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4月から一部の施設利用等の料金が変わります

●7面

4月1日から施設の屋内は原則禁煙になります

Q.

町 田 を 守 り たい

普段の自分について
教えてください！

音楽の教員になるために大学で

勉強をしています。ピアノを練習

私たちの

したり歌を歌ったり、月に半分く

Q.

普段の自分について
教えてください！

普段は神社に勤めていて、ご

祈祷や授与品の頒布等をしてい
ます。2017年10月から、仕事に
支障がない時に、できる範囲で
消防活動に参加しています。

Q.

地域を守る活動をしようと
思ったきっかけは？

地元にある神社が、2008年に

火災に遭いました。その際、消防団
や消防署の方の迅速な消火活動に
より、一番大事な本殿は焼失を免

らいはアルバイトもしています。

Q.

地域を守る活動をしようと
思ったきっかけは？

おばあちゃん子だったので、

幼い頃から祖母に連れられて地
域の集まりによく参加していま
した。そこで地域の方々にたく
さんお世話になってきました。
地域を守りたいという気持ち
だけではなく、恩返しをしたい
という気持ちも強かったと思い
ます。

薄田美裕さん

♪
♬

れました。
そのことが、地域を守る活動を
したいと思うきっかけとなりまし

♪

た。

池田智彦さん

こう見えて、私たちは地域の消防団員として町田市を守っています。
大変なことも多いけど、仲間からはこんな声が聞こえてきます！
「人から誘われて始めた活動だけど、やってみたらすごくやりがいを感じてる！ 」
「地域とのつながりが増えたし、僕の生活の根幹になっているよ」
私たちと一緒に、あなたも町田を守ってみませんか？

仲間を
募集中

まずはお問い合わせください！
対市内在住、在勤、在学の 18 歳以上で、災害出動ができ、心身共に健康な方

問 防災課 ☎724・2107

消防団の活動紹介は２面をチェック！

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ▶６面をご覧ください
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広 報 ま ち だ は 1 日 ・ 15 日 の 月 2 回 発 行 で す
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主な活動内容

地域を守る！

町田市消防団

火災対応…火災の連絡を受けたら消防ポンプ車に乗って現場に出動し、延焼を確認し
たのち消防署員と共に消火活動を行います。
予防啓発…3月と11月の全国火災予防運動中には、団員が消防ポンプ車や広報車で市
内を巡回して火災予防の広報活動を行っています。
訓

さまざまな災害に対応するべく、年間を通して訓練を積み重ねています。

問 防災課 ☎724・2107

町田を守っています

消防団に入ったきっかけは？

私たちは

Q.

練…消火活動の基本となる操法訓練、救命活動を行うための応急救護訓練など、

3年前に地元のお祭りに行った

際、地元の消防団員と会う機会が
ありました。その時に入団を勧め
られ、過去の消防団の活躍（1面参
照）
を記憶していたこともあり、入
団を決意しました。

Q.

活動の上で印象に
残っている出来事は？

昨年の大型台風の警戒です。倒

木や強風で飛ばされてきた倒壊物
を排除したり、夜通し鶴見川の水
位を確認して、関係各所へ報告し
たりと、
一日中対応をしました。
地域を守る役割を強く意識し
た、
身の引き締まる活動でした。

Q.

新しい仲間に向けて一言
お願いします！

災害発生時だけでなく行事等で

も、
消防団が地域の安全を守り、災
害を予防する役割を担っていま
す。消防団の活動が地域の方の安
心につながっているので、やりが
いもあります。消防活動に参加す
ることでさまざまなことが学べ
て、
地域だけでなく、家族や自分の

Q.

消防団に入ったきっかけは？

妹が消防少年団に入団した事

で、消防団の存在を知りました。彼
女が消防少年団の活動で学んだこ
とを家族に教えてくれて、一緒に
練習や勉強をしていく中で、消防
団の活動に興味がわきました。

Q.

活動の上で印象に
残っている出来事は？

2018年の東京都消防操法大会

です。入団して1か月の私を選手
に選んでいただきました。言葉で
表せない程の周囲からの支えがあ
り、5か月間の訓練を走りきるこ
とができました。
その5か月間は私にとって何物
にも代え難い時間で、その先の活
動へのバネになりました。

Q.

新しい仲間に向けて一言
お願いします！

消防団は普段なかなか関わるこ

とのできない職業の方、さまざま
な年代の方に出会えるすてきな場
所です。
入らなければ知ることのできな
かった技術や考えばかりで、毎回

ためにもなると思います。皆さん

の活動がとても楽しみになります
よ！

も消防団に入ってみてはいかがで
しょうか。

私たちは消防団員として、町田市を守る活動をしています！
団員の多くは私たちと同じように、学業や仕事の傍ら活動をしています。

ご存じですか？意外と知らない消防団のいろいろ
火事だけじゃありません

町田市の消防団ってすごいんです

消防団員は大きな台風が来ても臆せず対応できる

東京都消防操法大会で、町田市消防団は常に

よう、普段から風水害に備えた訓練も積み重ねていま

上位の順位を獲得しています。2018年の同大

す。昨年の大型台風では、雨風が強くなる前から詰め

会ではヴィーナス隊が、2019年には第4分団が

所に待機し、市内の安全を守るため昼夜を通して活動

それぞれ準優勝しました。

しました。無線機で情報収集を行い、土のうを活用し

また、消防団では幅広い年代の団員が活躍し

た水防活動や強風で飛んできた倒壊物の排除など、皆

ています。中にはなんと消防団歴が55年を超え

さんの見えないところで非常に重要な役割を果たし

るベテランも！長年の知恵を生かして活動して

ていたのです。

います。

2019年に準優勝した第４分団の皆さん

市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

令和２年度（2020年度）

返０４２・７２４・５６００

施政方針

令和2年（2020年）第１回市議会定例会が開会され、石
阪市長は2月27日の本会議で施政方針を表明しました。
ここでは、
その概要を掲載します。全文は町田市ホーム
ページでご覧いただけます。
市HP 令和2年度施政方針 検索  問企画政策課☎
☎７２４・２１０３

２０20年度の

市政運営の視点

２０20年度の


主な取り組み

将来を担う人が育つまちをつくる

2020年度開始の新学習指導要領
では、小学3年生から英語教育が必
修となります。学んだ英語を実践す
る機会を提供するため、町田ならで
はの特別な取り組みとして、市立小
学校の5年生を対象に、南町田のス

安心して生活できるまちをつくる

介護予防の環境づくりと
医療・介護連携の強化 ＊
団塊の世代が後期高齢者となる
2025年に向け、介護予防・フレイル
対策などに取り組みます。町田市オ
リジナルの筋力トレーニング「町ト
レ」を始め、身近な場所で介護予防に
取り組むことのできる環境づくりを
進めます。
今後増加の見込まれる医療・介護
ニーズに対しては、
「町田・安心して
暮らせるまちづくりプロジェクト」
で、医療・介護連携に係る課題抽出と
解決に向けた検討を進めます。
また、新たに在宅医療・介護連携機
能強化型地域包括支援センターを設
置し、医療・介護連携の更なる強化を
図っていきます。
＊地域活動・市民活動の支援 ＊
市内全10地区にある地区協議会
については、地域の魅力発信や情報
共有を促進し、さまざまな団体が連
携・協力できるネットワーク組織と
しての基盤を更に強化します。
昨年4月に開設した町田市地域活
動サポートオフィスでは、地域の課
題解決に取り組む団体と企業等の橋
渡し役を担う総合的な相談窓口とし
て、引き続き持続可能な地域づくり
を支えていきます。
また、
「まちだ○ ごと大作戦1820」については、地域に寄り添った
活動が盛り上がり、2月1日時点で、
135件の取り組みが実現し、延べ
116万人が参加しています。
2020年
度も、人と人との新たなつながりや
新しい価値を創り出していきます。

＊

まる

賑わいのあるまちをつくる

町田薬師池公園
＊
＊ 四季彩の杜西園の開園
町田薬師池公園四季彩の杜の玄関
口として、西園（ウェルカムゲート）
が4月17日に開園します。町田産の
農産物直売所のほか、カフェ・レスト
ランや体験工房、芝生広場等を設け、
訪れた方をもてなします。
杜西園
（ウェルカムゲート）

＊町田ならではの英語教育の推進＊

町田市長

ヌーピーミュージアムと連携した校
外学習を実施します。

※イメージ
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輝く町田を未来につなげる

町田薬師池公園四季彩の

２０１９年にオープンした
小山子どもクラブ「さん」

＊保育施設・子どもの居場所の充実＊
保育に関しては、0～2歳児を対象
とした小規模保育所を、町田地区に
2園、南地区に1園整備します。加え
て、南地区には小規模保育所卒園後
の受け皿となる認可保育所を1園整
備します。子どもの居場所づくりに
関しては、小山田中学校区子どもク
ラブの建設工事に着手します。
また、
ユニセフと共に取り組む「子
どもにやさしいまちづくり事業」の
検証作業を進め、
「子どもにやさしい
まち」の理念実現に向けた具体的な
施策について検討を行います。

2020．3．15

・パラリンピック
＊
＊オリンピック
に関する取り組み
オリンピック聖火リレーが7月10
日に市内を走行します。町田薬師池
公園四季彩の杜西園（ウェルカムゲ
ート）を出発し、ゴールの町田シバヒ
ロでは、オリンピック聖火の到着を
祝う式典（セレブレーション）を開催
します。
また、7月25日、26日の自転車競
技ロードレースでは、世界のトップ
アスリートが市内を走り抜けます。
コースに隣接する小山白山公園で

は、大型映像装置を設置し、大会を観
戦するコミュニティライブサイトの
開催を計画しています。町田市でも
オリンピック・パラリンピックを盛
り上げていきます。

自転車ロードレーステスト
イベントで市内を走る選手

東京2020オリンピック・パラリ
ンピック競技大会では、多くの外国
人観光客が日本を訪れます。これを
契機に、異文化交流が日常となるこ
とが予想されます。同時に、海外の選
手をお迎えすることで、ユニバーサ
ルデザインのまちづくり等の意識が
高まり、共生社会の実現に更に一歩
近づくことでしょう。
また、技術革新の面では、AIやIoT
を始めとしたテクノロジーが進歩し
ています。
時間や場所にとらわれず、
あらゆることがデジタルで完結する
時代がすぐそこまで来ています。
町田市の合計特殊出生率は、国や
多摩26市の平均を下回っており、よ
り一層子どもを産み育てやすい環境
づくりを進めていかなければなりま
せん。
一方で、
これまでの子育てしや
すい環境整備が実を結び、町田市は
ここ数年、年少人口が転入超過し、
「子育て世代に選ばれるまち」になっ
ています。
これは、未来を担う子ども
たちにやさしいまちづくりを進めて
いる成果であると感じています。
子どもにやさしいまちは、高齢者
や障がい者にもやさしい、みんなに
やさしいまちでもあります。
さまざまな社会変化も一つのチャ
ンスと捉えて、誰もが夢を描くこと
ができ、幸せを感じられる“まちだの
未来”をつくることができるよう、市
政運営に臨んでいきます。

番号間違いにご注意ください

芹ヶ谷公園“芸術の杜”の
＊
新プロジェクト
芹ヶ谷公園“芸術の杜”プロジェク
トでは、公園全体をフィールドに、子
どもも大人も学び、楽しめる公園「パ
ークミュージアム」の実現に向けた
取り組みを進めていきます。昨年、市
民とともに公園の将来につながる実
験 的 な 取 り 組 み を 行 う「Made in
Serigaya（メイドイン芹ヶ谷）」を立
ち上げました。7月には活動の集大
成として「パー
クミュージアム
フェスティバル
2020」を 開 催
予定です。
＊野津田公園スポーツの森の整備＊
野津田公園スポーツの森では、多
目的グラウンドと市民の利用率の高
いテニスコートを整備します。加え
て、町田GIONスタジアム（市立陸上
競技場）の観客席増設工事を2020
年度内に完了させ、プロスポーツ等
の大会に対応した競技環境と観戦設
備を整え、
「する」スポーツ、
「みる」ス
ポーツの充実を図ります。

＊

暮らしやすいまちをつくる
新たな都市づくりの

＊ マスタープラン策定 ＊
これまで「都市計画マスタープラ
ン」
「交通マスタープラン」
「緑の基本
計画」
「住宅マスタープラン」として
策 定 し て き た 各 計 画 を1つ に ま と
め、2040年を目標とする「（仮称）都
市づくりのマスタープラン」を策定
します。
これにより、人口減少期における
都市政策や、多摩都市モノレール延
伸等の骨格的な交通基盤整備を見据
えた新たな都市構造を設計し、交通、
緑、住環境など各分野を連動させた
総合的なまちづくりを展開していき
ます。
＊多摩都市モノレールの町田方面延伸＊
町田駅周辺は、多摩都市モノレー
ル延伸後の起終点となります。広場
や街路等の公共空間の再編、交通タ
ーミナル機能の強化といった都市機
能を導入することで、新たなまちづ
くりを進めていきます。
また、町田・多摩センター間のモノ
レール新駅のまちづくりについて
は、土地利用や基盤整備の検討を深
めていきます。
＊鶴川駅・相原駅周辺のまちづくり＊
鶴川駅周辺のまちづくりでは、駅

南地区の土地区画整理事業の事業認
可を取得します。
「鶴川駅周辺再整備
基本方針」に掲げた、駅からバス・タ
クシー等への乗り換えの利便性向
上、駅の南北方向への円滑な移動等
によるにぎわいの創出、道路や下水
道整備の住環境改善等を進めます。
また、相原駅周辺では、大戸踏切立
体化事業に伴う相原駅東口アクセス
道路整備に併せ、駅前にふさわしい
まちづくりに取り組みます。

行政経営改革の取り組み

地域・民間事業者・行政の
新たな関係性の構築 ＊
「まちだ〇ごと大作戦18-20」が最
終年を迎えることを踏まえ、今後も
引き続き、地域の魅力を高めるため
に市民や地域団体が主体的に進めて
いる取り組みを支えていきます。
また、民間事業者と行政がコラボ
レーションすることで、市民の利便
性や地域の魅力向上に貢献し、多様
なサービスを生み出します。
＊最先端のテクノロジーの導入＊
デジタル社会ならではの利便性を
行政経営に生かしていくため、最先
端のテクノロジーを積極的に導入し
ていきます。導入にあたっては、市民
サービスの向上が実感できるような
活用を目指すとともに、市役所の生
産性向上をも目指し、スピード感を
持って取り組んでいきます。
＊公共施設の再編 ＊
2020年度は、公共施設の再編に
おいて、具体的な検討を本格化して
いきます。まず、町田駅周辺にある公
共施設については、2019年度の調
査、検討結果を踏まえ、複合化方針を
作成します。作成にあたっては、案の
作成段階から民間事業者の提案を受
けるとともに、対話を通じて市場性
の有無等を把握する「サウンディン
グ型市場調査」を町田市で初めて実
施します。
次に、市立小・中学校については、
より良い教育環境をつくり、充実し
た学校教育の実現を目指して、適正
規模・適正配置の審議を進めます。
公共施設再編にあたっては、将来
を見据えた理想的な姿を、市民の皆
さんと描くことを大事にしながら進
めていきます。

＊

まる

むすびに
「（仮称）まちだ未来づくりビジョ
ン2040」の策定については、2040
年のまちだの未来に向けたご意見を
多くの方から伺っています。2020
年度はより具体的な施策の検討を行
います。
少子高齢化という状況において、
今後の財政見通しは厳しい状況にあ
ります。夢を描く一方、夢で終わって
しまうことのないよう、市民の皆さ
んにも、策定の段階から広くお知ら
せし、分かりやすく覚えやすい、みん
なが目指せるビジョンとしていきま
す。
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募 集
子ども総務課

会 計 年 度 補 助 職 員

対パソコン作業ができ、書類の開封
・整理仕分作業の経験があり、子育
て支援に関心がある方
任用期間①６月１日～７月３１日②６月
１日～９月３０日③６月１日～１０月３１
日
勤務時間月～金曜日、午前８時３０分
～午後５時、
月１６日
勤務場所子ども総務課（市庁舎２階）
募集人数①３人②１人③１人
報酬月額１２万６０００円（別途通勤手
当相当分支給）
※雇用保険加入有り。②③は社会保
険加入有り。

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

選考１次＝書類、２次＝面接
申募集要項を参照し、応募書類に記
入のうえ、３月２７日まで（必着）に、直
接または郵送で子ども総務課へ。
※詳細は募集要項をご覧ください。
募集要項・応募書類は子
ども総務課で配布します
（町田市ホームページで
ダウンロードも可）。
問子ども総務課☎
☎７２４・２１３９

町田新産業創造センター

２階インキュベーション
フ ロ ア の 入 居 者

認 可 保 育 所 職 員
詳細は各認可保育所へお問い合わ
せください。
対有資格者
○多摩境敬愛保育園
（☎
☎７７５・１４７０）
＝保育士
（非常勤）
○敬愛桃の実保育園（☎
☎７７０・１１１３）
＝保育士
（非常勤）
問保育・幼稚園課☎
☎７２４・２１３８

町田市農業祭表彰状授与式を行いました

問農業振興課☎
☎７２４・２１６６、ＪＡ町田市経済センター営農支援課☎
☎７９２・６１１１

入居者は、常駐のインキュベーシ
ョンマネージャーによる販路拡大や
資金調達等の相談支援、他の入居者
等との交流を通じた創業期のノウハ
ウ共有など、さまざまな経営支援を
受けることができます。施設内覧も
随時受け付けしており、
１席単位で利
用可能なブースの貸し出しもありま
す。
対これから創業する方、創業後５年
以内の方、第２創業をする方（個人で
も法人でも可）
内・費２階１２号室（面積９㎡）＝月額
３万８１７円（賃料）
※消費税、共益費を含みます。
申入居申込書（同センターホームペ
ージでダウンロード）に記入し、３月
３１日午後５時まで（消印有効）に直接
または郵送で同センターへ。

２月１日に市庁舎で町田市農業
研修修了式を行いました。今年度
は第９期生９人が、約２年の研修を
修了しました。式典では、修了生か
ら「収穫量を大幅に増やすことが
できた」
「農薬の扱い方を学べた」
等の発表がありました。

２０２０年度研修生を追加募集！

会議名
日 時
会 場
定 員
申し込み
事前に電話で保健総
町田市保健所運 ３月１９日㈭ 午 後７ 市庁舎１０階会議
５人
（申し込み順） 務課
☎７２４・４２４１）
へ
（☎
営協議会
時３０分～８時３０分 室１０－２～４

４月から開講する第１１期生の募
集を行っています。市が開設した
研修農場で、約８０㎡の区画を管理
しながら一般的な栽培技術を学び
ます。農家を支援する援農者や新た

町田市交通マス
事前に電話で交通事
３月２４日㈫午後２ 市 庁 舎２階 会 議
５人
☎７２４・
タープラン推進
業推進課（☎
（申し込み順）
時から
室２－２
４２６０）
へ
委員会
５人
直接会場へ問健康推
町田市自殺対策 ４月２３日㈭午後２ 市庁舎２階市民協
☎７２４・４２３６
働おうえんルーム （先着順） 進課☎
推進協議会
時～３時３０分

事業名
対 象
会 場
プレママ・パパクラス
（申し込み制）
☎ ７２４・ １６～３５週の妊婦
申イベントダイヤル（☎
健康福祉会館
５６５６）またはイベシスコードＡ とその夫
コース＝２００３０３Ｍ、Ｂコース＝
２００３０３Ｎへ
健康福祉会館
鶴川保健センター
乳幼児・母性相談
２か月以上の未就
※母子健康手帳をお持ちのう
子どもセンターばあん
学児とその保護者
え、
直接会場へおいでください。
忠生保健センター
小山市民センター
母性保健相談、母乳育児相談 市内在住の方（里
申来所相談と乳房マッサージは 帰り中の方の参加 健康福祉会館
要予約、電話で保健予防課へ
も可）
プレママクッキング
（申し込み制）
申 イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル（ ☎ ７２４･
１６～３５週の妊婦 健康福祉会館
５６５６）またはイベシスコード
２００３１７Ｐへ
離乳食講習会（初期・後期）、 ４～６か 月 児 の 保
護者
幼児食講習会／申し込み制
申 イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル（ ☎ ７２４･ ８～１０か月児の保
健康福祉会館
５６５６）またはイベシスコード初 護者
期＝２００３１７Ｓ、後期＝２００３１７ １歳６か月～２歳０
Ｋ、
幼児食＝２００３１７Ｙへ
か月児の親子

指

導

員

参加者が楽しく安全に運動できる
よう補助したり、教室の企画運営等
を行います（謝礼有り）。
※詳細はお問い合わせください。
対福祉に理解のある２０～６５歳程度
の方（指導経験は不問）
日土曜日の①午後３時～５時②午後２
時～４時３０分、年間各３６回（月平均３
回）程度（全回参加できなくても可）
場①サン町田旭体育館②町田市子ど
も発達センター
※②はプール指導です。
申電話で障がい福祉課へ。
問 障 が い 福 祉 課 ☎ ７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３

問農業振興課☎
☎７２４・２１６６

傍聴のご案内

お気軽にご相談ください

障がい児スポーツ教室

農業研修の修了式を行いました

第４６回町田市農業祭農産物品 ○町田市長賞
評会及び営農技術競技会で優秀賞 吉沢一明（立毛ハウストマト）、鎌
を受賞した方の表彰状授与式を２ 田勝（ダイコン）、榎本佳央（アオダ
月４日に、町田市民フォーラムで モ）
○町田市議会議長賞
行いました
（＝写真）。
、鎌田勝
この授与式は各種審査会におい 古谷忠良（立毛キュウリ）
、
鈴木登志也
（シダレヤポン）
て、優秀な成績を収めた市内農家 （カブ）
を表彰するものです。品評会と営
農技術競技会の各部門で合計５３８
点の出展がありました。
主な受賞者は次の方々です（敬
称略、
カッコ内は対象の品目）。
○東京都知事賞
中島公明
（立毛露地トマト）、中溝
章雄
（キャベツ）
、
渡邉俊之（ハイビ
ャクシン）

公開している会議

※書類審査後、面接を行い
ます。
問 同 セ ン タ ー ☎ ８ ５ ０・
８５２５、町田市産業政策課☎
☎７２４・
２１２９

に農業経営を目指す方向けで、仕事
を続けながらの受講も可能です。
対市内在住の、小野路町の研修農
場に通うことができ、
農家を支援す
る援農活動や農業経営を目指す方
日４月 ～２０２２年２月（１年１１か
月）、毎週土曜日午前９時～１１時
３０分（午後に至る作業日も有り）
場町田市農業研修農場（小野路町）
※駐車場があります。
※詳細は、募集案内（農業振興課
〔市庁舎９階〕、各市民センター、各
駅前連絡所で配布、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。
定９人（選考）
費４万円／年（講師料、傷害保険
料、各自栽培する野菜の苗や種子
代、肥料・農薬・農業用資材等）
申募集案内に添付の応募用紙に必
要事項を記入し、３月２３日まで（必
着）に郵送で農業振興課へ。

4月、5月の母子健康案内
開催日

Ａコース

４月１０日、
５月１日㈮
４月１７日、
５月８日㈮

Ｂコース ４月２５日、
５月１６日㈯

時

間

午後１時３０分～４時
午前１０時～正午

内容／その他
問い合わせ
妊娠中の過ごし方、歯の
衛生等
分娩経過とリラックス
法等
もく浴実習、妊婦体験等

４月６日、
２０日、
５月１１日、
２５日㈪ 受け付け＝午前９時４５分～１１時
保健予防課
３０分、
午後１時３０分～３時
４月８日、
５月２０日㈬
身長･体重測定、保育相
地域保健係
受け付け＝午前１０時～１１時３０ 談、栄養相談、歯科相談、
☎７２５･５１２７
４月１０日、
５月１日㈮
母親のからだや気持ち
分、
午後１時３０分～３時
４月１４日、
５月１９日㈫
受け付け＝午前９時４５分～１１時 の相談
３０分
５月１３日㈬
助産師による相談、乳房
４月２日、
９日、
１６日、
２３日、
３０日、
マッサージ／電話相談
午前１０時～正午、午後１時～３時
５月７日、
１４日、
２１日、
２８日㈭
は随時可、健康福祉会館
☎７２５・５４１９）へ
（☎
４月２３日、
５月２１日㈭
初期
後期

午前１０時～午後１時

４月９日㈭、２１日㈫、５月
午前１０時５分～１１時４５分
１２日㈫、
２８日㈭
４月１５日 ㈬、５月１５日
午前１０時５分～１１時４０分
㈮、
２６日㈫

幼児食 ５月２０日㈬

午前９時５５分～１１時４５分

調理実習、会食、妊娠中
の食生活の話
費５００円（食材費）
離乳食の話と試食
離乳食後期の話と試食、
歯の話、親子遊び
親子遊び、幼児食の話と
試食

保健予防課
保健栄養係
☎７２２・７９９６

※プレママクッキングを除き、各日とも同一内容です。詳細はまちだ子育てサイトでもご覧いただけます。

エフエムさがみ 83.9MHz 「東京町田インフォメーション」
で町田の情報を放送中

対 対象

凡例

日 日時

場 会場

内 内容

募 集
シルバーピア「あいはら」入居者
シルバーピアとは、高齢者に配慮
した仕様
（段差解消・手すり、緊急通
報等）
を備え、
安否確認等を行う生活
協力員が配置された住宅です。
対次のすべての条件を満たす方 ①
市内に３年以上居住している満６５歳
以上の単身者で自立した生活を営め
る②平成３０年中の所得が２５６万８０００
円以内である③立ち退きなどで住宅
に困窮している
募集戸数単身用１ＤＫ１戸
入居時期７月１日以降
申込用紙配布期間３月１６日～３０日
申込用紙配布場所高齢者福祉課（市
庁舎１階）
、各市民センター、各連絡
所
※各施設で開所日時が異なります。
申申込用紙に必要事項を記入し、３
月３０日まで（必着）に直接または郵
送で高齢者福祉課へ。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４１
町田市市民センター等のあり方検討
委員会

市

民

委

員

「町田市５ヵ年計画１７－２１」及び
「町田市公共施設等総合管理計画（基
本計画）
」
に基づき、１０年・２０年先の
市民ニーズや環境変化を見据えた市
民センター等の機能や量、配置場所
について検討し、２０２０年度に計画
を策定します。

講 講師

定 定員

認知症高齢者グループホーム

「 い こ い の 郷 花 梨・
南 大 谷 」入 居 者

認知症高齢者グループホームが新
しく開設しました。
※入居者の決定方法は申し込み順で
はありません。入居の必要性等を総
合的に判断して決定します。
定１８人（全室個室）
申申込書（いこいの郷 花梨・南大谷
で配布）に記入し、直接または郵送で
いこいの郷 花梨・南大谷（〒１９４－
００３１、南大谷１６５８－６、☎
☎７３２・
５５７０返７２４・１０５０）へ。
※申込書は電話、ＦＡＸで取り寄せ

町田市長

だん

ち

おう とう

あ

せ

び

さえず

3月17日

申 申し込み

策定に際して、
さまざまな方の声を
計画に広く反映するため委員会を立
ち上げます。
その構成員としての市民
委員を募集します。
対市内在住で、市の他の審議会や懇
談会等の委員と重複していない方
※詳細は募集要項をご覧ください。
任期委嘱日～２０２１年３月３１日
募集人数２人
選考１次＝書類、２次＝面接
※結果は応募者全員にお知らせしま
す。申込書は返却しません。
申募集要項を参照し、申込書を３月
３０日午後５時まで（消印有効）に直
接、郵送、ＦＡＸまたはＥメールで市民
総務課（市庁舎２階）へ。
※募集要項、申込書等は町田市ホー
ムページでダウンロードできます。
郵送やＥメールでの送付を希望する
方は、ご連絡ください。
問市民総務課☎
☎７２４・４３４６

カワセミ通信１５８
暖冬になると予報されていた今季
の冬、
予想以上の暖冬になりました。
庭の暖地桜桃（サクランボの一種）も
今月初めに満開になり、既に若葉に
なりました。広袴不動尊の境内の馬
酔木も満開を過ぎ、季節は本格的な
春になろうとしています。野鳥も、先
月からシジュウカラ、ヤマガラ、カワ
ラヒワなどの囀りが聞こえるように
なり、ウグイスの初鳴きの便りも届
いています。
さて、今月初めに、１２回目となる
「町田市仕事と家庭の両立推進企業
賞」
の表彰式を開催しました。この賞
は２００８年度にスタートしたもので、
少子高齢化の時代に、家庭での生活
と仕事との両面で働く人を大切にし
ている企業・事業所を表彰するもの
で、
これまで３１社を表彰しています。
今年度の表彰は１社で、木曽西に
ある酒類販売の事業者「（有）蔵家」で
した。
「蔵家」
では、育児・介護休業の
促進や男性の育児休業取得の
推進をしています。また、ハラ
スメント防止の窓口を社外に
設けています。さらに、社員の
自主性を尊重し、業務シフト表
は社長ではなく社員が輪番で
作成しています（右上に関連記
事があります）
。
最近でこそ「働き方改革」な
どと呼ばれ、日本社会全体とし

費 費用

問 問い合わせ

（郵送）できます。
※入居に関するご相談は施設へお問
い合わせください。
問いきいき総務課☎
☎７２４・３２９１

農業ボランティア研修生
野菜作りのノウハウを学び、
農家の
農作業を手伝い、農家を支援する農
業ボランティア研修生を募集します。
対農家への農作業支援等、都市農業
の参加に関心がある方（農業経験の
ない方の申し込みも歓迎）
研修期間４月～２０２１年１月の毎週土
曜日、午前９時～正午
場町田ぼたん園、七国山ファーマー
ズセンターそばの七国山農業研修農
園（野津田町）
定１０人程度（申し込み順）
費３万円
申「農業ボランティア育成研修生申
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し込み」
と書き、住所・氏名・電話番号
（ＦＡＸ番号・Ｅメールアドレスがあれ
ば併せて）
を明記し、３月３１日までに
ＦＡＸで
（特）
たがやす
（返７９４・９００２）
へ。
問
（特）
たがやす☎
☎０９０・３４３５・８６１１、
町田市農業振興課☎
☎７２４・２１６６

お知らせ

商工組合中央金庫各店舗での

町田市税等の納付受付を
終
了
し
ま
す

商工組合中央金庫は、３月３１日を
もって町田市税等の納付受付業務を
終了します。４月１日以降は、納付書
の裏面等に記載の取扱窓口をご利用
ください。
問会計課☎
☎７２４・２１９６

「町田市仕事と家庭の両立推進企業賞」受賞企業が決定

問男女平等推進センター☎
☎７２３・２９０８

市では仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）の効果的な
推進を目的として、従業員の仕事
と家庭の両立を支援し、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。
この度、
（有）蔵家が「第１２回町
田市仕事と家庭の両立推進企業
賞」を受賞し、３月５日に表彰式を
行いました。
蔵家は、法定を上回る育児・介護
休業規定を設け、特に男性の育児
休業取得を推奨しています。

また、勤務時間の融通が利くよ
うに配慮しています。中小企業と
しては珍しい福利厚生として保養
所も所有しています。

（有）蔵家代表取締役・浅沼芳征氏、
専務取締役・浅沼清子氏と石阪市長

受賞者を表彰しました

創作童話コンクール

石阪丈一

て、今の働き方を見直そう、変えよう
という動きになっていますが、この
賞がスタートした１２年前には、家庭
と仕事の両立の課題について、政府
も企業もまだまだ断片的な取り組み
だったと記憶しています。
若年人口の減少、生産年齢人口の
減少は、さまざまな職業における担
い手不足となって現れています。こ
れに対処するためには、生産性の向
上と同時に、時間外労働の削減や休
暇の取得促進などを着実に進めなけ
ればなりません。それが進まなけれ
ば、従業員の確保も定着も進まず、ま
た、介護や育児などを含めた家庭生
活の安定と負担の軽減は机上の計画
になってしまいます。
この表彰制度は、規模は小さなも
のですが、表彰事業者・企業を広く市
民や取引先に紹介し、ワーク・ライフ
・バランスの社会全体での推進に少
しでも寄与しようとするものです。

ヤマガラ

市HP 町田市ホームページ

問児童青少年課☎
☎７２４・４０９７

「第２３回町田市創作童話コンクール」の応募作品の中から、２７人の受
賞者が決定し、２月２日に表彰式と作品発表会を子ども創造キャンパスひ
なた村で行いました。
受賞者は次の方々です（敬称略、カッコ内は学校名）。
○小学校低学年の部
【市長賞】清水陽奈子（南成瀬小３年）
【教育長賞】佐藤琉惺（南成瀬小３年）
【東京町田・中ロータリークラブ会長賞】髙戸潤樹（成瀬中央小３年）
【審査員特別賞】中尾咲智（南つくし野小３年）
【ひなた村賞】木村玲織（南成瀬小３年）
、鈴木彩音（南三小３年）
、岡本心音
（成瀬中央小３年）
、
伊藤羽湖
（成瀬中央小３年）
、
吉田真帆
（南つくし野小１年）
○小学校高学年の部
【市長賞】丸地優衣（南成瀬小５年）
【教育長賞】砥綿厚希（南成瀬小４年）
【東京町田・中ロータリークラブ会長賞】渡辺和奏（南成瀬小４年）
【審査員特別賞】樋口春瑠（南成瀬小５年）
【ひなた村賞】小野智治（南成瀬小４年）、立石海音（高ヶ坂小６年）、井上咲
佳（南成瀬小６年）、廣瀬小遥（南成瀬小４年）、鈴木さくら（南三小６年）
○中学校・高等学校の部
【市長賞】花里寛海（鶴川二中３年）
【教育長賞】小野三花（鶴川二中１年）
【東京町田・中ロータリークラブ会長
賞】久保みなつ（都立町田高校１年）
【審査員特別賞】上野遥（鶴川中２年）
【 ひ な た 村 賞 】福 井 百 花（ 鶴 川 二 中１
年）、大八木晴果（鶴川二中１年）、三上
優理愛（南中３年）、由雄心望（鶴川二中
１年）、澤畠隆晟（鶴川二中２年）
※各部門の上位４賞の作品を掲載した
審査員の映画作家・大林宣彦氏、映像
優秀作品集「童話の木」を市政情報課 作家・小林はくどう氏から講評があ
（市庁舎１階）で４月から販売予定です。 りました

もっと見やすくリニューアル！ 町田市ホームページ

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

6

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

2020．3．15

お知らせ

の変更はありません。
問市民課☎
☎７２４・２８６５

利用者募集

おうちでごはん事業

税の申告期限が延長されました

休日・夜間受付窓口での

埋 火 葬 許 可 証 の
交付時間が変わります

ご遺体を火葬するには市役所に死
亡届を提出し、埋火葬許可証の交付
を受ける必要があります。
４月１日から、埋火葬許可証の交付
時間を次のとおり変更します。
○月～金曜日、
第２・４日曜日
交付時間午前８時３０分～午後５時
交付場所市民課（市庁舎１階）、各市
民センター
○土曜日、日曜日
（第２・４を除く）、祝
休日、
年末年始
交付時間午前８時３０分～正午
交付場所市庁舎休日・夜間受付窓口
※死亡届を含む戸籍届出の受付時間

ボランティアが、平日の夕方に利
用者のご自宅にお弁当を配達します
新型コロナウイルス感染症の拡大
（社
防止の観点から、所得税確定申告等 （年２４回）。また、必要に応じて、
福）町田市社会福祉協議会の職員が
及び市民税・都民税申告の申告期限
利用者のご自宅で相談支援を行いま
等が、４月１６日に延長されました。
受付期間・場所は次のとおりです。 す。
対市内在住の１８歳未満の子どもと
【所得税確定申告、贈与税及び個人事
その保護者で、児童扶養手当法によ
業者の消費税の申告】
る手当を受給している世帯、または
○３月１６日㈪まで＝ぽっぽ町田
それに準ずる世帯（生活保護受給世
○３月１７日㈫～４月１６日㈭＝町田税
帯を除く）
務署
※子どものみ、保護者のみの利用は
問町田税務署☎
☎７２８・７２１１
できません。
【市民税・都民税申告】
定１６０人程度（選考）
○３月１６日㈪まで＝多目的スペース
申申請書に必要事項を記入し、３月
（市庁舎１階）
１６日～４月３日（消印有効）に直接ま
○３月１７日㈫～４月１６日㈭＝市民税
たは郵送で町田市社会福祉協議会
課（市庁舎２階）
（〒１９４－００１３、原町田４－９－８、
問市民税課☎
☎７２４・２１１４、２１１５

町田市民フォーラム４階）へ。
※申請書は、子ども家庭支援センタ
ー（市庁舎２階）で配布します。
問募集・申請方法について＝町田市
社会福祉協議会☎
☎７２２・４８９８、事業
概要について＝町田市子ども家庭支
援センター☎
☎７２４・４４１９

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、三輪町第一住
宅自治会が、三輪第一クラブ建替工
事を実施しました。
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、宝くじの社会貢献広報を目的と
しています。
問市民協働推進課☎
☎７２４・４３５８

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
新型コロナウイルス感染症に関する情報は日々更新されています。
最新の情報は、右記から確認できます。

新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ
厚生労働省ホームページ
市HP 新型コロナウイルス感染症について 検索

市の業務に関するお知らせ

検索

※詳細は、町田市ホームページをご覧ください。

■感染症拡大防止のため中止・延期するイベント、施設の休館等
3月31日までに行われる市の主催イベント等は原則、中止または延期します。また、子どもが利用する施設（子どもセンター等）、不特定多数の方が
利用する生涯学習施設（図書館等）、スポーツ施設などの市の施設は原則として、3月31日まで休館します。

■市で発行する各種証明書等
春は各種手続きで市の窓口が混み合います。市民課窓口で交付する各種証明書や、固定資産税証明書など、窓口に足を運ばなくても郵送などで申

請や交付ができるサービスもあります。本紙8面「固定資産税（評価・公課）証明書を取得する方へ」
「お近くの市民センター窓口をご利用ください」の
記事、
または町田市ホームページをご覧ください。
☎724・2129
■市内の中小企業の皆さんへ～新型コロナウイルスの影響による融資制度のご案内 問産業政策課☎
新型コロナウイルスの感染拡大による影響で、申請月を含む今後３か月の売上高が前年同月比５パーセント以上減少することが見込まれる場合、

町田市中小企業融資制度の緊急資金がご利用いただけます。その他、国や東京都の支援制度もあります。

「新型コロナウイルスに感染したかも」と思った時の相談先
＊風邪の症状や３７．５度以上の発熱が４日以上続いている
＊強いだるさや息苦しさがある
ひとつでも当てはまる

＊高齢の方、基礎疾患がある方で左記の状態が２日以上続いている

※妊娠中の方は、
念のため、
重症化しやすい方と同様に早めに相談してください。

⬇

当てはまらない

帰国者・接触者電話相談センター

都・特別区・八王子市・町田市合同
電話相談センター

☎７２４・４２３８

☎０３・５３２０・４５９２

月～金曜日 午前９時～午後５時（祝休日を除く）

左記以外の曜日・時間帯

⬇

新型コロナウイルス感染症に関する一般相談窓口

〇町田市役所代表電話☎
☎７２２・３１１１
〇東京都電話相談窓口
 ☎0570・550571（ナビダイヤル、多言語による相談）
返03・5388・1396
（聴覚障がいのある方等）
〇厚生労働省電話相談窓口錆０１２０・５６５６５３

感染症対策にご協力をお願いします

問保健総務課☎
☎７２４・４２４１
新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染によりうつると言われています。風邪や季節性インフルエンザ等と同様に過剰に心配することなく、咳エチ
ケットや手洗いなどの基本的な感染症対策に努めましょう。
ひ

まつ

＜正しい手洗い＞

帰宅時や調理の前後、食事前などこまめな手洗いが有効です。

～手洗いの順番～

①手のひら

②手の甲

＜３つの咳エチケット＞

①

②

③

③指先・爪の間
マスクを着用する
（隙間なく口と鼻を覆う）

マスクがない時はティッシュ
やハンカチで口と鼻を覆う

とっさに、くしゃみや咳をす
るときは、袖で口と鼻を覆う

＜適度な湿度を保つ＞
④指の間

＜健康管理＞

⑤親指と手のひら

⑥手首

十分な睡眠やバランスの良い食事などで免疫力を高めましょう。

加湿器などで湿度を５０～６０パーセントに保ちましょう。

＜不要不急な外出は控える＞

高齢の方や慢性疾患のある方、疲れ気味な方や睡眠不足の方は、人混み
や繁華街への外出は控えましょう。
※この記事の内容は３月10日現在の内容です。

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

イベント申込システム

して市庁舎を自閉症のシンボルカラ
ーのブルーにライトアップします。
日４月１日、８日、いずれも水曜日午後
６時３０分～９時
問 障 が い 福 祉 課 ☎ ７２４・２１４５返
０５０・３１０１・１６５３

「世界自閉症啓発デー」及び「発達障
害啓発週間」

市 庁 舎 を ブ ル ー に
ライトアップします

毎年４月２日は、国連が「世界自閉
症啓発デー」
と定め、世界の人々に自
閉症を理解していただくため、普及
活動が行われています。
また、４月２日～８日は厚生労働省
が
「発達障害啓発週間」と定め、自閉
症を含めた発達障害の理解を深めて
いただくため、啓発活動が行われて
います。
これらの普及・啓発活動の一環と

わたしも！まちだも！元気に！

いきいきポイント制度で
活 動 し ま せ ん か

いきいきポイント制度は、高齢者
が住み慣れた地域でボランティア活
動に参加することで自らの健康を維
持し、元気に暮らし続けられること
を目的としています。

施設名
国際版画美術館
わくわくプラザ町田
小野路宿里山交流館
町田ぼたん園
町田えびね苑

温水プール
使用料を改定
（町田一中、南中、鶴川中）

対

☎724・2141
高齢者福祉課☎
観 光 ま ち づ く り 課 ☎ 724・
2128
☎724・4399
公園緑地課☎
☎724・4036
スポーツ振興課☎

料金体系

区

基本料金
最大料金

分

全日
月～金曜日
土・日曜日、
祝休日

４月１日から、改正健康増進法及 【受動喫煙防止対策専用相談窓口】
び東京都受動喫煙防止条例が全面
受動喫煙対策に関するご不明点
施行されます。
・ご相談等は、下記の専用相談窓
以下の４点が新制度における喫 口へお問い合わせください。
煙のルールとなります。
来所相談市庁舎７階７０５窓口
①２人以上の方が出入りする施設 相談電話番号☎
☎８６０・７８３０
は原則屋内禁煙となります。
受付時間午前８時３０分～午後５時
②喫煙できる場所に、２０歳未満の （土・日曜日、祝休日、年末年始を除
方は立ち入ることができません。 く）
③施設の出入り口等に、喫煙状況 ※４月１日からは電話・来所相談と
を示す標識が掲示されます。
もに受付開始時間が午前１０時か
④喫煙は決められた場所で行い、 らとなります。
周りの方へ配慮する必要がありま 市HP 受動喫煙防止対策 検索
す。

駐車料金
（税込み）
午前6時～午後11時＝20分100円
午後11時～翌朝6時＝60分100円
当日最大 900円（※1）
パーク＆ライド利用者800円
（※1、
※2）
当日最大1500円（※1）

東京２０２０大会観戦チケットを抽選販売します！

大会名

競技名

バドミントン
オリンピック
陸上競技

日

時

会

場

対市内在住、在学の小・中学生（２０２０年４月1日時点）とその保護者（２人１組）
申３月１５日正午～４月７日にイベシスコード２００３１５Ａへ。
※イベシスのみの申し込みとなります。
※いずれも抽選です。チケット購入方法は、当選者に郵送でお知らせします。

主なプログラム

募集数 席種／価格
（1枚）

Ｄ席／4000円

7月31日㈮午前9時
～午後0時30分

男子400ｍハードル予選、
25組
女子100ｍ予選等

Ｄ席／6000円

女 子 走 幅 跳 決 勝、 男 子
15組
400ｍハードル決勝等

Ｄ席／7000円

8月4日 ㈫ 午 前9時
～午後0時35分

※パラリンピックチケットについては今後の本紙等でお知らせします。
５分でわかる町田のストーリー

問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎
☎７２４・４４４２

シングルス
（男子・女子）
、
7月25日㈯午後6時 武蔵野の森総合スポ
ダブルス
（男子・女子・混 12組
～10時
ーツプラザ
（調布市）
合）
予選ラウンド

オリンピックスタジ
アム（新宿区）

定員
申し込み・
（選考） 問い合わせ先

問健康推進課☎
☎７２４・４２３６

※1 最大料金は繰り返し適用します。
 Ｒ横浜線及び小田急線の町田駅におけるＩＣカードの降車履歴を読み取り、
※2 Ｊ
割引を適用します。

チケット販売競技種目一覧

所

施設の屋内は原則禁煙になります

また、第２駐車場には、新たに電
気自動車のカーシェアを４月下旬
に設置します。
市HP 原町田一丁目駐車場 検索

未来を担う子どもたちに、東京２０２０オリンピック・パラリンピックを体感
してもらうため、
親子を対象に、大会観戦ペアチケットを抽選販売します。
チケット購入者には、市オリジナルの応援ボードをプレゼントします。ぜひ
会場で、
応援にご使用ください。

場

４月１日から

問産業政策課☎
☎７２４・３２９６

４月1日からの駐車料金

象

受講者の自宅
派遣 ひとり親家庭＝児童扶養手当を全
（保護者の在宅時 10人 子ども家庭支
額受給している世帯またはそれに
コース
準ずる世帯（生活保護受給世帯を除 に限る）
援センター
く）
の小学4年生～中学2年生
（ 市 庁 舎2階 ）
火曜日
生涯学習センター
養育家庭＝市内在住の養育家庭に
40人 ☎724・4419
コース
町田市民文学館
預けられた小学4～6年生
水曜日 次のいずれかの要件に該当する方
①児童扶養手当を全額受給してい
コース
生活援護課
る世帯またはそれに準ずる世帯の わ く わ く プ ラ ザ
各25人（ 市 庁 舎1階 ）
小学4年生～中学生②生活援護課か 町田
☎724・4013
金曜日
ら塾代補助を受けていない生活保
コース
護受給世帯の小学4年生～中学生

原町田一丁目自動車駐車場が利用しやすくなります
４月１日から、原町田一丁目駐車
場
（立体）
を２４時間営業化します。
併せて、原町田一丁目自動車駐
車場の駐車料金を下表のとおり変
更します。

を行っています】
各種景品（百貨店共通商品券、図書
カード）と交換できます。
交換日３月３１日㈫まで（土・日曜日、
祝休日を除く）
交換方法「平成３０年度いきいきポイ
ント手帳」をお持ちのうえ、直接町田
ボランティアセンターへ。
◇
問登録・還元について＝同センター
☎７２５・４４６５、制度について＝町田
市高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４６

まこちゃん教室は、学習支援を （消印有効）に、直接または郵送で
通じて、基礎学力や学習習慣の定 下表の申し込み先へ提出。
着を目指す取り組みです。進学や ※申請書は、子ども家庭支援セン
将来の夢を考えるきっかけとなる ター及び生活援護課で配布します
（町田市ホームページ、まちだ子育
課外授業も実施します。
申申請書等を３月１６日～４月１７日 てサイトでダウンロードも可）。

問い合わせ
☎726・2771
同館☎
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まこちゃん教室

受講者募集

金を変更します。料金等の詳細は、お
問い合わせいただくか町田市ホーム
ページをご覧ください。

改定内容
施設及び附属設備の使用
料、観覧料を改定
第1・2会議室、講習室の利用
料金を改定
和室（1）
・
（2）、土蔵、製茶場
の利用料金を改定
入園料を改定、団体入園料
を廃止
入苑料を改定、団体入苑料
を廃止

検索

受入団体として登録された施設
で、市が承認したボランティア活動
をしてポイントを集めると、翌年度
に商品券等（上限５０００円）に交換で
きます。
対市内在住の６５歳以上の方
申電話で町田ボランティアセンター
へ。
※登録者研修会（月１回開催）受講後
に、いきいきポイント手帳を交付し
ます。
【平成３０年度のポイント還元・交換

4月から一部の施設利用等の料金が変わります
市民負担の公平性の確保とサービ
スの向上を目指し、下表の施設は、4
月1日以降の施設利用等にかかる料

イベシス

町田市聖火リレー
ボランティア募集中！
まちだサポーターズになってオ
リンピック聖火リレーをお手伝い
してみませんか。
※活動内容、申込方法等の詳細は
町田市ホームページをご覧くださ
い。
対２０２０年４月１日時点で、満１５歳
以上の方

3 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。
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お知らせ
子医療証をお送りします
○

市では、未就学児の医療費を乳幼
乳 医療証）
児医療費助成制度（◯
で助成
し、
小・中学生の医療費を義務教育就
子 医療証）
学児医療費助成制度（◯
で助
子 医療証の制度には
成しています。◯
保護者の所得制限があります。
乳 医療証を
４月から小学生になる◯
お持ちのお子さんで、保護者の所得
乳 医療証の負
が限度額未満の場合（◯
担者番号下４桁が８３２６）は、４月１日
子 医療証を３月末にご自
から有効の◯
宅に郵送します。申請の必要はあり
子 医療証が
ません。４月になっても◯
届かない場合は子ども総務課へご連
絡ください。
乳医療証の負担者番号下４桁が
◯
２３２９のお子さんは所得超過のため
子 医療証の対象になりません。
◯
親医療証・○
障医療
※生活保護受給中、○
証
（それぞれ負担なしの医療証）に該
パブリック
コメント
公 表

当のお子さんは対象外です。
乳医
※現在、対象年齢のお子さんで◯
子 医療証をお持ちでない方は
療証、◯
申請が必要です。
問子ども総務課☎
☎７２４・２１３９

催し・講座

催し等は新型コロナウイ
ルスの感染拡大防止のた
め、延期または中止となる
場 合 が あ り ま す

最新の情報は、各施設にお問い
合わせいただくか、町田市ホーム
ページのトップページ（下記二次
元バーコード）上部「重
要なお知らせ」をご確認
ください。
町田市民文学館

文 ッ 字 フ リ マ２０２０

文字のデザインに興味がある人の
交流の場「文ッ字フリマ２０２０」は、
文字をモチーフにしたオリジナルグ

ご意見ありがとうございました

新・町田市子どもマスタープラン
【後期】
（案）
問子ども総務課☎
☎724・2876

市では、
「新・町田市子どもマスタープラン【後期】～子どもにやさしい
まちづくり計画～２０２０－２０２４」の策定にあたり、皆さんのご意見を募
集しました。いただいたご意見は、計画策定の参考にさせていただきま
す。
ご意見の概要と市の考え方をいくつかご紹介します。
○募集期間 ２０１９年１２月１６日㈪～２０２０年１月１５日㈬
○応募者数 ２９人
○意見件数 ８８件
ご意見の概要

市の考え方

現在、意見を表明する機会として、
「子ども委員会」
「町田市市民参加型事業評価」
「若者が市長と語る会」
子どもが意見を表明する機 などを設けております。また、２０１９年度から、市と
会を作って、子どもたちに周知 ともに町田の未来を考える若者グループ「町田創造
してもらいたい。
プロジェクト（ＭＳＰ）」を設立しました。今後もこう
した活動を周知していくとともに、更なる子どもの
参画を進めます。
保育園・幼稚園等、学童保育
クラブなどの職員を対象に、障
毎年保育園・幼稚園等及び、
学童保育クラブ職員向
がいに対しての理解や援助の けにそれぞれスキルアップのための研修を開催して
方法についての研修をして欲 おり、障がいに関する研修も実施しています。
しい。
詳細は、町田市ホームページで公表するほか、次の窓口でも3月16日から資料を
配布します。子ども生活部各課窓口（市庁舎2階）、町田市子ども発達センター、大
地沢青少年センター、各子どもセンター、各地域子育て相談センター、学童保育ク
ラブ（中央・つるっこ・相原たけの子）、市政情報課・広聴課
（市庁舎1階）
、男女平等推
進センター、各市民センター、各連絡所、保健予防課（市庁舎7階）
、町田市保健所
（中
町庁舎）、健康福祉会館、鶴川保健センター、生涯学習センター、各市立図書館、町田
市民文学館／施設の開館状況については町田市ホームページをご覧ください。

（案）
新・町田市子どもマスタープラン【後期】
の
答申が行われました

2月25日に、町田市子ども・子育て会議会長の金子和正氏（東京家
政学院大学教授）と副会長の吉永真理氏（昭和薬科大学教授）から市
長へ
「新・町田市子どもマスタープラン【後期】～子どもにやさしいま
（案）」が答申されました。
ちづくり計画～2020－2024
この計画は、2019年4月
に市長から諮問を受けた同
会議が、
子ども・子育て支援
の現状と課題を把握し対応
するため、アンケートやパ
ブリックコメント等の意見
を踏まえて検討を重ね、子
どもに関する統合した計画
として作成したものです。
左から、吉永副会長、
金子会長、
石阪市長

町田市メール配信サービス

ッズを出店者が持ち寄り、販売する
フリーマーケットです。２人組のグ
ラフィックデザイナー・大日本タイ
ポ組合の協力のもと開催します。
※文学館まつり実行委員会と共催で

す。
日４月４日㈯午前１０時～午後４時
場同館
問同館☎
☎７３９・３４２０

固定資産税（評価・公課）証明書を取得する方へ

問市民税課☎
☎７２４・２８７４

年度当初（４月１日～１３日ごろ）
の税証明（２０７番）窓口は大変混み
合い、待ち時間も非常に長くなり
ます。お急ぎでない方は、なるべく
その期間を避けていただくか、下
表の予想待ち時間を参考に、時間

に余裕をもっておいでください。
ご理解ご協力をお願いします。
※税証明書は郵送でも申請を受け
付けています。詳細は、町田市ホー
ムページをご覧いただくか、お問
い合わせください。

税証明
（２０７番）
窓口の予想待ち時間
４月１日㈬
★★★
４月８日㈬
★

４月２日㈭
★★
４月９日㈭
★

４月3日㈮
★★
４月１０日㈮
★★

４月6日㈪
★★
４月１3日㈪
★★

４月7日㈫
★

★１時間程度、
★★１～２時間、★★★２時間以上

繁忙期（３月下旬～４月上旬）の市民課窓口は混み合います

お近くの市民センター窓口をご利用ください

問市民課☎
☎７２４・２１２３

３月・４月は、引っ越し等で市民
課窓口（市庁舎１階）が大変混雑
し、待ち時間が長くなります。
引っ越しの手続きや印鑑登録・
各種証明書類発行を申請する方
は、比較的待ち時間の短い各市民
センター窓口をご利用ください。
【土・日曜日も各駅前連絡所で証明
書が発行できます】
町田・鶴川・南町田の各駅前連絡
所では、住民票の写し、印鑑登録証
明書、戸籍の全部（個人）事項証明
書などの証明書類を発行していま
す。
開所時間月～金曜日＝午前８時３０
分～午後７時、土・日曜日＝午前１０
時～午後５時
※祝休日はお休みです。鶴川駅前
連絡所は第１・３月曜日もお休みで
す。
【日曜窓口をご利用ください】
毎月第２・４日曜日に市民課及び
各市民センターで日曜窓口を開い
ています。
日３月２２日㈰、４月１２日㈰、午前８
時３０分～午後５時
３月２２日は

マイナンバーカード及び電子証明
書の手続きができません
３月２２日㈰は、全国システムが
メンテナンスにより休止するた
め、マイナンバーカード（個人番号
カード）の受け取りができません。
また、住所異動に伴う同カードに
関する各種手続き（継続利用・券面
事項の変更等）、電子証明書に関す
る手続きも行うことができませ
ん。ご理解ご協力をお願いします。
※コンビニ証明書自動交付サービ

スは通常どおり利用できます。
【市民課窓口の待合状況の確認が
できます】
町田市ホームページから待合状
況をリアルタイムで確認できます。
市HP 待合状況 検索
ご利用ください

窓口に足を運ばなくても交付でき
るサービス
○マイナンバーカードを利用した
コンビニでの証明書自動交付サー
ビス
住民票の写し、印鑑登録証明書、
戸籍の全部（個人）事項証明書等の
証明書類を取得できます。詳細は
町田市ホームページをご確認くだ
さい。
利用時間午前６時３０分～午後１１
時（年末年始、システムメンテナン
ス日等を除く）
○郵送で請求できる証明書
住民票の写し等の証明書は郵送
で請求できます。交付請求書は町
田市ホームページでダウンロード
できます。
○転出手続きは郵送でも受け付け
ます
町田市から市外への引っ越し
（転出）の手続きは、郵送で行うこ
とができます。転出予定日のおお
むね１４日前から受付可能です。郵
送による転出手続きの詳細は町田
市ホームページをご確認くださ
い。
なお、市外から町田市への引っ
越し（転入）と市内での引っ越し
（転居）の手続きは郵送では行えま
せん。

市民課窓口
（引っ越し手続き）
の予想待ち時間

午前８時３０分～１０時 午前１０時～午後３時

午後３時～５時

３月１６日～１９日

★★

★★★

★★

３月２２日～２７日

★★

★★★

★★★

３月３０日～４月３日

★★

★★★

★★★

★

★★

★★

４月６日～８日

★１時間未満、
★★１～２時間、★★★２時間以上
※予想待ち時間は、
手続き開始までの待ち時間です。
※３月２０日㈷、
２１日㈯、
２８日㈯、２９日㈰、４月４日㈯、５日㈰は閉庁日となります。

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

検索

凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

全１６回）
※①⑤の時間は日によって異なりま
す。
場生涯学習センター 他
内①くらしコース②音楽コース③健
康コース④歴史コース⑤まちだ探・
探ゼミナール
定①④各１５８人②５０人③８０人⑤２４
人／抽選
申１次受付＝３月１５日正午～１７日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード①２００３１８Ａ②２００３１８Ｂ③
２００３１８Ｃ④２００３１８Ｄ⑤２００３１８
Ｅへ／２次受付＝３月１８日正午～４月
１２日にイベントダイヤル（☎
☎７２４・

開講します

２０２０年度前期ことぶき大学

詳細は募集案内（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。
対市内在住の６０歳以上（２０２０年４
月１日時点）
で全回参加できる方
日①５月１３日～７月２２日の水曜日②
５月７日～７月１６日の木曜日、午後２
時３０分～４時③５月１２日～７月２１日
の火曜日、午前１０時３０分～正午④５
月１４日～７月２３日の木曜日、午後３
時 ～５時 ⑤５月２６日 ～２０２１年２月
１８日の原則木曜日、各全６回（⑤のみ

市HP 町田市ホームページ

５６５６）またはイベシスへ。
問生涯学習センター☎
☎７２８・００７１
町田市民文学館～保育付き紙芝居上
演会

※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
１７日 午 前９時 か ら 電 話 で 同 館（ ☎
７３９・３４２０）へ。

大人のための紙芝居です。
日４月３日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内
「うみにしずんだおに」
（脚本／松谷
みよ子、絵／二俣英五郎）
、
「ひゃくま
んびきのねこ」
（原作／ガァグ、
脚本／
高橋五山、
絵／川本哲夫） 他
（予定）
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」

対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日４月１５日㈬午後１時３０分～４時
※相談時間は１組３０分です。
場市庁舎
講（一社）東京都マンション管理士会
町田・たま支部
定４組（申し込み順）
申電話で住宅課（☎
☎７２４・４２６９）へ。

あなたも市民大学で学びませんか

問産業政策課☎
☎７２４・３２９６

「町田私の好きなお店大賞」は、市
内商業の活性化と地域経済の発展の
ため、個性的で魅力ある店づくりに
意欲的に取り組んでいるお店を表彰
するものです。
市民・来街者の皆さんに投票いた
だいた候補店舗の中から、上位店舗
を同大賞実行委員会の審査会委員が

所在地
玉川学園２－７－４

ＹＡＳＳカレー（カレー）
旬菜亭

まちだ市民大学ＨＡＴＳ通年・前期講座

審査し、２０１９年度は下表の４店舗が
お店大賞に決定しました。
魅力ある受賞店舗にぜひおでかけ
ください。
※詳細は町田商工会議所（☎
☎７２２・
５９５７）へお問い合わせください。ま
た、同会議所ホームページで過去の
受賞店舗をご覧いただけます。

店名（扱い品目等）
パティスリーインフィニティ（洋菓子）
昌（和食）

問生涯学習センター☎
☎７２８・００７１

話

☎０８０・６５９０・１０５４

山崎町２０５５－２

☎７９４・４８０６

講座概要

☎８５１・８６９８

講座名

① まちだの芸術・文芸
“こころ”と“からだ”の健康学～
自分らしく元気に生きるために
まちだの水とみどり入門～まち
③
だの魅力再発見ツアー
多摩丘陵の自然入門～驚き感動
④
まちだの自然大発見
くらしに活きる法律～これから
⑤
のくらしと法律
②

共生社会ホストタウンに登録されました

問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎
☎７２４・４４４２

共生社会ホストタウンとは、パラ
リンピアンとの交流をきっかけに、
ユニバーサルデザインの街づくりや
心のバリアフリーに取り組み、共生
社会の実現を目指すホストタウンの
ことです。
町田市は、インドネシアのパラバ
ドミントンの事前キャンプ地となっ

後７時にイベシス（インターネット）
へ（コードは下表参照）／２次受付＝
３月１７日正午～４月８日にイベント
ダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスへ。
※市内在住の方を優先のうえ、抽選
です。

４月以降に始まるまちだ市民大学
講座の受講生を募集します。
※詳細は募集案内（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。
場生涯学習センター 他
申１次受付＝３月１５日正午～１６日午

☎８５０・９７６８

原町田３－１－４

玉川学園７－５－３

美顔＆リラクゼーションルームソワン沙季

電

分譲マンション管理に
関 す る 相 談 会

紙 芝 居・ 大 人 の 時 間

「キラリ☆２０１９町田私の好きなお店大賞」受賞店舗が決定！
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問 問い合わせ

ていることや、街のバリアフリー化
など、これまでの共生社会実現に向
けた取り組み等が国に評価され、こ
のたび共生社会ホストタウンに登録
されました。
今後もパラスポーツを通じて共生
社会の実現に向けた取り組みを進め
ていきます。

⑥

まちだの福祉～町田で迎える、
安心した老後

⑦

人間科学講座～テクノロジー・
いのち・人権

⑧ 町田の歴史～祈りの形

市民の広場

日時／定員／費用
4月15日～7月8日の水曜日、午前10
時～正午、全6回／50人／2000円
4月23日～7月9日の木曜日、午前10
時～正午、全7回／70人／2000円
4月25日～7月18日の土・日曜日の
日中、全8回／24人／2000円
4月26日 ～12月6日 の 日 曜 日 の 日
中、全13回／50人／3000円
4月28日～7月14日の火曜日、午後6
時～8時、全9回／50人／3000円
5月11日～7月13日の原則月曜日、
午 後 2 時 ～ 4 時、 全 8 回 ／ 30 人 ／
2000円
5月13日～7月8日の水曜日、原則午後
7時～9時、
全9回／50人／3000円
5月15日～7月10日の金曜日、原則
午前10時～午後0時15分、全9回／
50人／3000円

イベシスコード
200317J
200317D
200317G
200317H
200317E
200317B
200317F
200317C

【コーナー掲載の申込方法】
検索
●必ず「掲載ルール」をご覧ください。
市HP 市民の広場
●おいでください：毎月15日号です。掲載された場合、次は３か月後以
降に申し込めます。申込期間＝掲載したい月の前月の１日～２０日
●仲間に：年２回掲載で、次回は５月１５日号です。次回申込締切日＝４
月２０日
申込用紙と掲載ルールは広報課（市庁舎４階）で配布しています（町
田市ホームページでダウンロードも可）。
問広報課☎
☎７２４・２１０１

「市民の広場」は、市民の皆さんの交流や、仲
間づくりを応援するコーナーです。
サークル活動のイベントをお知らせする「お
いでください」のコーナーと、会員募集を掲載する「仲間に」があります。
※活動内容の確認やトラブルの解決は、当事者間でお願いします（市は関与
。また、各会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
していません）
※市民サークルに関しての情報は まちだ施設案内予約システム 検索 の「団体・サ
ークル紹介」でもご案内しています。

おいでください 特定の期日に行うイベント
催

し

名

日

時

会

場

費

用

連

絡

先

山の写真展

３月１７日～２２日午前１０時～午後５時

国際版画美術館

無料

吹き矢を吹いて健康維持して楽しい気分で一石二鳥

３月２０日㊗午前９時３０分～１１時３０分

鶴川市民センター

５００円 モーニング吹矢和田☎
☎０９０・３１０２・２１４５

３月２７日も開催しています

ポールウォーキングで健康寿命を延ばそう

３月２１日㊏午前１０時から

町田シバヒロ

無料

大石益雄☎
☎０９０・５８２８・７４５１

まちだＰＷクラブ

紙飛行機を作って楽しく飛ばそう～健康づくり

３月２２日㊐午前９時３０分～１１時

芹ヶ谷公園多目的広場

無料

高橋☎
☎返７９３・４０３５

テブラＯＫ、雨天中止

始めます「百人一首を書こう」 鉛筆～小筆

３月２６日㊍午後１時３０分～３時３０分

わくわくプラザ町田

無料

ミズカミ☎
☎７２６・１６９１

３月２８日㊏午後２時から

和光大学ポプリホール鶴川

無料

橋本英子☎
☎７３６・０４５５

ピアノ未経験者が２時間で両手で弾ける講座

３月３０日㊊午前１０時～正午

木曽森野コミュニティセンター

１３００円 リタルダント☎
☎０８０・８８７２・３５０７

脳を元気にする脳活です

初めての方の為の「マジック入門講座」女性向け

４月１日㊌午後６時から

町田市民フォーラム４階

５００円 加茂☎
☎０９０・７８３０・６４５６

要申込

どっきりマジッククラブ

親子・幼児・小学生・キッズダンス講座

４月８日㊌午後１時１５分～、三部構成

鶴川市民センター第１会議室

無料

輪湖☎
☎０９０・９３０９・８２４４

要予約

１歳～詳細・時間要ＴＥＬ確認

ウクレレ好きの会「見学会」

４月１２日㊐午後２時３０分～４時

生涯学習センター音楽室

無料

佐藤☎
☎０８０・４３６１・３１２４

４月１８日㊏午後２時３０分～４時３０分

町田市民フォーラム３階

５００円 まちだ史考会・稲葉☎
☎０９０・７８０５・５１７５

町田地方史研究会歴史散歩「三輪の地名を訪ねる」

４月２４日㊎①午前９時②午前９時３０分

①柿生駅②恩廻公園

５００円 田井返７２９・３０６３

禅文化勉強会

５月１０日㊐午後１時５０分～４時１０分

生涯学習センター和室１

無料

「朗読で楽しむ」つるの会主催のミニ朗読会です

講演会「明智光秀の実像に迫る」講師

盤珪禅師語録の講義

小和田哲男

山本☎
☎０７０・５５４３・５８３５

備考（対象等）

古谷☎
☎０７０・５３６２・８８５５

初日のみ午後１時から

要電話

４月１５日も開催
お気軽においでください

Ｊｏｙ・ＬｅＬｅサークル
直接会場へお越しください

午後１時５０分までに着座

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。■広報課☎724・2101
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催し・講座
生涯学習センターコンサート事業

まちだフレッシュコンサート

今春、大学を卒業したばかりの若
手音楽家によるコンサートです。
日４月１８日㈯午後３時開演
場生涯学習センター
定１２８人
（申し込み順）
申１次受付＝３月１５日正午～１６日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード２００３１７Ａへ／２次受付＝３
月１７日正午～４月９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（未就
学児、申し込み順に８人）は電話で併
せて申し込みを。
問同センター☎
☎７２８・００７１

イベントカレンダー
●市立総合体育館☎
☎７２４・
３４４０
【はじめてのピラティス教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日４月２１日～６月３０日の火曜日
（５月５日を除く）
、午後１時３０分～２
時３０分、全１０回内体の癖を直し、姿
勢とボディラインを整える定５０人
（抽選）
費５０００円
【リラックス＆リフレッシュ体操教
室】
対市内在住、在勤、在学の３０歳以上
の方日４月８日～６月２４日の水曜日
（４月２９日、５月６日を除く）、①午前９
時１５分～１０時１５分②午前１０時３０
分～１１時３０分、各全１０回内心も身
体もリフレッシュできる有酸素運動
等を行う定各５０人
（抽選）
費５０００円
◇
申往復ハガキに必要事項を明記し、
３月２２日まで（消印有効）に同館へ
（同館ホームページで申し込みも可）
●サン町田旭体育館☎
☎７２０
・０６１１
【リラックス＆リフレッシ
ュ体操教室】
対市内在住、在勤、在学の４０歳以上
の方日４月１７日～６月２６日の金曜日
（５月１日を除く）
、午後１時１５分～２
時３０分、全１０回定５０人（申し込み
順）費４０００円申３月１６日午前１０時
～４月１６日午後８時に電話で同館へ

町田市イベント申込システム

イベシス 検索

乳幼児の保護者向け講座・保育付き

心も、体も、はずむ子育て

子育てに役立つ情報を得られる講
座です。専門家の講義や実践的な演
習、仲間との話し合いを通じて、毎日
の子育てをより楽しくしましょう。
対市内在住で全回参加できる乳幼児
の保護者
日５月１３日、２０日、２７日、６月３日、
１０日、１７日、２４日、７月１日、いずれ
も水曜日午前１０時～正午、全８回
場生涯学習センター
講（特）日本救急メッセンジャー、
（特）全日本育児普及協会会長・佐藤
士文氏、白梅学園大学教授・佐久間
路子氏、白百合女子大学准教授・石沢
順子氏
定保育付き＝２０人、保育無し＝５人
／過去に乳幼児講座・幼児講座を受
講していない方を優先のうえ、抽選

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。

（結果は４月１７日に発送予定）
費保育利用者のみ４００円
申ハガキまたは用紙（様式は不問）
に、講座名・住所・氏名（ふりがな）
・電
話番号・子どもの年齢・保育希望者
（５月１日時点で８か月以上の未就学
児）は子どもの名前（ふりがな）
・生年

子育てひろば中止のお知らせ

問子育て推進課☎
☎724・4468

子育てひろばの催しは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3月
31日まで中止します。育児相談は地域のマイ保育園や地域子育て相談セ
ンターで対応していますのでご利用ください。
4月以降については、まちだ子育てサイトなどでお知らせしますので
ご確認ください。
検索
町田市子育てひろばカレンダー

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ください。

●市立室内プール☎
☎７９２・
７７６１
開催日・時間等の詳細は
お問い合わせください。
【ヨガ】
直接同プールへおいでください対
１８歳以上の方日毎週火曜日（除外日
有り）、午前１０時～１１時定２０人（先
着順）
費８００円
【ラテン骨盤エクササイズ】
直接同プールへおいでください対
１８歳以上の方日毎週金曜日（除外日
有り）、午前１０時～１１時定２０人（先
着順）
費６００円
【①幼児ダンス②キッズダンスＡ・Ｂ
・Ｃ】
対①４～６歳の未就学児②小学生日４
月７日～５月１９日の火曜日、①午後３
時３０分～４時１５分②午後４時３０分
～７時５０分（Ａ～Ｃ各１時間）、各全７
回定 ①１０人 ② 各２０人 ／ 抽 選費 ①
４２００円②各５６００円申往復ハガキ
に必要事項を明記し、３月24日まで
（必着）に同プールへ
●野津田公園☎
☎７３６・３１３１
【元五輪選手が教える「ウォ
ーキング
（ジョギング）
」
教室】
元五輪選手の新宅雅也氏が指導し
ます対２０歳以上の方日４月１３日～６
月２９日の月曜日（５月４日を除く）、
午前１０時３０分～正午、全１１回内正
しい歩き方・姿勢のつくり方を学ぶ

称

①法律相談
②交通事故相談

日
月～金曜日

定５０人（申し込み順）費５５００円（保
険料、指導料込み）申３月１５日午前９
時から電話で野津田公園へ（受付時
間＝午前９時～午後５時、土・日曜日、
祝休日も可）
● 小 野 路 宿 里 山 交 流 館 ☎ ８６０・
４８３５
【①小野路桜ガイドウォーク】
桜や里山の風景を楽しみながら小
野路周辺を歩きます日４月３日㈮午
前１０時～午後３時（小雨実施、荒天中
止）／集合は別所バス停、解散は同館
定２０人（申し込み順）費１５００円（ガ
イド料、保険料、昼食代）／路線バス
代は別途自己負担です
【②うどん作り教室】
小野路の郷土料理である「小野路
うどん」を作ります日４月１５日㈬午
前１０時３０分～正午定８人（申し込み
順）費１０００円（材料代）
【③春の里山草花観察会】
森林インストラクター・池田倫子
氏のガイドのもと、春の里山で草花
の観察を行います日４月２４日㈮午前
９時３０分～午後１時（小雨実施、荒天
中止）定２０人（申し込み順）費１５００
（ガイド料、保険料、昼食代）
円
◇
申①３月１９日正午～３１日②３月３１
日正午～４月１２日③４月９日正午～
２１日にイベントダイヤル（☎
☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード ①

27日㈮

④国税相談

17日㈫

⑤不動産相談

24日㈫

⑥登記相談

19日㈭

⑦行政手続相談

26日㈭

⑧少年相談

24日㈫

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
※3月23日～27日分は3月19日から受
け付けます。
相談日の1週間前から電話で予約
電話予約制（随時）

午後1時30分～4時
市内在住の方

午前9時～午後4時

⑨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
人間関係、女性への暴力、LGBT等）
（祝休日、第3水曜日を除く）曜日のみ午後1時～8時）
月～土曜日
（祝休日を除く）

２００３１９Ａ②２００３３１Ａ③２００４０９
Ａへ
●町田市自然休暇村☎
☎０２６７・９９・
２９１２
【川上村山菜まつりツアー】
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（１８歳以上の方に
限る）日５月３１日㈰午前７時～６月１
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）内１日目＝
山菜まつり、歌謡ショー（出演者は４
月発表）等、２日目＝山菜狩り定４０人
（抽選）／最少催行人数は３５人です
費１万６８００円（交通費、宿泊費、１日
目昼食～２日目昼食、保険料、ガイド
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
、長野県知事登録第２－３９９号、
（株）
全国旅行業協会会員・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３月１５日午前８
時３０分～２９日午後５時に電話で自
然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ／
５月２１日以降の取り消しはキャンセ
ル料が必要です

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

18日、25日㈬

③人権身の上相談(人権侵害などの問題）

⑩消費生活相談

新型コロナウイルス感
染拡大防止のため中止
・延期になるイベント
情報

まちだ子育てサイト

暮らしに関する相談
名

月日を明記し、４月１０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（〒１９４－００１３、原町
田６－８－１）へ（所定の用紙〔同セン
ターに有り〕に記入し、直接同センタ
ーへ申し込みも可）。
問同センター☎
☎７２８・００７１

午前9時～正午、午後1時
～4時

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）

☎042・679・1082）へ
事前に電話で八王子少年センター（☎
☎721・4842）
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎
へ
市内在住、
在勤、
在学の ※法律相談有り＝要予約
方
☎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

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

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ください。

●子ども創造キャンパス
ひなた村☎
☎７２２・５７３６
【新・手づくりのじかん～
すてっぷ「ぷるぷる透明なジェルキ
ャンドルをつくろう！」
】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生日４月２５日㈯午前１０時～正午
場ひなた村工作室内透き通る不思議
なキャンドルを作る定２０人（申し込
み順）
費５００円

【新・アウトドアクッキング～親子
「たけのこ掘ってたべてみよう！」
】

対市内在住、在学の小・中学生とその
保護者日４月２９日㈷午前９時３０分～
午後０時３０分場ひなた村野外炊事場
定２０人（申し込み順）費子ども２００
円、大人３００円
◇
申３月１５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
ョップについては、ひなた村ホーム
ページ等をご覧ください
●国際版画美術館☎
☎７２６・２８８９
【子ども講座～幸せ探し・たのしいを
持ち歩こう】
対小学生日４月２９日㈷午後１時３０分
～４時３０分場同館内足踏み版画でエ
コバッグを作る講版画家・粟千紗都
氏定１５人（抽選、結果は４月１０日ご
ろ郵送）費５００円申４月５日までにイ
ベントダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）ま
た は イ ベ シ スコード２００３１１Ｈへ
（同館ホームページで申し込みも可）

市HP 町田市ホームページ

急病のときは

情報コーナー

他の医療機関につなげる場合があります。

自転車条例

検索

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）
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

健康福祉会館内
☎710・0927
（下地図参照）

医療機関名（所在地）

電

話

たけいち内科クリニック
（小川1-14-1） ☎850・6555
午前9時～午後5時

内科 原町田さわだ内科・泌尿器科（原町田6-29-3） ☎851・7818
おおくら医院（大蔵町3165）

3月
15日㈰

内科系 町田病院（木曽東4-21-43）
午前9時～翌朝9時

外科系

☎737・8020
☎789・0502

おか脳神経外科（根岸町1009-4） ☎798・7337
あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

16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
17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

18日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

19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

午前9時～午後5時
20日㈷

午前9時～翌朝9時

多摩境内科クリニック
（小山ヶ丘3-24） ☎703・1920
中島医院（原町田2-15-2）

☎722・2409

内科、
木曽診療所（木曽東4-21-37）
小児科

☎791・2088

耳鼻科 川野医院（森野1-11-9）

☎726・7673

内科系 あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

外科系

町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

21日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491） ☎797・1511
甲斐内科クリニック
（成瀬が丘2-24-2） ☎796・8711
午前9時～午後5時
22日㈰

内科 鶴川診療所（鶴川6-7-1）

☎735・2387

南東京ハートクリニック
（木曽西2-18-12） ☎789・8100
耳鼻科 つくし野耳鼻咽喉科（小川1-2-32） ☎796・8733
内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

午前9時～翌朝9時

外科系

☎789・0502

南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

町田慶泉病院（南町田2-1-47）

☎795・1668

23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
24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

25日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

26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

27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

28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

なるせクリニック（西成瀬1-57-17） ☎721・6686
午前9時～午後5時

内科 学園ハートクリニック（玉川学園1-21-15） ☎725・8468
やました内科・脳神経クリニック（山崎町2055-2） ☎794・6327

29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

おか脳神経外科（根岸町1009-4） ☎798・7337
あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

30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
31日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

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

もっと見やすくリニューアル！ 町田市ホームページ

☎03・5272・0303
24時間365日

福祉会館前
町田街道

会館

コンビニ

至金森

3月17日

東京都

●北関東防衛局～防音工事（機能復
旧工事）の受付対象を変更しました
国では、厚木飛行場周辺における
防音建具及び空気調和機器の機能復
旧工事について、住宅防音工事希望
届の受付対象を「平成１８年３月３１日
までに防音工事が完了した住宅」か
ら「防音工事が完了して１０年以上経
過した住宅」に変更しました／詳細
は北関東防衛局ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせください
問同局住宅防音課☎
☎ ０４８・６００・
１８２１
●町田商工会議所～町田屋外広告物
コンクール「教えて！あなたの好きな
町田の看板」入賞決定
２０１９年９月３０日～１０月３１日に
応募があった１４４件の中から、専門
家が審査を行い、次の事業者が入賞
及び入選しました。詳細は同会議所
ホームページをご覧ください／大賞
＝こがさかベイク、会頭賞＝富沢商
店、審査委員会特別賞＝ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉ
ｅ ｃｈｉｒｏ、優秀賞＝割烹蒲焼 八十八、
お 好 み 焼 吉、 入 選 ＝ ０ １ ZERO
ONE CAFE、燈火、パティスリーア
ンカド、Ｔｕｒｑｕｏｉｓｅ、鮨と酒 切り
札、Gｒｅｅｋｅｄ UP問同会議所☎
☎７２２
・５９５７
●町田市シルバー人材センター～入
会説明会
対市内在住の６０歳以上で、健康で働
く意欲のある方／趣旨に賛同のう
え、会員になっていただきます日４
月７日、５月７日、６月２日、午前９時３０
分から場わくわくプラザ町田３階講
習室問同センター☎
☎７２３・２１４７

スマホ版

登録はこちらから▶

至旭町

●八王子年金事務所からのお知らせ
【就職、
退職などに伴う国民年金の手
続きについて】
就職、
退職などにより、国民年金の
手続きが必要な場合があります。就
職により厚生年金保険や共済組合に
加入した方は、国民年金の資格を喪
失する手続きは不要です。退職によ
り厚生年金保険や共済組合の資格を
喪失した方は、退職日の翌日から国
民年金に加入する手続きが必要で
す。
手続きの際は、
年金手帳と資格喪
失証明書などの退職日が分かる書類
をお持ちください。
また、厚生年金保
険や共済組合に加入している方に扶
養されている６０歳未満の配偶者は、
次の場合に国民年金の手続きが必要
です。①扶養している方が退職した
時②扶養している方が６５歳以上で、
老齢による年金を受け取ることがで
きるようになった時③扶養されてい
る方が扶養されなくなった時／な
お、毎年４月は窓口が混雑し、お待ち
いただくことがあります問同事務所
☎０４２・６２６・３５１１
【年金を受けている方が亡くなられ
たとき】
年金を受けている方が亡くなった
ときは、年金事務所へ届け出が必要
です。
ただし、
日本年金機構に個人番
号
（マイナンバー）
が登録されている
方については原則不要です。なお、年
金を受けている方が亡くなった際
に、受け取っていない年金がある場
合は、生計を同じくしていた遺族の
方がその年金を受け取ることができ
る場合があります問ねんきんダイヤ
ル☎
☎０５７０・０５・１１６５、０５０から始
ま る 電 話 の 方 ＝ ☎ ０ ３・６ ７ ０ ０・
１１６５、
同事務所☎
☎０４２・６２６・３５１１
●東京都都民安全推進本部～４月１
日から自転車損害賠償保険への加入
が義務化されます
都条例の改正に伴い、自転車の利
用者やその保護者は、自転車利用中
の事故により他人にけがをさせてし

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。

内科

まった場合などの損害を賠償できる
保険等への加入が義務となります。
ただし、自転車に点検日から１年以
内のＴＳマークが貼られている場合
や、既に加入している保険等に個人
賠償責任保険が付帯されている場合
は、新たに加入する必要はありませ
ん。詳細は、東京都都民安全推進本部
ホームページをご確認ください問同
本部総合推進部交通安全課☎
☎０３・
５３８８・３１２７
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問 問い合わせ

至町田

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

４月１日㈬オープン！

問児童青少年課☎
☎７２４・４０９７

三輪子どもクラブ「MIWA〜GO」
（みわーご）

４月１日に、市内６館目の子どもクラブとなる、三輪子どもクラブ（愛
称
「ＭＩＷＡ～ＧＯ」）がオープンします。０～１８歳の子どもがのびのびと
遊び、
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
の「ＭＩＷＡ～ＧＯ」は、
「三輪（ＭＩＷＡ）」に「行こう（ＧＯ）」と、
「アミーゴ
（友達）
」
を併せたもので、地域の子どもたちが名付けました。
※新型コロナウイルス感染症対策の為、開館日を変更する場合があり
ます。

【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
所在地三輪緑山３－２５－２
館内施設遊戯室、乳幼児室、集会室

芹ヶ谷公園の東側エリアが新しくオープン
問公園緑地課☎
☎７２４・４３９９
します

南町田グランベリーパーク駅北口広場に屋根を設置
東急田園都市線南町田グランベリーパーク駅北口広場のバス乗降場、及び国道１６
号南側エレベ－ターから南北自由通路までの屋根の設置工事が完了しました。３月
２６日から使用が開始され、天候によらず快適に利用いただくことができます。また、
タクシー乗降場における段差を解消
する等、よりバリアフリーに配慮し
た空間になります。
また屋根にはLED照明が配置さ
れ、季節感のあるカラーでライトア
ップします。３月は春の芽吹きや桜
をイメージしたカラーで通路を照ら
します。
今後、
季節の行事に合わせたライト
アップ演出も実施する予定で、
南町田
グランベリーパークの玄関口として、
新しいにぎわいを広げていきます。
春をイメージしたライトアップ照明
広
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左から石阪市長、
町田ＲＧの皆さん、
曽我部代表コーチ

花だより

町田かたかごの森開園

問市役所代表☎
☎７２２・３１１１、公園緑地課☎
☎７２４・４３９９、開園
☎７９４・２２２８
期間中＝かたかごの家☎
町田かたかごの森は、カタクリの開花時期に合わせて開園
しています。
カタクリを始め、イチリンソウ、ヒトリシズカ、タマノカン
アオイなどの野草も自生しています。期間中は現地で活動を
している「町田かたかごの森を守る会」の会員が説明します。
開園期間３月２７日㈮～４月
５日㈰、午前１０時～午後３
時（雨天閉園）
交通町田バスセンター４番
・５番乗り場から山崎団地
センター、または山崎団地
行きバスで「山崎団地入口」
下車、徒歩約１０分
※駐車場はありません。
カタクリ

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。

１1

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）。

問道路整備課☎
☎７２４・１１２５

昨年１１月１５日〜１７日に、
群馬県の高崎アリー
ナで行われた第３７回全日本ジュニア新体操選
手権で、町田ＲＧ
（町田市新体操連盟所属）
が女子
団体の部で優勝しました。女子団体の今大会の
競技種目は、リボンでした。
その報告のため、町田ＲＧの皆さんが１月３０日
に市役所を訪れました。曽我部美佳代表コーチ
は「練習の量ならどこにも負けていない自信が
あり、リボン種目なら優勝のチャンスがあると
思っていました。選手たちは、ほぼノーミスで演
技ができ、優勝することができました。皆様の応
援には感謝しています。引き続き応援をお願い
します」と喜びを語られました。

今号の広報紙は、 万９２３１部作成し、１部当たりの単価は

大型すべり台

芝生広場

※事前に利用者登録（団体登録）が必要です。
利用時間午前９時～午後５時（２時間単位での貸
し出し）
利用料金１０５０円（２時間当たり）
休場日年末年始
施設概要グラウンド面積約２４００㎡（４２ｍ×５８
ｍ）、ダスト舗装、散水設備
利用種目軟式野球、少年野球（軟式）、ソフトボー
ル、サッカー（少年少女含む）、ラクロス、ターゲ
ットバードゴルフ、ゲートボール、グラウンドゴ
ルフ、フットサル
※野球及びソフトボール等のバッティング練習
には制限があります。また、大会での利用はでき
ません。

北口広場を季節や行事に合わせて彩ります

全日本ジュニア新体操選
手権で町田ＲＧが優勝

問スポーツ振興課☎
☎７２４・４０３６

芹ヶ谷公園の東側（グラウンド側）エリアが整備され、３月１６日に新しくオープンします。
このエリアには、芝生広場や長さ約４５ｍの大型すべり台などを設置しました。昨年１０月にオー
プンしたグラウンドと併せて、ぜひご利用ください。
【利用案内】
●大型すべり台
対象年齢６～１２歳
利用時間３月～９月＝午前９時～午後５時３０分、
１０月～２月＝午前９時～午後４時３０分
※雨天時や高温時、凍結時などは閉鎖します。
※雨が上がった後も閉鎖する場合があります。
●芝生広場
利用時間午前６時～午後６時（６月～８月は午前６
時～午後７時）
※芝生を良好に保つため、ペットの立ち入りは、
ご遠慮ください。
●芹ヶ谷公園グラウンド
まちだ施設案内予約システムで利用の申し込
みができます。

運営方法指定管理
運営事業者（特）ワーカーズコープ

