」という声を集め、実験的な取り組みを実施
していく市民参加型の公園活用プロジェクトです。市民が主体と
なって町田の文化や自然の魅力を発信し、芹ヶ谷公園から新しい
文化を生み出していこうという思いが込められています。

問 企画政策課 ☎724・2103

2面
人口と世帯（外国人含む）

芹ヶ谷公園“芸術の杜”の未来をのぞいてみよう！

（前月より142 人減）／ 世帯 ： 197,736 世帯（前月より25 世帯増）
人口 ： 428,679 人（ 男：209,822人・女：218,857人）

2020年2月1日現在
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番号間違いにご注意ください

“芸術の杜”で〇〇を楽しむ♪

芹ヶ谷公園から発信！

公園の未来について語り合うイベント「面白がる会」等を通じて集まったアイデアをもとに、芹ヶ谷公
園がさまざまな形で活用されている様子を描いた将来像（イメージ）が下記のイラストです。皆さんの「公
園で〇〇がしたい」を共有し、多くの人に愛され、利用される公園の将来像を探っていきます。
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問 企画政策課☎
☎724・2103

芹ヶ谷公園活用の将来像（イメージ）

「“芸術の杜”で〇〇を楽しむ」をテーマに皆さんからアイデアを伺いました！
いろいろな
創作活動をしたい！

青空の下で楽器
演奏やダンスを披
露したり、創作活
動やアート作品の展示が
できるなど、公園全体が
ステージになります。

国際版画美術館
に加え、
（仮称）国
際工芸美術館で
「ガラス」と「陶磁器」が鑑
賞できるようになりま
す。

アートやクラフ
トなどさまざまな
創作活動ができる
体験工房を始め、大人も
子どもも学び楽しめる場
所をご用意します。

谷の回廊

公園の中で美術品
と触れ合いたい！

湧き水と憩いのゾーン

谷のロビー

活動の中心ゾーン

ライブや
パフォーマンスを
したい！

気持ちよく
くつろぎたい
広場やあずまや
など、ゆったりとく
つろげる空間や、大
池・湧き水を眺めながら
散歩ができるような園路
に生まれ変わります。

町田の公園の“いま”をお伝えします!
みんながそれぞれの
幸せな時間を過ごせる

町田薬師池公園四季彩の杜
問 観光まちづくり課 ☎724・2128、公園緑地課 ☎724・4397

町田薬師池公園四季彩の杜の玄関口として
4月17日㈮に開園する西園（ウェルカムゲー
ト）
には、
町田産農産物の直売所や地場野菜を
使ったカフェ・レストランなどがあり、一年を
通じてアウトドアや豊かな緑を生かしたイベ
ントを気軽に楽しむことができます。
4月17日～19日には地域の皆さんと連携
して開園イベントを実施します。詳細は同公
園プロモーションサイト（＝右記二次元バー
コード）
をご覧ください。

◆ 町田産野菜を食べる、薬師池 春のイベント
同公園芝生広場で、町田産野菜を使った料理の試食やク
ラフト体験、見頃を迎える梅園の散策、電動カートの試乗体
験等をしながら、四季彩の杜の春を楽しみませんか。
日３月7日㈯午前10時～午後4時
交通小田急線町田駅北口POPビル先、21番乗り場から本町
田経由野津田車庫行き、または鶴川駅行きバスで「薬師池」
か
「薬師ヶ丘」
下車。
※駐車場は混雑が予想されます。公共交通機関をご利用く
ださい。
心と身体が健康になり「日常生活＋α」が楽しめる

クラブハウス外観

緑豊かな鶴間公園にあるクラブハウスは、木
材を生かした、自然に溶け込む落ち着きのある
建物です。スポーツ施設の貸し出しや公園利用
の受け付けを行っています。ロッカーやシャワ
ー等の更衣室機能が完備され、2階の多目的室
（スタジオ）ではスポーツ教室が開かれていま

◀西園の最新情報や四季彩
の杜のイベントを発信し
ています！

鶴間公園

す。１階には、健康総合企業（株）タニタが展開す
る「タニタカフェ」が今月オープンします。ファ
ミリー層を中心に、公園でスポーツや食を通し
た「健康」を育むプログラムを実施する予定で
す。鶴間公園クラブハウスを、ぜひご利用くださ
い。
問 鶴間公園☎
☎850・6630

対 対象

凡例

日 日時

場 会場

内 内容

健康案内

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

日観察会＝毎月第１日曜日、軽作業
＝毎月第２・４木曜日、午前９時～正午
※季節による時間変更や臨時活動日
があります。
場同公園自然観察センター（忠生が
にやら自然館）
内同公園の保全整備、自然観察会等
の行事の準備・支援等
定１０人（申し込み順）
申忠生がにやら自然館でボランティ
ア参加申込書に記入。
※申込者を対象に、３月１５日㈰午前
１０時から忠生がにやら自然館で説
明会を行います。
問同公園☎
☎７９２・１３２６

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４月８日、５月１３日、６月１０日、７月１
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

お知らせ

募 集

３Ｒ推進をテーマに５・７・５調の

男女平等推進センター

川 柳 を 募 集 し ま す

運 営 委 員 会 委 員

対①男女平等参画推進に取り組む同
センター登録団体の推薦を受け、か
つ事業に協力できる方②市内在住
で、
男女平等参画推進に理解があり、
事業に協力できる方
任期５月～２０２２年３月
内月１回の定例会への出席（交通費
程度の謝礼・保育有り）
定①１０人②２人
選考書類
申①所定の推薦書②所定の申込書に
必要事項を記入し、いずれも３月２３
日まで（必着）に、直接または郵送で
男 女 平 等 推 進 セ ン タ ー（ 〒１９４－
００１３、原町田４－９－８、町田市民フ
ォーラム３階）
へ。
※所定の用紙は同センターで配布の
ほか、町田市ホームページでダウン
ロードもできます。
問同センター☎
☎７２３・２９０８
忠生公園

２０２０年度ボランティア

対１年間を通じて活動できる方

【
「ごみを減らそう」もったいないこ
としま川柳】
市では、３Ｒ（ごみを作らないリデ
ュース・ものを大切に繰り返し使う
リユース・分けて資源にするリサイ
クル）を推進しています。
そこでこの度、３Ｒ推進をテーマに
ごみの減量を推進する川柳を募集し
ます。
応募規定（各市民センター等の市
内公共施設で配布、町田市ホームペ
ージで閲覧も可）を確認のうえ、応募
してください。なお、採用作品は、公
共施設等での展示や、広報媒体への
掲載など市の環境啓発活動に使用し
ます。
対市内在住、在勤、在学の方
申川柳（１人３作品まで）、雅号（ペン
ネーム）、応募者住所・氏名・電話番号
を明記し、３月３１日まで（必着）に、ハ
ガキ・封書による郵送、ＦＡＸまたはＥ
メールで３Ｒ推進課川柳募集担当（〒
１９４－０２０２、下小山田町３１６０、返
７９７・５３７４遍ｍｃｉｔｙ２９３０＠ｃｉｔｙ．ｍ
ａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。

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 ３月９日 ㈪ 午 前 市 庁 舎 ２ 階
３人
事前に電話で市政情報
報保護運営審議会
１０時～正午
会議室２－１（申し込み順）課
☎７２４・８４０７）
へ
（☎
「
（仮称）町田市都市づく
事前に電話で都市政策
３月１３日㈮午前 市 庁 舎 ２ 階
５人
りのマスタープラン」の
☎７２４・４２４７）
へ
（☎
１０時から
会議室２－１（申し込み順）課
策定に関する特別委員会
事前に電話で高齢者福
町田市地域包括支援セ ３月１９日㈭午後 市 庁 舎 ２ 階
５人
☎７２４・２１４０）
へ
（☎
ンター運営協議会
４時３０分～６時 会議室２－１（申し込み順）祉課

町田市民病院職員募集

問同病院総務課
☎722・2230
（内線7415）
町田市民病院

職

種

募集人員

看護師

20人
程度

助産師

若干名

受験資格

日程等

採用

検索

採用日

1985年4月2日以降に生まれた、看 ○受け付け＝
護師の資格を有する、または2021
3月31日㈫
7月1日
年春までに取得見込みの方
午後5時まで
10月1日
2021年1月1日
1985年4月2日以降に生まれた、助 （必着）
2021年4月1日
産師の資格を有する、または2021 ○試験日＝
4月25日㈯
年春までに取得見込みの方

※試験実施要項・受験申込書・適性検査受検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
は実施要項を十分に確認してください。

会計年度任用職員募集
職

種

自由民権資料館一般事務

市HP 町田市ホームページ

【注意事項等】
○作品は未発表で、自作のものに限
ります。
○応募作品は返却しません。
○採用作品の応募者には、記念品を
差し上げます。
問３Ｒ推進課☎
☎７９７・０５３０

２０１９年度包括外部監査
報告書がまとまりました
２０１９年度包括外部監査の結果が
まとまり、包括外部監査人の青山伸
一氏から市長へ報告書が提出されま
した。
包括外部監査は、市政運営へのチ
ェック機能を強化し、業務の適正化
を図り、市政に対する市民の皆さん
からの信頼を高めるために、２００７
年度から行っています。
今年度のテーマは、
「保健所に関す
る財務事務の執行について」でした。
報告書は、町田市ホームページのほ
か、各市立図書館でご覧いただけま
す。
問経営改革室☎
☎７２４・２５０３
実施します

狂犬病予防屋外集合注射

狂犬病は、致死率の高い非常に危
険な病気です。犬を飼育する方は社
会的責務として、毎年必ず愛犬に狂

３月議会が開会
令和２年第１回市議会定例会（３
月議会）が２月２１日に開会されま
した。今議会には令和２年度一般
会計予算など３7議案が提出され
ました。
議案等の内訳は予算１３件（令和
元年度補正予算６件、令和２年度当
初予算７件）、条例１２件、規約１件、
契約4件、訴訟提起２件、道路２件、
その他２件、報告承認１件となって
います。会期は３月３０日までです。

犬病予防注射を行い、犬鑑札と注射
済票を常に装着させましょう。
今年も４月に屋外集合注射を実施
します。前回と会場が変わっている
所もありますので、日程・会場の詳細
は、３月中旬に発送予定の「狂犬病予
防注射のご案内」または町田市ホー
ムページをご覧ください。
また、２０２０年度から狂犬病予防
集合注射の料金が１頭につき３７５０
円（注射代３２００円、注射済票交付手
数料５５０円）となりますので、ご注意
ください。
※一部の会場を除き、各会場に駐車
場はありません。駐車場のない会場
への車での来場はご遠慮ください。
問生活衛生課☎
☎７２２・６７２７
消費生活センター

若 者 の ト ラ ブ ル１１０番

東京都と共同で行っている「若者
向け悪質商法被害防止キャンペー
ン」の一環として、来所・電話相談を
実施します。
対市内在住、在勤、在学の方
日３月９日㈪、１０日㈫、午前９時～正
午、午後１時～４時
場同センター
相談専用電話☎
☎７２２・０００１
問同センター☎
☎７２５・８８０５

新年度予算などを審議
☎７２４・２１０４
問総務課☎
街づくり事業」など
◯その他の取り組みとして「小・中
学校体育館空調設備設置事業」な
ど

条例案・契約案等

◯学童保育クラブでの高学年児童
の受け入れを開始することを目的
として、関係する規定を整備する
ため、所要の改正をする「町田市学
童保育クラブ設置条例の一部を改
正する条例」
予 算 案
◯「町田都市計画小山田桜台地区
令和２年度の予算額は、一般会 地区計画」の都市計画決定及び「町
計が１６６１億３８８万８千円、特別会 田都市計画竹桜地区地区計画」の
計が１２１５億９５４２万１千円、合計 都市計画変更に伴い、関係する規
で２８７６億９９３０万９千円となりま 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
す。主な事業は次のとおりです。
◯将来を担う人が育つまちをつく おける建築物の制限に関する条例
るための「待機児童解消対策事業」 の一部を改正する条例」
◯玉川学園コミュニティセンター
「学童保育クラブ整備事業」など
○安心して生活できるまちをつく の改築に合わせて、玉川学園前駅
るための「温浴施設整備事業」
「雨 からコミュニティセンターまでの
バリアフリー化を図ることを目的
水管渠整備事業」など
○賑わいのあるまちをつくるため として、歩行者通路等を整備する
の「東京２０２０オリンピック・パラ 工事請負契約を締結する「玉川学
リンピック等国際大会推進事業」 園前駅デッキ整備工事請負契約」
「野津田公園スポーツの森整備事 ◯２０２０年度一般表彰の対象者に
ついて、議会の同意を求める「町田
業」など
◯暮らしやすいまちをつくるため 市表彰条例に基づく一般表彰の同
の「循環型施設整備事業・循環型施 意方について」
設周辺環境整備事業」
「相原駅周辺 などです。
かん きょ

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
※通勤手当相当分の支給有り

勤務場所

募集人数

※勤務時間等の詳細は募集要項を参照

自由民権資料館

固定資産税の縦覧及び課税台帳の閲覧

月８日＝１人

3

2020．3．1

問 問い合わせ

報

酬

月額５万８８００円

◀町田市ホーム
ページ

申込期限

申し込み・問い合わせ

３月１０日

☎７３４・４５０８
自由民権資料館☎

期間 ４月１日㈬～ ６月１日㈪

問 資産税課☎724・2118

4

催し・講座は中止や一部変更になる場合がありますのでご了承ください。

2020．3．1

お知らせ

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）。
※９月８日、９日、１７日、３０日は利用
できません。

３月１日～７日は

建 築 物 防 災 週 間

外壁材や看板の固定、アスベスト
対策、
防火扉の動作確認などを行い、
適切に建築物を維持管理し、事故を
防ぎましょう。
問建築開発審査課☎
☎７２４・４２６８
大地沢青少年センター～９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３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。
※９月１日、８日、１５日、２３日、２９日は
利用できません。
せせらぎの里
９月分の

利

用

町田市自然休暇村～

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３月１日午前８時３０分から電話で
市・都民税、事業所税

催し・講座

家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日３月２５日㈬午後２時～３時３０分
場南第３高齢者支援センター
内介護で感じるイライラやストレス
と上手に付き合うためのアンガーマ
ネジメントのテクニックを学ぶ
定３０人（申し込み順）
申電話で南第３高齢者支援センター
（☎
☎７２０・３８０１）へ。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４０
おいしく！楽しく！健康に！

男

性

料

理

教

室

栄養バランスが良く、繰り返し作
れるメニューを調理し、食べます。
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４月９日㈭、１４日㈫、２１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３月２３日ごろ
発送）

申告はお済みですか

【市・都民税】
申告書の提出期限は3月16日で
す。期限間近は窓口が大変混雑し
ます。
お早めに提出してください。
問市民税課☎
☎724・2115、
2114
【事業所税】
法人の場合は事業年度終了の日
から2か月以内、個人の場合は3月
16日までに申告して納付してく
ださい。
問資産税課家屋係☎
☎724・2118

八王子都税事務所【個人事業税】
対前年に事業主控除額を超える事
業所得等のある個人事業主
※所得税の確定申告書や住民税の
申告書を提出した方は必要ありま
せん。また、事業を廃止した場合
は、廃止の日から1か月以内（死亡
による廃止の場合は4か月以内）
に申告が必要です。
申告期限3月16日
問同事務所☎
☎042・644・1114

技能功労者・永年勤続従業員を表彰しました

問産業政策課☎
☎724・2129

市と町田商工会議所は、2019
年度の技能功労者・永年勤続従業
員の表彰式を2月17日に町田市文
化交流センターで行い、その功績
をたたえました。
技能功労者は、永く同一の職業
に従事し、技能及び技術の鍛錬や
後進の指導育成にあたり、市民生
活の向上と産業の振興に顕著な功
績が認められる技能者の方が対象
で、今年度は10人が表彰されまし
た。
永年勤続従業員は、市内の同一
事務所に永年にわたり勤務してい
る方が対象で、今年度は30年以上
の勤続が8人、20年以上の勤続が
22人、10年以上の勤続が45人、合
計75人が表彰されました。永年勤
続従業員の氏名等については、町
田市ホームページをご覧くださ
い。
技能功労者の推薦業種団体、技
能職名及び氏名は、次のとおりで

す（順不同、敬称略）。
○東京都柔道接骨師会町田支部町
田市接骨師会 按摩・マッサージ
・指圧・鍼灸師:池内博勉
○町田電気工事協同組合 電気工
事士:城山翼、佐瀬謙治
○東京都理容生活衛生同業組合町
田支部 理容師:竹内一美、尾前
廣人
○東京土建一般労働組合町田支部
畳職:杉井哲也／造園職・植木職
:石川登
○町田市管工事協同組合 配管職
:大森裕人、豊澤八十治
○（一社）町田市緑化協会 造園職
・植木職:市川仁司
あん

ま

費２０００円（食材費等）
申３月５日正午～１２日にイベントダ
イヤル（☎
☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２００３０５Ａ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
わせください。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４６
わくわく仲間づくりカレッジ

里山ウォーキング（前期）

対市内在住の６５歳以上の方
※医師から運動制限等を受けている
方はご遠慮ください。
日①４月２日②４月１６日③４月３０日、
いずれも木曜日午前８時５０分～午後
３時、全３回
※集合は①②町田バスセンター③小
田急線鶴川駅です。
内①お花見（成瀬）②ＪＡＸＡ（相模原
市）③三輪の各コース（各約７㎞）を
歩く
定３０人（抽選、結果は３月２３日ごろ
発送）
費１２００円（食材費等）
申３月５日正午～１２日にイベントダ
イヤル（☎
☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２００３０５B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
わせください。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４６
自動車安全運転を学ぼう！

町田市春の交通安全教室

４月６日から始まる春の全国交通
安全運動に合わせ、町田市・町田警察
署・町田ドライヴィングスクールの
共催で開催します。
開催日４月１２日㈰
場同スクール（南大谷１－５５）
※駐車場はありません。
【交通安全体験ブース】
直接会場へおいでください。
時間午前９時～正午
内飲酒ゴーグル、リフレクボックス
（夜間の反射材の効果）の体験等
【ペーパードライバー安全運転教室】
時間午前９時１５分～正午
内指導員とマンツーマンでコースを

走行、警察官による交通安全講話等
定３６人（市内在住の方を優先のう
え、抽選）
申３月３日正午～１７日にイベントダ
イヤル（☎
☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード2003０３Ａへ。
◇
問市民生活安全課☎
☎７２４・４００３、町
田警察署交通課安全教育係☎
☎７２２・
０１１０、町田ドライヴィングスクー
ル☎
☎７２３・２４８０

普 通 救 命 講 習 会
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）
日４月１８日㈯午後１時～４時
場健康福祉会館
内心肺蘇生法、ＡＥＤの使用方法、窒
息の手当て、止血の方法等
※救命技能認定証を発行します。
定４０人（申し込み順）
費１５００円（教材費）
申３月３日正午～２４日にイベントダ
イヤル（☎
☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２００３０３Ｄへ。
問保健総務課☎
☎７２４・４２４１

イ ベ ン ト 延 期・ 中 止 の
お 知 ら せ
【「シルバー交流まつり」延期】
本紙2月1日号8面でお知らせし
た、3月7日開催の「シルバー交流
まつり」は延期します。開催日・内
容は決まり次第、町田市シルバー
人材センターホームページでお知
らせします。
問同センター☎
☎723・2147、町田
市高齢者福祉課☎
☎724・2141
【「木曽山崎コミュニティセンター
まつり」中止】
本紙2月15日号6面でお知らせ
した、3月7日、8日開催の「木曽山
崎コミュニティセンターまつり」
は中止となりました。
問木曽山崎連絡所☎
☎793・3030
なお、例年開催している「町田
市民交通安全のつどい」は、今年
は中止となりました。詳細は市民
生活安全課（☎
☎ 724・4003）へ
お問い合わせください。

黙とうを捧げましょう

問企画政策課☎
☎７２４・２１０３

いずれも当日は、防災無線で黙 って黙とうを捧げましょう。
とうのご案内をします。
日３月１０日㈫午後２時から１分間
【東日本大震災から９年】
２０１１年３月１１日、東日本大震 ○東京空襲資料展
空襲で亡くなられた方々の遺品
災で多くの方が被災されました。
や、
戦中・戦後の生活や苦労を物語
犠牲者のご冥福と被災地の１日も
る資料に加え、空襲下の東京を写
早い復興を祈って、黙とうを捧げ
した写真資料を展示します。町田
ましょう。
日３月１１日㈬午後２時４６分から１ 市所蔵の戦時資料も併せて展示し
ます。
分間
※東京都と共催です。
【東京都平和の日】
１９４５年３月１０日、東京大空襲 日3月7日㈯～15日㈰、午前9時～
で一夜にして多くの尊い命が失わ 午後10時
れました。東京都では、平和国家日 場生涯学習センター７階ミニギャ
本の首都として、戦争の惨禍を再 ラリー
び繰り返さないことを誓い、３月 ※展示内容については、東京都生
１０日を「東京都平和の日」と定め 活文化局文化振興部文化事業課
（☎
☎03・5388・3141）へお問い合
ています。
戦没者のご冥福と世界平和を祈 わせください。

問 広報課☎724・2101
広報まちだは無料配布をしています。対象・申込方法等の詳細はお問い合わせください。 ■

町田市イベント申込システム

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

イベシス 検索

事業承継セミナーｉｎ町田
【今日から始める あなたに合った
承継のカタチ】
「事業承継はまだまだ先」
「そろそ
ろ事業承継の準備をしたいけど何か
ら手を付ければ良いか分からない」
と考えている方向けに、承継への第
一歩の踏み出し方を紹介します。
身近で具体的な事業承継の事例や
基礎知識を紹介し、町田市事業承継
推進ネットワークの各構成機関が支
援内容をお伝えします。
日３月１８日㈬午後３時～６時
場町田市文化交流センター
内①講演～経験者は語る。
「ウチはこ
んな感じで承継しました！」②講演
～あなたに合った承継のカタチ、見
つけてみませんか？③町田市事業承
継推進ネットワークの支援内容紹介
④ネットワーキング・個別相談
講①
（有）
酒舗まさるや代表取締役社
長・園部将氏、取締役会長・園部松男
氏、コーディネーター＝多摩ビジネ
スサポートセンター・猿山康継氏②
事業承継コンサルティング（株）
・池
田安弘氏
定６０人
（申し込み順）
申チラシ（町田市ホームページでダ
ウンロード）
に必要事項を記入し、３
月１２日までにＦＡＸで多摩ビジネス

サポートセンター（返７３２・３９２４）
へ（電話で多摩ビジネスサポートセ
ンターまたは町田市産業政策課へ申
し込みも可）。
※同センターホームページ（下記二
次元バーコード）からも申し込めま
す。
問多摩ビジネスサポー
ト セ ン タ ー ☎ ７３２・
３９２０、町田市産業政
策課☎
☎７２４・３２９６
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３月１４日、２１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①３月１２日㈭午後２時～３時３０分
②３月１２日㈭午後３時４５分～５時１５
分③３月１７日㈫午後２時～３時３０分
④３月１７日㈫午後３時４５分～５時１５
分
内①基礎・経営～フレームワークを
使い、他社との差別化や経営戦略を
具体的に考えよう②基礎・財務～決

本沢梅園一般開放

となりの
まちから

問相模原市コールセンター☎
☎７７０・７７７７

（受付時間＝午前８時～午後９時）

相模原市

梅の開花に合わせて、川尻財産
区の本沢梅園を一般開放します。
約１０００本の梅の花で白一色に染
まる、同園の壮観な景色をお楽し
みください。
日３月１5日㈰までの午前９時３０分
～午後３時３０分
場相模原市緑区川尻４４５７－１（城
山発電所そば、
無料駐車場有り）

市民力を生かした発想で、生涯学
習センターを始めとする市内の公共
施設を会場にした講座づくりにチャ
交通ＪＲ横浜線橋本駅南口から「若
葉台住宅」行きバスで終点下車、徒
歩約３０分

環境基準

99

東京都

466

13

5 1877 103.2 48

62以下

361

417

59

8

0

484

97.4 42

57以下

鶴川第二小学校 ★ 364

552

46

0

0

598

88.4 41

57以下

365 1049

87

6

0 1142

95.1 42

57以下

361 3024

174

3

0 3201

97.6 48 指定なし

町田市

小山小学校
町田第五小学校

365 1578

168

5

2 1753 104.7 45

57以下

忠生第三小学校

357

723

55

16

0

794

94.2 42

57以下

南中学校

360

538

72

5

0

615

99.5 41

57以下

※騒音発生回数は、70ｄB(デシベル)以上の騒音が5秒以上継続した回数です。Ｌｄｅｎは
2013年4月から航空機騒音に係る環境基準の評価指標として採用されており、単位
はｄB（デシベル）で表します。夕方・夜間など静かな時間帯に重み付けを行い算出して
います。

町田市プレミアム商品券 〜加盟店の方へ

5

レンジしませんか。
※詳細は、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、町田市ホームページでダウ
ンロードも可）をご覧ください。
対市内在住の代表者を含む３人以上
（市内在住、在勤、在学の方が半数以
上）のグループで学習講座の企画・運
営をしてみたい方
※市民企画講座で２０１９年度に採用
された団体は申し込みできません。
申申込書（説明会で配布）に記入し、
５月１日午後５時まで（必着）に、直接
または郵送で生涯学習センターへ。
【説明会を開催します】
いずれかの回に参加してくださ
い。参加できない場合は、必ずお問い
合わせください。
日４月４日㈯、午前１０時～１１時（受け
付けは午前９時３０分から）、午後２時
～３時（受け付けは午後１時３０分か
ら）
場生涯学習センター６階視聴覚室
内選考基準、スケジュールの説明、質
疑応答
※５月１０日㈰にヒアリングを行いま
す。説明会時に希望の時間帯を伺い
ます。
問生涯学習センター☎
☎７２８・００７１

高ヶ坂石器時代遺跡
（ 八 幡 平 遺 跡 ）見 学 会
現在、遺跡公園として整備中の八
幡平遺跡の見学会を実施します。再
現された縄文時代の敷石住居跡を見
ることができます。
日３月１４日㈯、午前１０時から、１１時
から、各３０分程度（雨天実施）
場高ヶ坂石器時代遺跡（八幡平遺跡）
〔高ヶ坂２－１６４５－６〕
※集合は、芹ヶ谷公園ひだまり荘前
です。
問生涯学習総務課☎
☎７２４・２５５４

2019年10月～12月の航空機騒音
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

Ｌｄｅｎ

測定結果
（年平均値）

89

合 計

79

ｄＢ以上

90 100
～ ｄＢ

80

～ ｄＢ

70

～ ｄＢ

測定場所

測定者

測定日数
（日）

騒音発生回数（回）

最大騒音レベル
（ｄＢ）

環境基本法に基づく航空機騒音の環境基準Ｌｄｅｎの2018年度の測定
結果は、東京都固定局3地点（★印）と市測定局5地点（小山小学校は指定
区域外）
すべての地点において環境基準を超過しませんでした。なお、忠
生小学校は4日間、鶴川第二小学校は1日、小山小学校は4日間、忠生第三
小学校は8日間、
南中学校は5日間の欠測日がありました。

本町田東小学校

２０２０年度に町田市や市内の産業
振興機関が実施する、中小企業を対
象とした支援メニューを紹介しま
す。
日３月２４日㈫午後４時～５時
場市庁舎
定５０人（申し込み順）
申申込用紙（町田市ホームページで
ダウンロード）に必要事項を記入し、
3月18日までにＦＡＸまたはＥメール
で産業政策課（返０５０・３１０１・９６１５
遍ｍｃｉｔｙ４４２０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋ
ｙｏ．ｊｐ）へ（電話での申し込みも可）。
問産業政策課☎
☎７２４・３２９６

講座づくり★まちチャレ

問環境保全課☎
☎７２４・２７１１  

町田第一小学校 ★ 365 1393

町田市産業支援メニュー説明会

市民提案型事業

2018年度
（2018年4月1日～2019年3月31日
の365日）
の航空機騒音発生状況

忠生小学校 ★

算書（損益計算書・貸借対照表）の読
み方を知ろう③基礎・人材育成～経
営者に知ってほしい「話し方」と「聴
き方」を学ぼう④基礎・販路開拓～基
本的な販路開拓の手法を知ろう
講①イグナル・コンサルティング
林早苗氏②（株）ウィルパートナーズ
・馬場郁夫氏③（株）スタンコミュニ
ケーションズ・松尾由紀子氏④中小
企業診断士和泉朱美事務所・和泉朱
美氏
定各３０人（申し込み順）
申参加希望日の前日午後５時までに
同センターホームページ（下記二次
元バーコード）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

2020．3．1

忠生第三小学校
南中学校

10月
11月
12月
10月
11月
12月
10月
11月
12月
10月
11月
12月
10月
11月
12月

市HP 航空機騒音測定結果 検索
問環境保全課☎
☎724・2711

騒音発生回数（回）
月間最高
70～79ｄB 80～89ｄB 90～99ｄB 100ｄB以上 合 計 音（ｄB）
85
2
0
0
87
84.0
58
5
0
0
63
87.6
84
4
0
0
88
85.2
338
8
0
0
346
84.0
323
13
2
0
338
93.8
208
9
0
0
217
88.6
92
13
0
0
105
89.0
71
9
0
0
80
84.9
80
9
0
0
89
82.5
90
1
0
0
91
84.6
100
5
0
0
105
89.5
103
9
0
0
112
89.8
33
3
0
0
36
84.5
45
3
0
0
48
85.6
52
4
0
0
56
84.1

※騒音発生回数は、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
10月～12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・環境

市HP 航空機騒音苦情件数 検索
問企画政策課☎
☎724・2103
保全課で電話受付しているほか、Eメ
ール（遍mcity470@city.machida.to
kyo.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
情をお受けする際に、
月
件数
お住まいの町名、騒音 10月 6件
の発生時間をお聞きし 11月 2件
12月 1件
ています。

問 産業政策課☎724・3296
換金期限は 3 月 7 日（消印有効）です。 ■
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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
生涯学習センター

言葉の責任 ネットの加害者・
被害者にならないために

【命の大切さ、人生の大切さ、あきら
めない心】
お笑い芸人・スマイリーキクチ氏
がデマにより、殺人犯とされインタ
ーネットで中傷被害を受けた経験に
ついて講演します。助けてくれた人
や、
救いになった言葉など、支えにな
ったエピソード等もお話しします。
日３月２９日㈰午後２時～４時
場同センター
定１５８人
（申し込み順）
申１次受付＝３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２００３０３Ｃへ／２次受付＝３月３
日正午～２６日にイベントダイヤル
（☎
☎７２４・５６５６）
またはイベシスへ。

※未就学児も会場に入れます。
※親子で附室からの受講を希望の方
（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
生涯学習センター

ＢＯＮＳＡＩ
！ 春をよぶ、
小
さ
な
盆
栽

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

日３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＝「飯島敏

どんな部屋にも飾ることができ
る、初心者向けのミニ盆栽の植え付
けを行います。
日３月２８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）
場同センター
内盆栽に関するお話、小さな盆栽の
植え付け実習
講石井造園（株）
・石井直樹氏、中村ひ
とり氏
定各１５人（申し込み順）
費２０００円（材料費）
申３月１日午前９時から電話で同セン

図書館で英語を学ぼう！

問中央図書館☎
☎７２８・８２２０

市では、２０２０年度から全国の
小学校で英語が必修化されること
に先駆け、
「えいごのまちだ（町田
ならではの英語教育）」に取り組ん
でいます。その一環として、市立図
書館でも英語に触れる機会を増や
す取り組みを推進します。

英語の本が充実します
市立図書館では、３月１３日から
絵本を中心とした英語の本を約
８００冊増やします。それに合わせ
て中央図書館では、４階児童コー
ナー内の「がいこくごのほんコー
ナー」をリニューアルしました。ぜ
ひたくさんの外国語に触れてみて
ください。

町田市立図書館3月の子ども向けの催し

4月以降のイベントは町田市立図書館ホームページ、または、まちだ子育てサイトをご覧
ください。
催 し
①ちいさい子向けおはな
し会
②おおきい子向けおはな
し会
③乳幼児向けおはなし会
④こどもえいが会

日 程
時 間
会 場
①3月11日、18日、25日
①午後2時30分から
（第3日曜日はお休み）
②午前11時から
②3月7日、14日、21日、
中央図書館
③午 前10時30分か
☎728・8220
28日
11時から
ら、
③3月13日、27日
④午後3時から
④3月4日

英語多読コーナーを新設します
辞書を引かずに、やさしい英語
をたくさん読むことで英語に親し
んでいく「英語多読」という学習方
法に注目し、３月１３日から「英語多

※その他、各市立図書館でも催しを行っています。詳細は各市立図書館へお問い合わせく
ださい／③は１日２回実施します。
☎ 722･3768、鶴川図書館☎
☎ 735･5691、鶴川駅前図書館☎
☎ 737・
問さ るびあ図書館☎
☎ 710･1717、木曽山崎図書館☎
☎ 793･6767、忠生図書館☎
☎ 792
0263、金森図書館☎
☎ 774･2131
・3450、堺図書館☎

子どものイベントカレンダー
●子ども創造キャンパスひ
なた村☎
☎７２２・５７３６
【レッツ！サイエンス 科学
クラ ブ“ぷ ち”～ み ん な の 知って る
「食べられない？！シュワしゅわ！アワ
あわ！！」
いろいろ実験してみよう！】
対市内在住、在学、在園の５歳～小学
３年生とその保護者（小学生は子ど
ものみの参加も可）日３月２２日㈰午
前１０時～正午場ひなた村工作室講
まちだ実験し隊定２０人（申し込み

順）
費３００円
【ネイチャークラブ～ヨモギのホッ
トケーキを食べよう！】
対市内在住、在学の小学生日３月２２
日㈰午前１０時～午後１時場ひなた村
第３レクルーム 他内春の野草を観
察し、ひなた村のヨモギを使ったホ
ットケーキを食べる定２０人（申し込
み順）
費２００円
◇
申３月１日午前１０時から電話でひな

称

日

①法律相談

月～金曜日

②交通事故相談

た村へ／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
ージ等をご覧ください
●産業政策課☎
☎７２４・３２９６、町田新
産業創造センター☎
☎８５０・８５２５
【まちだキッズ発明体験教室（春）】
日本弁理士会との協定に基づき開
催します。発明の面白さや大切さを
伝える体験教室です。参加者同士で
グループを作り、協力しながら取り
組みます対小学４～６年生（保護者同

④国税相談

時

対

相談時間はお問い合わせく
ださい

象

市内在住の方

申し込み等
前週の金曜日から電話で予約
相談日の１週間前から電話で予約

６日、１３日㈮

電話予約制（随時）
電話で市民相談室
☎７２４・２１０２）へ
（☎

３日㈫

⑤不動産相談

１０日㈫

⑥登記相談

午後１時３０分～４時

５日㈭

⑦行政手続相談

電話予約制（次回分まで受け付け）

１２日㈭

⑧年金・社会保険・労務相談
⑨少年相談

市内在住の方

４日㈬
１０日㈫

⑩国の行政相談

３日㈫

⑪建築・耐震相談

４日㈬

午前９時～午後４時

事前に電話で八王子少年センター（☎
☎０４２・６７９・１０８２）へ

午後１時３０分～４時

直接市民相談室（市庁舎１階）へ

⑫電話による女性悩みごと相談（家庭、
月～土曜日
午前９時３０分～午後４時
（祝休日、第３水曜日を除く）
人間関係、女性への暴力、ＬＧＢＴ等）
（水曜日のみ午後１時～８時）
⑬消費生活相談
⑭空家に関する相談
（弁護士・宅地建物取引士）

ご利用ください！

伴での参加も可）日３月２８日㈯午後
２時～５時場町田新産業創造センタ
ー内発明に関する電子紙芝居授業・
クイズ、発明工作授業、発明品ＰＲ＆
お試し販売会講日本弁理士会関東会
所属弁理士・遠田利明氏、本谷孝夫
氏、伊藤夏香氏定３０人（申
し込み順）申３月２７日まで
に同センターホームページ
（右記二次元バーコード）で申し込み

検索
市HP 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2020」
52～57ページを参照

１１日㈬

③人権身の上相談
（人権侵害などの問題）

読コーナー」を新設します。欧米な
どで英語を母国語とする子ども達
が教科書として使用している「Ｏx
ford Ｒeading Ｔree」等の資料を
取り扱います。
場中央図書館、鶴川駅前図書館、忠
生図書館
【英語多読コーナーオープン記念講
演会～英語多読で楽しく学ぼう！ 】
実際に多読用図書に触れ、初心
者でも気軽に楽しめる英語多読の
世界を紹介します。
日３月２１日㈯午後２時開演
場中央図書館
講（特）多言語多読理事・酒井邦秀
氏
定５０人（申し込み順）
申１次受付＝３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２００３０４Ａへ／２次受付
＝３月４日正午～１７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）
。

詳細は、各施設へ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。

暮らしに関する相談
名

宏」／おはなし＝「ノロウェイの黒牛」
（イギリスの昔話）
「
、ぼたもち」
（日本の
民話）、
「あばらやの星」
（壺井栄）
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）のみ要予約。３月３
日午前９時から電話で同館（☎
☎７３９・
３４２０）へ。

月～土曜日
（祝休日を除く）

午前９時～正午、
午後１時～４時

９日㈪

午前９時～正午
（相談時間は５０分）

移動図書館“そよかぜ号”

市内在住、
在勤、
在学の方

☎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
☎７２２・０００１）へ
電話で消費生活センター相談専用電話（☎
※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

市内に家屋を所有の方
☎７２４・４２６９）へ
前週の水曜日午後４時までに、電話で住宅課（☎
（空家・居住中問わず）

詳細はお問い合わせください。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131

町田市立図書館

検索

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。
子どもセンターただＯＮ

式 町 水 晶 ポ ッ プ
バ イ オ リ ン ラ イ ブ

脳性まひを抱えるバイオリニスト
・式町水晶さんの演奏とトークです。
乳幼児から大人までさまざまな世代
へ笑顔と希望を届けます。
日３月１５日㈰、①午後１時３０分から
②午後２時５分から

情報コーナー
●東京都住宅供給公社～公営住宅入
居者募集
募集戸数市営住宅（一般世帯家族向
〔３人以上向〕
＝４戸、若年ファミリー
向＝１戸、単身者向シルバーピア＝２
戸、 単 身 者 用 車 い す 使 用 者 向 ＝１
戸）
、都営住宅地元割当（単身者向シ
ルバーピア＝１３戸、２人世帯向シル
バーピア＝２戸）／いずれも詳細は
募集案内を参照配布期間３月２日～
１１日配布場所市庁舎１階総合案内、
各市民センター、
各駅前連絡所、木曽
山崎連絡所、同公社町田窓口センタ
ー等で配布（各施設で開所日時が異
なる）／同公社ホームページで配布
期間中に限りダウンロードも可申郵

場ただＯＮ
曲目①「Ｌｅｔ ｉｔ ｇｏ」
「夢をかなえてド
ラえもん」
「パプリカ」等②「メイオ
ウ」
「希望への道」
「人生のメリーゴー
ランド」等／予定
問ただＯＮ☎
☎７９４・６７２２
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
送で３月１３日まで（必着）問同公社都
営住宅募集センター☎
☎７１３・５０９４
●自衛隊町田募集案内所～自衛隊一
般幹部候補生・一般曹候補生募集
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①一般幹部候
補生＝２２歳以上２６歳未満の方、２０
歳以上２２歳未満の大学卒業者また
は２８歳未満の修士課程修了者等（い
ずれも見込み含む）②一般曹候補生
＝１８歳以上３３歳未満の方（ただし、
３２歳の方は採用予定月の末日現在、
３３歳に達していない方に限る）１次
試験日①５月９日、１０日②５月２３日
申①５月１日まで②５月１５日まで（い
ず れ も 必 着 ）問 同 案 内 所 ☎ ７２３・
１１８６

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。

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。

スマホ版

登録はこちらから▶

携帯電話版

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
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）

健康福祉会館内
☎710・0927
（下地図参照）

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

診療科
内科

午前9時～午後5時

医療機関名（所在地）

電

話

広瀬クリニック（小川4-17-12）

☎799・5161

加藤医院（玉川学園5-24-40）

☎732・8566

内科、
小出クリニック
（木曽東1-15-40） ☎721・2918
小児科

3月
1日㈰

☎799・6161

内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）
外科系

（根岸町1009-4） ☎798・7337
おか脳神経外科
町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

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

☎727・9930
もとはしクリニック
（中町2-14-10）☎
午前9時～午後5時

☎735・0166

ただお整形外科・内科（忠生2-28-5） ☎793・0201

8日㈰

☎799・6161

内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）
午前9時～翌朝9時

9日㈪

内科 伊藤診療所（鶴川4-35-2）

外科系

（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

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 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

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
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

福祉会館前
町田街道

会館

コンビニ

至町田

日3月16日㈪午前11時～午後1時
（売り切れ次第終了）
場市庁舎前問農業振興課☎724・2166

至金森

市役所まち☆ベジ市

各コースの時間等の詳細はお問い
合わせください対４～６歳の未就学
児、小学生日４月７日～５月21日（４月
２９日、５月５日～７日を除く）、午後３
時３０分～７時４５分（Ａ～Ｃ各１時間）、
火、木コース＝全６回、水コース＝全
５回定幼児スクール＝各３０人、小学
生スクール＝各４０人／抽選費火、木
コース＝４８００円、水コース＝４０００
円申往復ハガキに必要事項を明記
し、３月１９日まで（必着）に同プール
へ
【スタート専用コースとして開放し
ます】
高水位時に、５０ｍプールの１コー
スをスタート専用の練習コースとし
て開放します。希望者には簡単なレ
クチャーも行います／直接スタート
専用コース前で受け付けます対２０
歳以上の方日３月２１日㈯午後６時１０
分～８時費施設利用料／プールの満
水状況により、開放時間が変更とな
る場合があります。なお、飛び込みに
は危険が伴いますので、誓約書にご
署名をお願いします
〈お知らせ〉

第１６回フィンスイミング日本学
生選手権大会・日本マスターズ大会
のため、３月２２日㈰はプールの一般
利用はできません（トレーニング室
は通常どおり利用可）。なお、大会前
日は、
５０ｍプールが高水位（１．
４ｍ～
１．７ｍ）になり、水温が１～２度ほど
低くなりますのでご注意ください
● 町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン ☎ ７３６・
８２８１
【春の薬師池公園撮影会】
うららかな春の風景を一緒に撮影
してみませんか日３月２８日㈯午前
１０時～正午（小雨実施）／集合は同
サロン横の円形広場です

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

至旭町

●市立総合体育館☎
☎７２４・
３４４０
【①ハッスルバドミントン
教室】
対市内在住、在勤、在学の１８～６０歳
の方日４月４日～６月２７日の土曜日
（５月９日、１６日、３０日を除く）、午後
６時３０分～８時３０分、全１０回講町田
市バドミントン連盟定５０人（抽選）
費４５００円申往復ハガキに必要事項
を明記し、3月15日まで（消印有効）
に同館へ
【②初心者アーチェリー教室】
対市内在住、
在勤、
在学のこれからア
ーチェリーを始める１６歳以上の方
日４月４日～５月２日の土曜日、午前９
時３０分～１１時３０分、全５回講町田
市アーチェリー協会定２０人（申し込
み順）費３０００円申往復ハガキに必
要事項を明記し、3月20日まで（消印
有効）
に同館へ
【③親子ふれあい体操教室】
対市内在住の４～６歳の未就学児と
その保護者日４月４日～６月２７日の
土曜日（５月２日、９日、６月６日を除
く）
、午前９時３０分～１１時、全１０回
定３０組（抽選）費５０００円申同館ホー
ムページで申し込み
●市立室内プール☎
☎７９２・
７７６１
【プール春祭り２０２０】
当日は、施設を無料で利用できま
す
（駐車場は有料）
。
また、閉館時間も
１時間延長します／直接会場へおい
でください日３月１５日㈰午前９時～
午後１０時内ミニゲーム、工作、トレ
ーニング室の特別プログラム、食品
売店でのセール、市内の授産施設に
よる展示即売会等
【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）】

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、さかな
つりセット（８日）とキューブカレン
ダー（２９日）の予定です。
※直接同センター事務室へおいでく
ださい。
日３月８日、２９日、いずれも日曜日午

午前9時～翌朝9時

イベントカレンダー
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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。

「みまもりかるた」を作成

市では地震や風水害等の災害発生に備え、企
業等の団体と災害時協力協定を締結しています。

問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４０

「災害時における棺及び葬祭用品の供給等並び
に遺体の搬送等の協力に関する協定」を締結
問市民課☎
☎７２４・４２２５

市は、１月２９日に東京多摩葬祭業協同組合、神
奈川県葬祭業協同組合と、それぞれ「災害時にお
ける棺及び葬祭用品の供給等並びに遺体の搬送
等の協力に関する協定」を締結しました（＝写
真）。他県の葬祭業協同組合と同協定を締結する
のは全国で初めてです。
この協定により、大規模災害発生時に、遺体の
受け入れ態勢を整えるための棺の供給や遺体の
搬送などを、葬祭事業者に依頼することが可能
になりました。

２０２０町田さくらまつりウィーク
問観光まちづくり課☎
☎７２４・２１２８、町田ツーリストギャラリー☎
☎８５０・９３１１
（受付時間＝午前１０時〜午後７時）
３月２１日㈯～４月５日㈰に「２０２０町田さくらまつりウィーク」を開催します。市内各所
のイベントを巡って、町田の春を楽しみましょう。
会

場

町田さくらまつり恩田川会場

日

時

３月２８日㈯、２９日㈰、
４月４日㈯、
５日㈰、
午前１０時～午後５時

町田さくらまつり尾根緑道会場

４月４日㈯午前１０時～午後４時、
５日㈰午前１０時～午後３時３０分

町田さくらまつり芹ヶ谷公園会場

４月４日㈯、５日㈰、
午前１０時～午後４時

玉川学園はなびら市・さくらめぐり はなびら市＝４月４日㈯午前１１時～午後３時、さくらめぐり＝４
お花見
月５日㈰午前１１時～午後３時
（いずれも雨天時は中止）
町田中央公園さくら祭り

４月４日㈯午前１０時～午後４時

都立小山内裏公園さくらまつり

４月５日㈰午前１０時～午後２時

相原中央公園さくらまつり

３月２９日㈰午前１０時～午後８時
３月２８日㈯午前１０時～午後４時

鶴間公園サクラフェスティバル

３月２８日㈯、２９日㈰、
午前９時～午後４時

新型コロナウイルス感染症
電話相談のご案内
市では、新型コロナウイルス感染症に関する「帰国者・接触
者電話相談センター」を開設しています。
＜相談前にご確認ください＞
相談の対象となる該当症状の詳細は町田市ホームページで
ご案内しています。事前に確認のうえ、ご相談ください。
市HP 新型コロナウイルス関連 検索

相談電話番号
受付時間
帰国者・接触者電話相談センター 月～金曜日
午前９時～午後５時（祝休日を除く）
☎７２４・４２３８
都・特別区・八王子市・町田市合同
電話相談センター
上記以外の曜日・時間帯

問保健総務課☎
☎７２４・４２４１

キャッシュレス決済サービス導入に向けた

事業者向けＪＰＱＲ説明会・登録申込
会を開催します 問産業政策課☎
☎７２４・３２９６

【公式ガイドブックを配布します】
市内の桜の見どころやお祭り・イベント情報が満載の小冊子
「２０２０町田さくらめぐり公式ガイドブック」を配布します（無くな
り次第終了）
。
配布期間３月６日㈮から
配布場所町田ツーリストギャラリー、市庁舎１階総合案内、観光まち
づくり課
（市庁舎９階）、各市民センター、各連絡所、各コミュニティ
センター
（上小山田を除く）等

町田市議会議長に熊沢あやり氏、
副議長におく栄一氏が就任しました

問議会事務局☎
☎７２４・２１７１

町田市議会は、令和２年第１回市議会定例会で、２月２１日に市議会議長・熊沢あやり氏
（自由民主党会派）、２５日に副議長・おく栄一氏（公明党会派）を選出しました。

おく栄一氏

市は、２月２０日にヤフー（株）と「災害に係る
情報発信等に関する協定」を締結しました。
この協定により、災害時に「Ｙａｈｏｏ！防災速
報」アプリの登録者へ市の情報を配信するこ
となどが可能になりました。

おく栄一副議長は、昭
和２９年生まれで６５歳。
市議当選４回。決算特別
委員会副委員長、健康福
祉常任委員会委員長、議
会運営委員会委員長など
を歴任しています。
広

告

ＪＰＱＲとは、決済サービス各社が個別に発行しているＱＲコー
ドを、１つのコードで対応可能にするための規格です。ＪＰＱＲの
導入により、事業者は複数の国内ＱＲ決済サービス各社と一度
に契約ができ、ＱＲ決済利用者を取り込めるとともに、マイナポ
イント事業（※）への対応が可能になります。
また、ＪＰＱＲ一つで複数の決済サービスの利用ができるため、
ＱＲ決済利用者にとっても利便性が高まります。
※マイナポイント事業とは、消費の活性化やマイナンバーカー
ドの普及促進を目的として、９月～２０２１年３月にキャッシュレ
ス決済で買い物等をすると国が２５％（最大５０００円分）のポイン
トを付与する事業です。
対市内事業者
日３月２４日㈫午後５時３０分～７時
場市庁舎
内マイナポイント事業及びＪＰＱＲへの登録申込方法の説明、ＪＰ
ＱＲ登録申込書の記入
定３０人（申し込み順）
申案内チラシ（町田市ホームページでダウンロード）に必要事項
を記入し、３月１８日までにＦＡＸまたはＥメールで産業政策課（返
０５０・３１０１・９６１５遍ｍｃｉｔｙ４４２０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ
（電話で申し込みも可）。
※必要書類等の詳細は町田市ホームページをご確認ください。
※「ＱＲコード」は（株）デンソーウェーブの登録商標です。

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。

１1

１7

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）。

小山さくらまつり

熊沢あやり氏

問防災課☎
☎７２４・３２１８

☎０３・５３２０・４５９２

成瀬クリーンセンターさくらまつり ３月２８日㈯午前１０時～午後３時
（雨天時は３１日に延期）

熊沢あやり議長は、昭和
４６年生まれで４８歳。市議
当選５回。町田市災害対策
特別委員会副委員長、議会
運営委員会副委員長、都市
環境常任委員会委員長など
を歴任しています。

「災害に係る情報発信等に関する協定」を締結

今号の広報紙は、 万９２０１部作成し、１部あたりの単価は

市では、
高齢者が安心して暮らせるよう、地域の方
が高齢者を見守り、何か異変に気付いた際に迅速に
専門機関等につなげられるよう、さまざまな取り組
みを行っています。
この度、地域の方が高齢者を見守る際のポイント
を楽しみながら学べる「みまもりかるた」を作成しま
した。
かるたは希望する方に貸し出します（町田市ホ
ームページから印
刷も可）
。
ご希望の方は、
高齢者福祉課、各
高齢者支援センタ
ーにお問い合わせ
ください。

左 か ら、 東 京 多 摩 葬 祭 業 協
同 組 合・ 小 峰 理 事 長 、 石 阪
市長、神奈川県葬祭業協同
組合・石井理事長

災害時協力協定を締結しました

高齢者の見守りを楽しく学べる

