
第1部　　広報まちだ4月15日号は、第1部（4ページ）と第2部（2ページ）での発行となります。

第0000号第1930号

号
2020年 

4/15
（令和２年）

発行 ● 町田市　編集 ● 政策経営部広報課
〒194‐8520 東京都町田市森野2－2－22
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/

発行日／毎月2回（1日、15日）

広
報

●将来を担う人が育つまちをつくる
●安心して生活できるまちをつくる
●賑わいのあるまちをつくる
●暮らしやすいまちをつくる
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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。

「ＥＣＯまちだ」広告を募集
問環境政策課☎☎７２４・４３８６

東京都市大学と２０５０年の町田市の将来を 
予測する共同研究の協定を締結しました

問町田市未来づくり研究所（企画政策課内）☎☎７２４・２１０３

教育委員に井上由奈氏が就任
問教育総務課☎☎７２４・２１７２

スポーツアワードまちだ表彰式典を開催
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

指定管理者を募集します
問児童青少年課☎☎７２４・４０９７

【学童保育クラブ】
　詳細は募集要項をご覧ください。
対学童保育クラブ、認可保育所、認証
保育所、幼稚園、認定こども園のいず
れかの運営の実績があり、市内に事
務所・事業所を有する社会福祉法人、
学校法人及び特定非営利活動法人
対象施設金森学童保育クラブ（金森
東１－２－１）、鶴川第四学童保育クラ
ブ（鶴川３－２２）、森野学童保育クラ
ブ（森野２－２１－２８）、どろん子学童
保育クラブ（金森東３－２２－２４）、金
井学童保育クラブ（金井町２６１２－
１８３）、鶴川学童保育クラブ（鶴川６
－５）、南大谷学童保育クラブ（南大
谷８１１－１）、小山ヶ丘学童保育クラ
ブ（小山ヶ丘５－３７）、小山学童保育
クラブ（小山町９４４）、南第一さくら
学童保育クラブ（南町田１－１０－
１）、みわっこ学童保育クラブ（三輪
町３３０－１）、桜の森学童保育クラブ
（小山田桜台２－７）
指定期間２０２１年４月１日～２０２６年

３月３１日（５年間）
申５月７日午前９時～１３日午後５時に
直接児童青少年課（市庁舎２階）へ
（郵送不可）。
※募集要項・仕様書・申請書は、４月
１５日午前９時～５月１日午後５時に児
童青少年課で配布します（募集要項
及び仕様書は町田市ホームページで
ダウンロードも可）。
【小山子どもクラブ】
　小山子どもクラブ（小山町１１６５
－３）の指定管理者を募集します。
対児童館、学童保育クラブ、認可保育
所、認証保育所、保育室、認定こども
園等の子どもに関する施設の運営実
績等があり、市内に事務所・事業所を
有する法人
指定期間２０２１年４月１日～２０２６年
３月３１日（５年間）
申募集要項（町田市ホームページで
ダウンロード）を参照し、必要書類を
お持ちのうえ、５月７日午前９時～１３
日午後５時に直接児童青少年課へ。

　環境広報紙「ＥＣＯまちだ」は、新聞
折り込みを中心に市内全域に配布し
ています。
対市内または近隣市に事業所を有す
る事業主
※掲載できる広告の制限等がありま
す。
発行部数各号約１１万部（年４回発行）

費１枠４万円（縦４．２㎝×横１１㎝）
掲載号７月１日号、９月１５日号、２０２１
年１月１５日号、４月１日号
募集数各号２枠（市内事業者を優先
のうえ、抽選）
募集期間５月１５日まで
※申込方法等の詳細はお問い合わせ
ください。

　市は、４月８日に東京都市大学と
「町田市未来都市研究２０５０に関す
る協定」を締結しました。この協定
は、市の将来の姿を想定した複数の
シナリオを作り、時代の変化に備え
ることを目的に、大学と共同で研究
を行うものです。将来どのようにな

るのか予測が難しい現代でも、シナ
リオごとに課題を認識することで、
今後やるべきことを検討できるよう
研究をしていきます。
　今年度は、２０５０年の町田市の姿
を想定した複数のシナリオを作成し
ます。

　３月３０日に開かれた市議会本会議
での同意を得て、４月１日付で町田市
教育委員会の教育委員に、井上由奈
氏が就任しました。任期は２０２４年３
月３１日までです。
　井上氏は１９８２年生まれ、３７歳。４
人の子どもの育児の傍ら、小山田南
小学校の「保護者と教職員の会」本部
役員や町田ときわ保育園の保護者会
本部役員を務めるなど、教育分野に
おいて積極的に活動しています。

　４月１日以降の教育委員会の構成
は次のとおりです（敬称略）。

役　職 氏　名

教育長 坂本　修一

教育長職務代理者 後藤　良秀

委　員 森山　賢一

委　員 八並　清子

委　員 井上　由奈

　全国・世界レベルで活躍し、町田の
スポーツ界に貢献した選手やスタッ
フ等を公募・顕彰し、アスリート等と
市民をつなぐ、スポーツアワードま
ちだ表彰式典を２月２４日に市庁舎で
行いました。
　１００組のエントリーの中から１０
組が最終選考に残り、テニスの本玉
真唯さんがグランプリに輝きまし
た。選考委員会委員長の石阪市長か
らトロフィーと副賞の１０万円が手
渡されました。残念ながら最終選考
で受賞に至らなかった方にも、石阪
市長から感謝状が手渡されました。
　各部門の受賞者は次のとおりです
（敬称略）。

【グランプリ】本玉真唯（テニス）
【準グランプリ】畠田千愛（体操）
【ベストインパクト賞】高橋悠斗（ボ
クシング）
【ベストパフォーマンス賞】奥秋李果
（スタンドアップパドル）、水田光夏
（パラ射撃）
【ベストホープ賞】町田ＲＧ（新体操）

表彰式典の様子

４月１７日

薬師池公園四季彩の杜 
西園がオープンします

問西園（ウェルカムゲート）☎☎８６０・３８９４（４月１７日か
ら）、町田市公園緑地課☎☎７２４・４３９９

　薬師池公園の玄関口として、４月
１７日に西園がオープンします。詳細
は、薬師池公園四季彩の
杜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。
※新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、園内の屋内施設はオープン
を延期します。オープン時期が決まり
次第、薬師池公園四季彩の杜プロモ
ーションサイト等でお知らせします。

ウェルカムゲート
○芝生広場、展望広場
　デイグランピングやビアガーデ
ン、パークヨガ、映画鑑賞、星空観察
等を実施予定です。
○ラボ・体験工房
　料理教室やクラフト教室を開催し
ます。
○ライブラリー・ラウンジ（休憩所）
　来園者が自由にくつろげるスペー

スです。自然・歴史・文化・農・アウト
ドア等約２００冊の書籍をそろえ、季
節ごとに入れ替えます。
○インフォメーション／直売所
　インフォメーションでは観光情報
をご案内します。
　直売所ではまち☆ベジ（町田産野
菜）やお土産に最適な町田市名産品
などを販売します。
○カフェ・レストラン
　町田産野菜を使った料理が充実し
ています。テイクアウトしてピクニ
ックもできます。
農園ゾーン
　野菜作りや果樹の摘み取り体験を
実施予定です。
森林ゾーン
　散策路を步いて四季彩の杜の豊か
な緑と季節の彩りを体験できます。
育苗ゾーン
　２０２２年オープン予定です。

交通案内
【バス】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「今井谷戸」下車、徒歩５
分
【駐車場】１３０台（有料）

カワセミ通信は5月1日号に掲載します。
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募　集募　集
会計年度業務・補助職員

　詳細は募集要項をご覧ください。
募集要項・応募書類は各窓口で配布
します（大地沢青少年セ
ンターを除く）。
※町田市ホームページで
ダウンロードもできます。

【消費生活センター　一般事務】
対パソコンや文書作成・表計算ソフ
トの基本操作ができる方（資格不要）
任用期間６月１６日～１０月５日
勤務時間月～金曜日（土・日曜日、祝
休日勤務も有り）、午前８時２０分～午
後５時５分、月１６日
勤務場所町田市民フォーラム３階
募集人数１人
報酬月額１９万２２００円（別途通勤手
当相当分支給）
※雇用保険等勤務条件により加入有
り。
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、４月２７日まで（必着）に、郵
送で消費生活センターへ。
問消費生活センター☎☎７２５・８８０５

【教育センター　教科書展示会受付】
対基本的なパソコン操作（ワード・エ
クセル等）ができ、窓口対応業務の経
験がある方
任用期間６月１日～３０日
勤務時間月～金曜日、午前９時～午
後５時、月１２日
勤務場所市庁舎または教育センター
募集人数４人
報酬月額８万８２００円（別途通勤手当
相当分支給）
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、４月２７日午後５時まで（必
着）に直接または郵送で、教育センタ
ーへ。
問教育センター☎☎７９３・２４８１

【大地沢青少年センター　一般労務】
対野外活動等に興味がある健康な方
任用期間６月１日～２０２１年３月３１日
勤務時間原則、土・日曜日、祝休日、夏
休み・春休み期間の午前８時３０分～

午後５時、月２～８日（時期により変動）
勤務場所大地沢青少年センター
募集人数５人
報酬時給１０５０円（別途通勤手当相
当分支給）
選考書類及び面接
申募集要項を参照し、応募書類に記
入のうえ、４月３０日まで（必着）に、郵
送で大地沢青少年センターへ。
問大地沢青少年センター☎☎７８２・
３８００
町田市環境審議会

市 民 委 員
　町田市環境審議会は、環境施策を
進める計画の進捗状況を点検する、
市の附属機関です。２０２１年度に計
画期間を終える「第二次町田市環境
マスタープラン」の改定にも携わる
市民委員を募集します。
対市内在住の、２０２０年４月１日現在、
満１８～８０歳の方
任期委嘱日～２０２２年４月３０日
募集人数５人以内
申募集要項を参照し、５月１５日まで
に、Ｅメールで環境政策課（遍ｍｃｉｔｙ
４２６０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
へ。
※電子ファイルで募集要項の送付を
希望する方は、上記メールアドレス
へお問い合わせください。
※資源削減のため、募集要項は紙で
の配布は行いません。詳細は町田市
ホームページをご覧ください。
市HP 町田市環境審議会  検索
問環境政策課☎☎７２４・４３８６

お知らせお知らせ
エ コ（ 環 境 ）に 関 す る 
アンケート調査を実施

　市では、環境施策を進める計画と
して「第二次町田市環境マスタープ
ラン」を策定し、計画に基づいた施策
の進み具合や目標の達成状況などを
毎年、点検・評価しています。
　２０１９年度の点検・評価を行うに
あたり、市民の皆さんに環境につい
ての意識や、市の環境施策に対する
ご意見などをお聞きする「エコ（環

境）に関する市民アンケート調査」を
実施します。市内在住の方３０００人
を対象に、アンケート用紙を郵送し
ますので、ご協力をお願いします。
問環境政策課☎☎７２４・４３８６
国民年金制度

学生納付特例のご案内
　国民年金制度には、２０歳以上の学
生で、本人の前年所得が一定額以下
のために国民年金保険料を納めるこ
とが困難な場合に、国民年金保険料
の納付が猶予される「学生納付特例
制度」があります。利用を希望する方
は、年度ごとに申請が必要です。必要
書類等、詳細は町田市ホームページ
をご覧ください。
市HP 学生納付特例  検索
問保険年金課☎☎７２４・２１２７

住 宅 バ リ ア フ リ ー 化 
改 修 工 事 助 成 金

　市では、住宅（賃貸を除く）のバリ
アフリー化を目的とした改修工事に
対して助成を行っています。市内事
業者が施工する改修工事が対象とな
ります（既に契約や着工している工
事は助成の対象外）。制度の詳細はお
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。
受付期間５月１５日㈮～２９日㈮
※予定件数を超えた場合は抽選です。
問住宅課☎☎７２４・４２６９
町田市自然休暇村

夏 期 利 用 申 し 込 み
　２泊３日での申し込みとなります。
※１泊、３泊の場合は、抽選後の受け
付けとなります。
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
利用日本館＝①７月２９日～３１日②７
月３１日～８月２日③８月２日～４日④
８月４日～６日⑤８月６日～８日⑥８月
８日～１０日⑦８月１０日～１２日⑧８月
１２日～１４日⑨８月１４日～１６日⑩８
月１６日～１８日⑪８月１８日～２０日、
キャビン＝⑫７月２８日～３０日⑬７月
３０日～８月１日⑭８月１日～３日⑮８
月３日～５日⑯８月５日～７日⑰８月７
日～９日⑱８月９日～１１日⑲８月１１
日～１３日⑳８月１３日～１５日㉑８月

１５日～１７日㉒８月１７日～１９日
申「自然休暇村夏期利用申込」と書
き、代表者住所（市内在勤・在学の方
はその旨を明記）・氏名・電話番号・利
用施設（本館／キャビンの別）・利用
希望日の番号（第３希望まで可）・利用
予定人数（大人〔中学生以上〕・小学生
・幼児〔寝具利用の有無〕）、キャビン
申し込みの方は「ペット連れの有無」

「動物アレルギーの有無」を明記し、５
月３１日まで（必着）に、ハガキ、ＦＡＸ
またはＥメール（１グループ１通、重複
申込は無効）で町田市自然休暇村（〒
３８４－１４０３、長野県南佐久郡川上村
秋山５３－１５、返０２６７・９９・２２４０遍
ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａｋｙｕｋａｍｕｒａ．ｊｐ）へ。
※施設の詳細・利用料等は町田市自
然休暇村ホームページをご覧くださ
い。
問自然休暇村☎☎０２６７・９９・２９１２
策定しました

町田市無電柱化推進計画
　市では、皆さんからいただいたご
意見を参考に「町田市無電柱化推進
計画」（計画期間＝２０２０年度～２０２５
年度）を策定しました。推進計画、い
ただいた意見の概要及び市の考え方
は、町田市ホームページで公表する
ほか、以下の窓口でも閲覧できます。
閲覧場所道路政策課（市庁舎９階）、
各市民センター、各連絡所、各市立図
書館
※各窓口で開所日・時間が異なりま
す。また、各市立図書館は５月６日ま
で休館予定です。
問道路政策課☎☎７２４・１１２４
５月１３日から開設します

性自認及び性的指向に 
関 す る 相 談 電 話 窓 口

　性的マイノリティーの悩みを抱え
ている方々の気持ちに寄り添い、解
決に向けたサポートを目指します。
秘密は厳守します。
　人間関係、職場や学校のことなど、
お気軽にご相談ください。
受付時間毎月第２水曜日、午後３時～
８時
相談電話番号☎☎７２１・１１６２
問男女平等推進センター☎☎７２３・
２９０８

２０２０年度

町田市成人健康診査  受診期間を変更します
問４０歳以上の国民健康保険加入者・後期高齢者医療制度被保険者の成人
健康診査＝保険年金課☎☎７２４・２１３０、４０歳以上の生活保護等受給者・１８
～３９歳で職場や学校等で健診を受ける機会がない方の成人健康診査＝
健康推進課☎☎７２５・５１７８

誕生月 受診券発送日 受診期間
４月～７月 ５月２９日㈮ 受診券が届いた日～９月３０日㈬
８月～１１月 ７月２２日㈬ 受診券が届いた日～１１月３０日㈪
１２月～３月 １０月２３日㈮ 受診券が届いた日～２０２１年２月２８日㈰

※２０２０年度中（４月１日～２０２１年３月３１日）に７５歳になる方（国民健康保険から後
期高齢者医療制度に加入される方）は、受診券発送日が異なる場合があります。
※年度途中で転入または健康保険を変更した対象の方は、受診券を送付しますので
担当課へご連絡ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、受診期間などが一部変更になる場合が
あります。

町田市職員採用試験情報 問職員課☎☎７２４・２５１8
返０５０・３０8５・４１０７

　民間企業で広く活用されているＳＰＩ試験を導入し、一般知識や教養中心の筆記試験を
廃止しました。詳細は町田市ホームページをご覧ください。

職　　　　　種 募集人員 日程等 採用日
（予定）

一般事務（大卒程度） ２５人

○電子申請受付期間
　�４月２７日㈪午前１０時
　～５月１４日㈭午後３時

○�１次試験日（ＳＰＩ試験）
　６月１日㈪～１０日㈬

○２次試験日　６月２８日㈰

２０２１年
４月１日

身体障がい者対象一般事務 若干名
一般事務（考古学専攻） １人
土木技術（大卒程度） １０人
建築技術（大卒程度） いずれも

若干名栄養士
保健師 １０人
獣医師 １人
土木技術（社会人経験者対象）いずれも

若干名保健師（社会人経験者対象）

保育士 ５人
○電子申請受付期間
　�５月２０日㈬午前１０時
　～６月８日㈪午後３時
○１次試験日　６月２８日㈰

※受験資格等の詳細は「町田市職員採用試験実施要項」をご確認ください。
※申込受付は電子申請のみです。
※「町田市職員採用試験実施要項」は町田市ホームページでダウンロードできます。
Ｔｗｉｔｔｅｒ（ツイッター）でも情報発信しています！
　Ｔｗｉｔｔｅｒアカウント「町田市職員採用試験（町田市公式）」をフォローしてください。

　分散受診と受診率向上のため、以
下の対象者について受診券発送日及
び受診期間を変更します。ただし、
１８～３９歳で、町田市に住民票があ
り、職場や学校等で健診を受ける機
会がない方は、これまでどおり４月１
日～翌年３月３１日が受診期間となり
ます（受診券は不要）。

　成人健康診査の詳細や実施医療機
関等については、市役所代表電話（☎☎
７２２・３１１１）へ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。
対４０歳以上の国民健康保険加入者、
後期高齢者医療制度被保険者、４０歳
以上の生活保護等受給者
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、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

お知らせお知らせ
スマートフォン版
生涯学習ＮＡＶＩ　好き！学び！

　生涯学習センターでは、年４回、市
内や近隣で開催す
る講座・イベント
等をまとめた情報
誌「生涯学習ＮＡＶＩ 
好き！学び！」を発
行しています。
　冊子は、町田市
ホームページ（＝右記二
次元バーコード）でフル
カラーでご覧いただけま
す。
問同センター☎☎７２８・００７１

インターネット公売を行います
　市税の滞納処分により差し押さえ
た動産を公売します。
　入開札は、ヤフー（株）が提供する
インターネット公売システム上で行
います。
公売方法せり売り
申込期間４月２８日㈫午後１１時まで
入札期間５月８日㈮午後１時～１０日
㈰午後１１時
※公売財産の下見会等は実施しませ
ん。
※公売財産の詳細や参加申込方法等
について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。
問納税課☎☎７２４・２１２２

催し・講座催し・講座
地 域 就 職 面 接 会

　いずれも１０社程度の企業が参加
します。
【直前セミナー】
日６月１５日㈪午前１０時～正午
定３０人（申し込み順）
申電話で東京しごとセンター多摩
へ。
【就職面接会】
　直接会場へおいでください。
日６月１５日㈪午後１時～４時（受け付
け＝午後０時３０分～３時）

◇
場町田市文化交流センター
問東京しごとセンター多摩☎☎０４２・
３２９・４５２４、町田市産業政策課☎☎
７２４・２１２９
楽しく学びながら仲間づくりしませ
んか～家庭教育支援学級・保育付き
エ ン ジ ョ イ マ マ
対市内在住の、子育て中の方
日５月２８日㈭、６月１１日㈭、２５日㈭、
７月９日㈭、９月１日㈫、１０日㈭、２４日
㈭、１０月８日㈭、２９日㈭、１１月１２日
㈭、２６日㈭、１２月１０日㈭、２０２１年１
月１４日㈭、２８日㈭、２月４日㈭、１８日
㈭、３月４日㈭、午前１０時～正午、全
１７回
場生涯学習センター
内調理実習、わらべ歌遊び、親子ひろ
ばの企画・運営等
講帝京大学准教授・岡田たつみ氏
定保育付き＝２０人、保育無し＝５人

／初めて家庭教育支援学級を受講す
る方を優先のうえ抽選、結果は５月
１５日に発送予定
費保育利用者のみ８５０円
※別途材料費等の実費分がかかりま
す。
申４月１５日午前９時～５月１２日午後
５時に電話で同センターへ。保育希
望者（５月１日時点で、８か月以上の未
就学児）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～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ
公 開 講 座

　各連続講座の受講者は申し込み不
要です。
【①“こころ”と“からだ”の健康学～健
康は足もとから　シューフィッター
が教える失敗しない靴選びのコツ】
　シューフィッターとして長年にわ
たり靴業界に携わってきた木村氏が
正しい靴の選び方、履き方、歩き方を
お伝えします。
日５月２１日㈭午前１０時～正午
講（一社）足と靴と健康協議会事務局
長・木村克敏氏
定８８人（申し込み順）
【②まちだの水とみどり入門～鶴見
川下流を豪雨氾

はん

濫
らん

からまもったのは
町田の緑】
　町田市には鶴見川の源流があり、
上流域の豊かな緑は下流を洪水から
守っています。
　地形から災害の危機を知り、温暖

化豪雨時代にどう適応したらよいか
考えます。
日５月２３日㈯午前１０時～正午
講慶應義塾大学名誉教授・岸由二氏
定３５人（申し込み順）
【③人間科学講座～老化しない脳と
身体をつくる】
　生活習慣により、老化しない脳と
身体を作る生き方を脳機能の専門家
にお話しいただきます。
日５月３０日㈯午後２時～４時
講東京大学名誉教授・石浦章一氏
定２３人（申し込み順）

◇
場同センター
申１次受付＝４月１５日正午～午後７
時にイベシス（インターネット）コー
ド ① ２ ０ ０ ４ １ ６ Ｂ② ２ ０ ０ ４ １ ６ Ｃ③
２００４１６Ｄへ／２次受付＝４月１６日
正午から①５月１３日まで②５月１４日
まで③５月２１日までにイベントダイ
ヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシ
スへ。
問同センター☎☎７２８・００７１

町田リサイクル文化センター周辺大気中の

ダイオキシン類測定結果をお知らせします
問資源循環課☎☎７９７・９６１５

　町田リサイクル文化センター周辺
の大気中のダイオキシン類測定を実
施しましたので、その結果をお知ら
せします。測定結果は、環境基準に適

合していました。
※詳細は、町田市ホームページをご
覧ください。

単位：ｐｇ－ＴＥＱ／㎥
主な測定地点 春　季 夏　季 秋　季 冬　季 年度平均 環境基準
小山田小学校 ０．０１３ ０．００８３ ０．０１１ ０．０１５ ０．０１２

０．６
以下小山田中学校 ０．０１３ ０．００9５ ０．０１３ ０．０１５ ０．０１３

図師小学校 ０．００9０ ０．００８８ ０．０１３ ０．０２１ ０．０１３
測定日：�春季＝２０１9年４月１9日～２６日／夏季＝２０１9年７月１２日～１9日／秋季＝

２０１9年１０月１８日～２５日／冬季＝２０２０年１月１０日～１７日

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、
５月２日㈯～６日（振休）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、５月７日㈭午前６
時３０分からです。
問市民課☎☎７２４・２８６４

市税を一度に納付することが困難な方へ
問納税課☎☎７24・2１22

AI（人工知能）がご質問にお答えします
問広聴課☎☎７24・2１02

　納税者またはその生計を同じく
する親族が新型コロナウイルス感
染症に罹

り

患
かん

した場合など、事情に

応じて分割納付等のご相談をお受
けします。

　ＡＩチャットボットのキャラク
ター「しつぎおとうふ」君が行政サ
ービスの手続きや制度に関するご
質問にお答えします。
　あいまいな質問でも、適切と思
われる選択肢や回答を対話形式で
表示し、詳細は町田市ホームペー

ジ等に誘導します。スマートフォ
ンやタブレット、パソコンから、２４
時間無料でご利用いただけます。
※通信費等は利用者負担です。

ＡＩスタッフ総合
案内サービス
二次元バーコード

おいでください　特定の期日に行うイベント
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定しているイベントが中止になる場合があります。

必ず、事前に主催団体への確認をお願いします。

市民の広場 　「市民の広場」は、市民の皆さんの交流や、仲
間づくりを応援するコーナーです。
　サークル活動のイベントをお知らせする「お

【コーナー掲載の申込方法】
●必ず「掲載ルール」をご覧ください。 市HP 検索市民の広場
●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。次回申込締切日は４
月２０日です。
　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

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

していません）。また、各会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
※ 市民サークルに関しての情報は まちだ施設案内予約システム 検索 の「団体・サ

ークル紹介」でもご案内しています。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
能ヶ谷西緑地の動植物の写真スケッチ小物の展示会 ５月９日㊏午前１０時～午後３時 能ヶ谷西ふるさとの森 無料 勝田☎☎７３４・５９９１ 雨天翌日　参観自由です

新緑の里山・小山田を巡り、歴史と民話を訪ねます ５月２２日㊎午前９時４５分～午後３時 小山田バス停集合 ５００円 ガイドボランティアの会☎☎０８０・５００４・４２４９ 約６㎞の散策です　要申込

元気イキイキヨガ　気功をとり入れたヨガ ５月２３日㊏午後１時３０分～２時３０分 生涯学習センター和室１ ３００円 神山☎☎０８０・１２３９・２３６４ シニアの方大歓迎です

町躍皷（まちやっこ）和太鼓コンサート ６月２１日㊐午後１時３０分開場、２時開演 ひなた村カリヨンホール 無料 町躍皷事務局☎☎０７０・５５４３・０２８５ ５月６日公演は休館の為延期

時代小説読み語り　山本周五郎、藤沢周平２編予定 ７月１９日㊐午後２時（開場１時３０分） 中央図書館６階ホール ５００円 池内☎☎０７０・２８１６・６６７２ 尚、春の部は中止しました
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●市立総合体育館☎☎７２４・
３４４０
【障がい者卓球教室】
対障がいのある１８歳以上で、体育館
まで通える方日５月１６日～６月１３日
の土曜日、午前１０時～１１時３０分、全
５回定２０人（抽選）費１０００円申往復
ハガキに必要事項を明記し、４月２２
日まで（消印有効）に同館へ
●鶴間公園☎☎８５０・６６３０
【フローヨガ】
対１６歳以上の方日毎月第１
・３金曜日、午後７時４０分～８時４０分
定各１５人（申し込み順）費各９９０円
申同公園ホームページで申し込み

（電話での申し込みも可）
●小野路宿里山交流館☎☎８６０・４８３５
【①うどん作り教室】
日５月１２日㈫午前１０時３０分～正午
定８人（申し込み順）費１０００円（材料
代）
【②新緑の小野路をめぐるツアー】
日５月１５日㈮午前９時３０分～午後３
時（小雨実施、荒天中止）定２０人（申
し込み順）費１５００円（ガイド料、保
険料、昼食代）
【③小野路の戦争の記憶をめぐるツ
アー】
日５月２２日㈮午前１０時３０分～午後
３時（小雨実施、荒天中止）定２０人（申
し込み順）費１５００円（ガイド料、保
険料、資料代、昼食代）
【④ハンマーダルシマー演奏会】
日５月３１日㈰午後１時～２時３０分

◇
申①②４月２８日正午から③５月８日

正午から、イベントダイヤル（☎☎７２４
・５６５６）またはイベシスコード①
２００４２８Ａ②２００４２８Ｂ③２００５０８Ｂ
へ④直接会場へ
●町田市自然休暇村☎☎０２６７・９９・
２９１２
【春のトレッキングツアー】
　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６月１１日㈭午前７時～１３日
㈯午後５時ごろ、２泊３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＝
自然休暇村周辺（林岳）、２日目＝小
諸市の高峰高原ビジターセンター～
浅間山エリア（往復約２時間３０分）、
３日目＝美し森エリア・天女山コー
スをトレッキング定４０人（抽選）／最
少催行人数は３５人です費２万４０００
円から（交通費、宿泊費、１日目昼食
～３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（株）、
長野県知事登録第２－３９９号、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４月１５日午前８時３０
分～３０日午後５時に電話で自然休暇
村（錆０１２０・５５・２８３８）へ／５月２２
日以降の取り消しはキャンセル料が
必要です

イベントカレンダー
詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、各ホームページをご覧ください。

名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、５月６日まで休
止します。ただし、期間が延長される場合もありますの
で、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。

市内在住の方
（ ② は 市 外 の
方も可）

５月７日、８日分は５月１日に予約受付しま
す。ただし、休止する可能性があります。 電話で市民相談室

（☎☎７２４・２１０２）へ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不動産相
談⑥登記相談⑦行政手続相談⑧少年相談
⑨電話による女性悩みごと相談（家庭、人
間関係、女性への暴力、LGＢＴ等）

月～土曜日
（祝休日、第３水曜日を除く）

午前９時３０分～午後４時
（水曜日のみ午後１時～８時） 市内在住、在

勤、在学の方

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

⑩消費生活相談 月～土曜日
（祝休日を除く）

午前９時～正午、午後１時～
４時 電話で消費生活センター相談専用電話（☎☎７２２・０００１）へ

暮らしに関する相談 市HP 暮らしに関する相談 検索

各種相談「町田市わたしの便利帳２０２０」５２～５７ページを参照

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
４月

１５日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

１６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
１７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
１８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

１９日㈰

午前９時～午後５時
内科 園田クリニック（南成瀬１-８-２１） ☎☎７３９・７３２２

内科、
小児科

若山クリニック（金井２-３-１８） ☎☎７３６・７７２０
泰生医院（小山町２４７０-５） ☎☎７９７・７４２３

午前９時～翌朝９時
内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１

外科系
町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８
町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０

２０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
２１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
２２日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１
２３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
２４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
２５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

２６日㈰

午前９時～午後５時 内科
なかまち内科・外科医院（中町３-１５-１７） ☎☎７２５・００２８
小野寺クリニック（本町田４３９４-９）☎☎７３２・５６０５
金子内科クリニック（根岸２-１-１４）☎☎７９２・３０１０

午前９時～翌朝９時
内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１

外科系
あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１
おか脳神経外科（根岸町１００９-４） ☎☎７９８・７３３７

２７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
２８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

２９日㈷

午前９時～午後５時 内科
吉野医院（金森２-１２-３１） ☎☎７２２・５７２９
町田東口クリニック（森野１-３５-８）☎☎７２１・８８５５
おやま内科クリニック（小山町２３３-１） ☎☎８６０・０３２６

午前９時～翌朝９時
内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

外科系
南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１
町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０

３０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

町田市歯科医師会休日応急歯科・障がい者歯科診療所
休日応急
歯科診療

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

☎☎７２５・２２２５
（左地図参照）障がい者

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

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

☎☎７１０・０９２７
（左下地図参照）

日曜日
祝休日 午前９時～午後４時３０分（電話受付は午前８時４５分から）

小児救急相談 子供の健康相談室（東京都）
月～金曜日　午後６時～翌朝８時

土・日曜日・祝休日・年末年始　午前８時～翌朝８時
☎ ＃＃ ８８ ００ ００ ００

または☎03・5285・8898

または☎042・521・2323

東京都内の救急当番病院などの
お問い合わせ

東京都医療機関案内サービス

ひ ま わ り
☎03・5272・0303

24時間365日

小
田
急
線

至
旭
町

至町田

町田街道

福祉会館前

至
金
森

健康福祉
会館

コンビニ

健康福祉会館 原町田5-8-21

※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。
※救急診療・応急処置を行います。専門的治療については、
他の医療機関につなげる場合があります。

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

町田市メール配信サービス急病急病ののときはときは

休日耳鼻・眼科の医院は、新型コロナウイルスの影響で診療時間等が変更にな
る可能性があるため、受診を希望する方は東京都耳鼻咽喉科医会ホームペー
ジまたは東京都眼科医会ホームページの「休日診療」のページをご覧ください。

　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。

イベシス 検索

町田市イベント申込システム


