
新型コロナウイルス感染症
１日も早い終息を願って

受診前に必ず電話をしましょう!

かかりつけ
医のいる方
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疾患がある
方など含む）

（かかりつけ
医がいない方）

日頃、
医療機関に
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いない方

症状のある方症状のある方

受診は不要と判断受診は不要と判断

受診は不要と判断受診は不要と判断
専門的な助言が
必要な場合

不安に思う方不安に思う方

不安に思う方不安に思う方

症状のある方症状のある方
（症状とは）
・息苦しさや強いだるさ、高熱等の強い症状のいずれかがある
・高齢者や基礎疾患がある等重症化しやすい方で、軽い風邪のような症状がある

（症状とは）
・息苦しさや強いだるさ、高熱等の強い症状のいずれかがある
・高齢者や基礎疾患がある等重症化しやすい方で、軽い風邪のような症状がある

・感染したかも・感染したかも

新型コロナウイルス感染症かも？と思ったら

●町田市役所代表電話☎722・3111
●新型コロナコールセンター
　☎0570・550571（ナビダイヤル、多言語による相談可）
　返03・5388・1396（聴覚障がいのある方等）
●厚生労働省電話相談窓口錆0120・565653
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●帰国者・接触者電話相談センター☎724・4238
　月～金曜日の午前9時～午後5時（祝休日を除く）
●都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター
　☎03・5320・4592
　上記以外の曜日・時間帯

かかりつけ医に電話相談

※

※地域外来・検査センターについて　
町田市医師会と連携し、市内在住で事前に市内診療所で受診し、医師が必
要と認めた方に限って検査を行っています。なお、直接検査場に来ても検
査は受けられませんのでご注意ください。問保健総務課　７２４・４２４１☎

市内の感染者数など市の最新情報▶町田市ホームページ（＝下記二次元バーコード）「緊急情報」
同感染症に関するよくある質問と回答▶市HP 新型コロナ　よくある質問  検索
※この記事の内容は５月１１日時点の情報です。

　引き続き、外出自粛にご協力をお願いします。また、市の
業務には郵送等でできる手続きもありますので、町田市ホ
ームページをご確認いただくか、担当課へお問い合わせく
ださい。
○市の施設＝原則５月３１日まで休館
※６月３０日までの施設貸出予約について、感染拡大防止の
観点からキャンセルされる場合は、キャンセル料、施設予約
上のペナルティーは発生しません。
○市の主催するイベント等＝５月３１日まで中止または延期

各種支援のお知らせ 詳細は町田市ホームページやまちだ子育てサイトをご確認ください。

  国民全員に１０万円給付   特別定額給付金
問町田市特別定額給付金コールセンター☎☎７２４・２９０９

　申請書を６月中に郵送します。町田市の給付に関する詳細は町田
市ホームページや今後の本紙でお知らせします。
＜特別定額給付金の詳細＞総務省　特別定額給付金コールセンター

錆０１２０・２６００２０（受付時間＝午前９時～午後６時３０分）

給付対象 ２０２０年４月２７日現在、町田市の住民基本台帳に記録されている方

給付額 給付対象者１人につき１０万円

受給権者 給付対象者の属する世帯の世帯主

受付開始日 オンライン申請は、受け付けを開始しています。なお、郵送申請は６
月中に申請書を発送予定です。

申請方法
（２種類）

〈申請受付中〉
オンライン申請
（マイナンバーカー
ドをお持ちの方）

スマートフォンかパソコンのいずれかで、
マイナポータルから申請
※申請に必要なものや申請の手順等の詳細
は、町田市ホームページをご確認ください。

郵送申請
※６月中に受給権者
宛てに申請書を送付
します。

以下の３点を同封の封筒で返送
・必要事項を記入した申請書
・振込先口座の確認書類
・本人確認書類の写し

給付方法
原則として申請者の本人名義の銀行口座へ振り込み
※銀行口座を開設していない場合は、窓口における給付を行いま
す。

  対象児童１人につき１万円給付  
子育て世帯への臨時特別給付金

問子ども総務課☎☎７２４・２１３９

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯への
給付金です。５月中に児童手当受給者にお知らせを送付します。詳
細はまちだ子育てサイトをご覧ください。

給付対象 ２０２０年４月分（３月３１日時点で１５歳の児童は３月分）の児童手当受
給者（児童１人当たり一律月額５０００円の特例給付を除く）

給付額 児童１人につき１万円

給付日 ６月中（予定）

申請方法
原則、申請手続きは不要（公務員は申請が必要）
※児童手当登録口座を解約された方、受け取りを辞退される方は届
出が必要です。

給付方法 児童手当登録口座に振り込み

  賃貸住宅の家賃補助   住居確保給付金
問生活援護課☎☎７２４・４０１３

　支給額の上限があります。支給要件等の詳細は町田市ホームページをご覧
ください。申請の際は、必ず事前に電話で生活援護課へ予約してください。
対離職・廃業後２年以内または休業等により、離職・廃業と同程度の状況にあ
る方

ご注意を！　「特別定額給付金」は、市役所職員などが戸別訪問をしたり、電話やメールで連絡することはありません。新型コロナウイルス感染症に便乗し
た詐欺や悪質商法の電話・メールがあった場合は１１０番通報をしてください。 問市民生活安全課☎☎７２４・４００３

今号の紙面から 　●4面　障がい者サービスガイドブック2020（冊子版）を配布しています　●4面　マイナンバーの通知カードが廃止されます
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●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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2 2020．5．15 市役所代表　辺辺０４２・７２２・３１１１　返０４２・７２４・５６００　番号間違いにご注意ください

■問納税課　724・21215月は、「固定資産税・都市計画税」の納付月です ☎☎納付はお済みですか？

募　集募　集
認 可 保 育 所 職 員
　詳細は認可保育所へお問い合わせ
ください。
対有資格者
○子どもの森保育園（☎☎７９８・７３２１）
＝栄養士（常勤）
問保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３８

お知らせお知らせ
　カワセミ通信は、６月１５日号に
掲載します。

　今号は、催し・講座の記事はあり
ません。催し・講座の詳細は、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。

町田市
ホームページ

まちだ子育て
サイト

成年後見制度利用支援
　成年後見制度の利用が必要な方

で、申立費用及び後見人等への報酬
の支払いが困難な場合、その費用を
市が負担します。
※保険者等が町田市以外の方、区市
町村長の審判請求により成年後見人
等が付された方及び任意後見制度の
利用者は対象外です。
※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。

【申立費用の助成】
対次のすべてに該当する被後見人等
の方　①生活保護を受給中、または
準じている②住民票が町田市にあ
る、または施設等への入所、入居等に
伴って市外に転出した方で保険者等
が町田市となっている③他の助成の
対象とならない
内申し立て後に、申立費用のうち、診
断書料・収入印紙代・郵送費・鑑定費
用を助成（予算額に達した場合は受
付終了）
申申込要項（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
審判日から３か月以内（消印有効）に
郵送で福祉総務課へ。

【報酬費用の給付】
対次のすべてに該当する被後見人等
の方　①生活保護を受給中、または
準じている②住民票が町田市にあ
る、または施設等への入所、入居等に

伴って市外に転出した方で保険者等
が町田市となっている③他の助成の
対象とならない④当該年度を含む直
近１年間以内の分の報酬付与の申し
立てを、２０２１年１月８日～３１日の間
に必ず家庭裁判所へ行う
内報酬費用を被後見人等へ給付（予
算の範囲内での給付となるため該当
者の人数により金額が変動）
※市への申し込みは報酬付与の申し
立て前に行ってください。
申申込要項（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
１２月７日まで（必着）に郵送で福祉総
務課へ。

◇
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７
利用者を募集します

盲 導 犬
　盲導犬の利用を希望する方は、６
月１２日までにお住まいの地域の障
がい者支援センターへお申し込みく
ださい。
対都内在住の１８歳以上で次のすべ
ての要件を満たす方　①視覚障害１
級である②都内におおむね１年以上
居住している③世帯の所得税課税額
が月平均で７万７０００円未満である
④盲導犬の飼育を、家屋の所有者・管
理者から認められている（自宅以外

に居住している方）⑤決められた訓
練を受け、盲導犬を適切に管理でき
ると認められる⑥盲導犬の利用が、
社会活動への参加に効果があると認
められる
※審査のうえ、利用可能となります。
※盲導犬・介助犬・聴導犬の申請受付
は年間を通して行っています。審査
会の日程は、盲導犬が年２回、介助犬
・聴導犬が年１回と定められていま
す。詳細はお問い合わせください。
問各地域の障がい者支援センター
（堺☎☎７９４・８７９０返７９８・２２９０、忠
生☎☎７９４・４８５１返７９４・４８５２、鶴川
☎☎７０８・８８２１返７０８・８９７７、町田☎☎
７０９・１３０１返７０９・１３０２、南☎☎７０６
・９６２４返７９９・２１４５）、町田市障が
い福祉課☎☎７２４・３０８９返０５０・
３１０１・１６５３
屋外での活動にご注意ください

光化学スモッグが発生 
し や す い 時 期 で す
　東京都環境局ホームページ（下記
二次元バーコード）で、Ｅメールアド
レスを登録すると、光
化学スモッグ注意報等
の発令状況が配信され
ます。
問環境保全課☎☎７２４・２７１１

家族や大切な人を守るためのルール

ふるさと納税で医療機関を支援しよう!
問財政課☎☎７２４・２１４９

おうち時間を楽しく過ごそう!
　外出自粛期間中で外遊びができないこの時期、お子さんや子育て世代に向
け、「おうち」で楽しめるホームページやＳＮＳを紹介します。

動画を配信！ Netで子育てちょこっとひろば �
問子育て推進課☎☎７２４・４４６８

　乳幼児の親子向けに、自宅でできる、ふれあい遊びや手遊び、子育てのヒン
トが見つかるミニ講座、親子でできるストレッチを紹介します。

おうちで楽しく発明！ まちだキッズ発明体験オンライン教室
問産業政策課☎☎７２４・３２９６、町田新産業創造センター☎☎８５０・８５２５

　家で過ごす時間が多くなっている
お子さんに向け、発明の面白さや大
切さを伝える「まちだキッズ発明体
験教室」をオンライン形式で開催し
ます。
　オンラインで顔を合わせて会話で
きる「Ｚｏｏｍ」を使って配信します。
ＹｏｕＴｕｂｅでもライブ配信をする予
定です（視聴のみ、若干の遅延有り）。
対小学生以下のお子さん（小学２年
生以下は保護者と一緒に参加）
日５月３０日㈯午後２時～４時（予定）
内発明に関するクイズ、電子紙芝居
授業、発明工作（テーマ＝片手で持て
るかな）

※工作材料は各自で用意してください。
講弁理士・本谷孝夫氏
定３０人（Ｚｏｏｍのみ、申し込み順）
参加方法次のいずれかを選択
①Ｚｏｏｍで参加
　５月２９日午後５時までに町田新産
業創造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。申込者に、招
待ＵＲＬ等をお送りしま
す。
②ＹｏｕＴｕｂｅで参加（視聴のみ）
　申し込みは不要です。詳細は後日、
町田新産業創造センターホームペー
ジでお知らせします。

　「新型コロナウイルス感染症と戦う医療機関を支援」を新たなふるさと納税
の使い道に追加しました。詳細はふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョ
イス」をご覧ください。

●おうちミュージアム
 問市立博物館☎☎７２６・１５３１
　市立博物館が所蔵している作品の塗り絵や
折り紙の作り方などを紹介します。
市HP�市立博物館 � 検索

おうちでアートや文学を楽しむ！��
●おうちで文プロ！ 問文化振興課☎☎７２４・２１８４
　第１弾は、町田のキャラクターの塗り絵を配信しています。できあがった塗
り絵は、ぜひ「＃おうちで文プロ」をつけてＳＮＳに投稿してください。
市HP�おうちで文プロ� 検索

●おうちで文学 問町田市民文学館☎☎７３９・３４２０
　町田が登場する文学作品を紹介します。
Ｔwittｅrアカウント名：＠ｍａｃｈiｄａ＿　 ｋｏtｏｂａ

まちだ子育てサイト 検索



32020．5．15対対象 日日時 場会場 内内容 講講師 定定員 費費用 申申し込み 問問い合わせ凡例 市HP町田市ホームページ

http://www.city.machida.tokyo.jp/　　パソコン版・スマートフォン版・モバイル版がありますURL町田市ホームページ

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11月15日号です。次回申込期間＝8月
15日～1０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

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）
相模川にて室内鑑賞石を探そう会　参加者募集 ５月１７日㊐午前８時 ＪＲ淵野辺駅南口広場集合 交通費実費 堀泰洋☎☎０９０・８６８４・４７１６ 主催　武相愛石会

サークル名・活動内容 活動日時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
２１世紀の世界と日本を考える会 毎月第３㊌午後６時３０分～８時３０分 生涯学習センター 入会無料・年２０００円 齊藤☎☎７２７・８４４１
話し方・聴き方を学ぶ会 毎月第１・３㊎午後７時～８時３０分 町田市民文学館他 入会無料・月２０００円 田村☎☎０９０・８８４４・９８０１ 見学無料、初心者大歓迎
男性料理教室クック・マスターズ 毎月第２㊌午前９時～午後３時 町田市民フォーラム３階 入会１０００円・月１０００円 橋本☎☎返７２５・９５０７ 会社リタイア組男性の会
キッチン２１男性料理仲間で楽しもう 毎月第２㊊午前１１時～午後２時 町田市民フォーラム調理室 入会無料・月１５００円 徳弘達二郎☎☎０９０・４４１７・９１６２
全然話せない人の英会話 月３回㊌午後１時～２時１５分 高ヶ坂ふれあいセンター 入会５００円・月１５００円 長屋☎☎０９０・４９２７・６３９０ 要予約・見学可
アリス英会話・米国教師初～中級会話 月４回㊎午後７時～８時３０分 わくわくプラザ町田 入会２０００円・月３０００円 河野☎☎０８０・５０３８・５２２９ 楽しく学びます・体験無料
ＨｅｌｌｏⅡ外国人教師と初級英会話 毎週㊋午前１０時～１１時３０分 町田市民文学館他 入会１０００円・月３０００円 すずき☎☎７３４・３３４７ 体験学習できます（無料）
実践ビジネス英語・テキスト相互学習 毎月第１・３㊎午後２時～４時 せりがや会館 入会無料・月２００円 村田稔尚☎☎８１２・９６２０ いつでも見学・入会可
時事英語かりんの会　英文記事を読む 毎月第１～３㊎午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会１０００円・月３０００円 森☎☎０８０・８７４７・４２１１ 休館中もスカイプで活動中
ふじの会（書道） 月４回㊍午前９時～正午 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会無料・月３０００円 伊藤☎☎０９０・２５５３・６８４１ お気軽にお電話ください
書道　第二創習会　かな・漢字等 毎月第２・４㊍午後１時１５分～３時１５分 生涯学習センター他 入会無料・月２０００円 井上典子☎☎７２７・２０９０ 初心者も歓迎・事前見学可
実務書道クラブ　書道一般・ペン字 月２回㊍午後１時～３時、３時～５時 生涯学習センター 入会無料・月３５００円 中村☎☎０９０・２７６６・１５０６ 初めての方も！無料体験有
よそおい・着物着つけ基礎から手結び 月２回㊋午前９時４５分～１１時４５分 生涯学習センター他 入会無料・月１１００円 山崎幸子☎☎０４４・９８６・５５１８ いつでも見学大歓迎
俳諧プラザ　俳句を学び、俳句で学ぶ 毎月第２㊏午後２時～５時 生涯学習センター他 入会無料・月１０００円 南成瀬・田中☎☎７２６・５９６４ お気軽においでください
歩み句会初心者俳句講座生募集 毎月第１㊋午前１０時～正午 町田市民文学館他 入会無料・月１０００円 歩み句会・金子☎☎７９１・１９４７ 俳句を基礎から学びます
波俳句会　町田支部　山田主宰指導 毎月第１㊊午後１時～５時 町田市民フォーラム 入会無料・月１０００円 原口☎☎返７２６・２０３５ 初心者歓迎　見学可
俳句の森　素直な感動を１７文字に 毎月第２㊊午後１時～４時 生涯学習センター 入会無料・月１０００円 河野奉令☎☎７２６・５２６３ 見学をお待ちしています
たかんな句会　指導者・柿崎巍 毎月第２㊋午後１時～５時 わくわくプラザ町田 入会無料・月１０００円 白方☎☎７９２・２７１２ 月１０００円は誌代　吟行有
短歌会たまがわ（初心の方も大歓迎） 毎月第３（１・１２月は第２）㊐午後１時～５時 なるせ駅前市民センター 入会無料・月５００円 杉本信道☎☎返７２０・６８２０　留守電有り 美しい日本語を学ぶつどい
詩吟同好会　少人数で楽しい教室です 毎月第１・３㊋午後１時３０分から ふれあい桜館 入会無料・月２００円 水野幸盛☎☎７９３・７７８４ はじめての方、大歓迎です
吟詠吟成会・声の衰えを防ぐ詩吟教室 毎週㊋午後１時～３時 鶴川市民センター 入会無料・月３０００円 木内☎☎７３４・５９５０ 無料講習・初心者歓迎！
吟詠洋風会腹式呼吸と大声で健康増進 毎月第１～４㊎午前９時３０分～正午 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 鈴木☎☎７２６・５５７５ 毎回無料講習会参加大歓迎
声を出し、喉の筋肉内臓を鍛える詩吟 月３回㊎午後１時３０分～４時 生涯学習センター 入会１０００円・月３０００円 武藤☎☎０９０・６４８４・５１３２ 初めての方、大歓迎です
詩吟成瀬会大声でストレス解消しよう 月４回㊏午後７時～９時 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 宮﨑洋二☎☎７２３・３７０１ 健康に良い腹式呼吸発声法
詩吟春風会健康第一発声で俳句短歌等 月４回㊌午前１０時～正午 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 松沢☎☎７２２・１０８８ 誤えんに効果大の発声法で
詩吟幸風会・腹圧発声で元気を得よう 月４回㊍午前１０時～正午 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 小市☎☎７２６・１５２８ 病気に無縁の腹圧発声です
詩吟愛好会中高年～９０歳も楽しめます 月４回㊏午後１時３０分～３時３０分 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 川添☎☎７２８・０４６８ カラオケも上手になる詩吟
忠生誠吟会　詩吟は健康のマッサージ 月３回㊋午前１０時～正午 忠生市民センター 入会無料・月３０００円 白石☎☎７３６・０８７７ カラオケの上達希望者歓迎
土曜古文書の会～古文書の解読勉強 毎月第２㊏午後１時３０分～４時 生涯学習センター 入会無料・月１０００円 土曜古文書の会☎☎７８８・３５８５ 歴史３９年の楽しい会です
ポニアロハ　フラダンスで笑顔と健康 毎月第１・３㊋午前１０時～午後０時３０分 和光大学ポプリホール鶴川 入会１０００円・月３５００円 大野久子☎☎０９０・７１７７・２８３６ 見学・無料体験常時大歓迎
フラサークル　レイモミ 毎月第１・３㊋午前１０時～１１時３０分 町田市民フォーラム４階 入会無料・月２５００円 門脇☎☎０８０・３５８２・２９１３ 楽しいフラを！体験無料
フラサークル・ピカケ 月３回㊏午前１０時１５分～１１時４５分 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会無料・月２０００円 池田☎☎０９０・７２４５・１５０１ 体験無料・初心者歓迎
レイアロハ（フラダンス） 月４回㊊または㊎午後１時～３時３０分 町田市民フォーラム４階 入会無料・月３０００円 泉☎☎０８０・４３５６・１１７１ 無料体験６月１５日午後１時
フラサークル・アロアロ 毎月第２～４㊍午後１時～５時 町田市民フォーラム他 入会無料・月２５００円 泉悦子☎☎７２３・１２２０／０９０・９１５６・９６７９ 見学もできます
町田スクエア　ダンスクラブ 毎週㊏午後６時３０分～８時 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会無料・月１０００円 佐藤信子☎☎７９３・１５５１ 半年後継続で入会金３０００円
相原レクダンス 毎週㊊午前１０時～正午 丸山公会堂 入会１０００円・月２０００円 瀬尾☎☎７００・４１４２ 明るい教室です、見学可
小山レクダンス 毎週㊊午後１時～３時 小山市民センター 入会１０００円・月１５００円 大塚☎☎７９７・４２１６ どなたでも歓迎です見学可
東京太極拳まちだ　２４式太極拳他 毎週㊏午前１０時～正午 木曽山崎コミュニティセン

ター他 入会１０００円・月３５００円 中村☎☎７９３・４４４８ お気軽におこしください
太極拳　拳（こぶし） 毎週㊎午前１０時～正午または午後１時～３時 木曽森野コミュニティセン

ター他 入会２０００円・月２５００円 伊藤☎☎７３６・６８３４ 随時見学可（無料）要連絡
武術太極拳２００２ 月３回㊍午前９時３０分～正午 なるせ駅前市民センター他 入会無料・月２０００円 金子☎☎０９０・４０００・２２３６ 見学自由　要連絡
健康太極拳・町田太極拳愛好会 毎週㊍午前１０時～１１時４５分 市立総合体育館第一武道場 入会無料・月１５００円 小泉☎☎７２７・０９８４ 初心者歓迎・見学ＯＫ
やえの会楊名時健康太極拳と詩吟の会 毎週㊊午後１時～４時 南大谷さくら会館 入会１０００円・月２５００円 篠田八重子☎☎７２５・８２７９ 体を動かし発声し健康体に
オールドボーイズ・軟式野球 毎週㊐午前９時～正午（原則） 高ヶ坂小学校・近隣球場 入会無料・月６６６円 船迫☎☎７２６・３９３５ 昨年８試合　平均５９歳
テニス春季会員募集！初中級から 毎週㊋または㊎午後１時～５時 野津田公園テニスコート 入会無料・月１０００円 野津田倶楽部・本橋☎☎７３５・７７０３ 男６０～７５歳、女５５～７５歳
ＳＣテニスサークル・硬式テニス 毎週㊌午前９時～１１時 野津田公園テニスコート 入会無料・月無料 新開☎☎０９０・８０３７・３８２１ シニア中心で楽しんでます
五月の会（ウォーキング） 毎月１０日前後（１２月、２月はお休み） 町田市近郊 入会１０００円・年１０００円 鵜飼孝治☎☎０７０・１４２７・７６３１ 見学ＯＫ　お気軽にどうぞ
トリム小山　軽体操（トリム体操） 月４回㊌午後１時～３時 小山市民センター 入会１０００円・月２０００円 大島☎☎７９８・１６９３ 随時見学可お気軽にどうぞ
カスタネット　軽体操、骨盤体操も有 毎週㊌午前１０時～１１時３０分 わくわくプラザ町田他 入会１０００円・月２０００円 奥山☎☎７２３・５５０２　要電話受付 中高年向き　見学者大歓迎
コーラスＬａＬａ 月３回㊋午後１時３０分～３時３０分 鶴川市民センター 入会無料・月３５００円 橋本☎☎７３４・１１８９ 午後６時以降に電話ください
なでしこハーモニー町田 月３回㊌午前１０時～正午 成瀬コミュニティセン

ター他 入会無料・月３５００円 酒井亨子☎☎７３５・７９８０ 楽しくご一緒に！見学ＯＫ
コーラス　銀鈴会 月２回㊊又は㊋午前９時４５分～１１時４５分 木曽森野コミュニティセン

ター 入会無料・月１１００円 清水弘☎☎７２２・６７１３ 初心者大歓迎・見学ＯＫ
町田女声合唱団 毎週㊍午前１０時～正午 生涯学習センター他 入会１０００円・月３０００円 片岡英子☎☎７２５・４９７８ ヴォイトレもあります
Ｍコミュニティサロン　コーラス 月２回㊍午前１０時～正午 南市民センター音楽室 入会無料・月２０００円 コバヤシ☎☎０９０・４７１３・００５７ シニア・男性・初心者歓迎
ウクレレを弾いて歌を唄い楽しむ会。 月２回㊋午前９時～正午 生涯学習センター 入会１０００円・月２５００円 菊池千恵子☎☎７９１・４３６２ 体験参加（無料）大歓迎
モロカイウクレレクラブ 毎週㊏午前９時３０分～正午 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 盛田☎☎０９０・３３６１・５７７２ 練習見学随時　要連絡
Ｊｏｙ・ＬｅＬｅウクレレサークル 毎月第２・４㊐午後１時～５時 生涯学習センター他 入会無料・月５００円 佐藤☎☎０８０・４３６１・３１２４ ウクレレで少しハワイ気分
つるかわ水墨画を楽しむ会 毎月第２・４㊊午後２時～４時 鶴川市民センター 入会３０００円・月３０００円 野島☎☎７３５・６１３５
水彩画教室　こだまの会　お気軽に！ 毎月第１・３㊌午前９時３０分～正午 生涯学習センター 入会無料・月１０００円 坂見博俊☎☎７２８・６３３３ 初心者歓迎・見学ＯＫです
棋友会～気軽に楽しめる囲碁の会 毎週㊐午後１時～５時 本町田都営アパート集会所 入会無料・月５００円 金丸務☎☎７２６・１４３５ 初級者・女性の方も歓迎
楽碁会 毎週㊋・㊎午後１時～５時 なるせ駅前市民センター 入会無料・月３００円 吉田尚弘☎☎７２６・１１２８ 老若男女・初級者～高段者
写真同好会　フォト・キャッツアイ 毎月第２㊏午後１時～５時 なるせ駅前市民センター 入会無料・月７００円 近藤☎☎０８０・５６７５・３５５２ 女性歓迎　年２回展示会
町田野鳥の会　バードウォッチング 毎月第２㊐午前８時３０分～１１時 忠生公園 入会無料・年１０００円 森下悟☎☎０７０・１４７６・３３７７ 初心者歓迎　見学ＯＫ
町田地図を楽しむ会 毎月第１・３㊌午前１０時～正午 生涯学習センター他 入会無料・月２５００円 松尾☎☎７８２・８８０６ 今尾先生と地図を楽しもう

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集

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。

名　称 日　時 対　象 申し込み等
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

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

　法律相談、交通事故相談、人権身の上相談（人権侵害などの問題）、不動産相談、登記相談、行政手続相談、少年相談は、緊急事態宣言の期間は休止します。また、緊急事態宣言が解除
された場合、当面の間は電話相談とします。開催日等の詳細は、町田市ホームページをご覧いただくか、電話で市民相談室（☎☎724・2102）へお問い合わせください。また、少年相談
については電話で八王子少年センター（☎☎042・679・1082）へお問い合わせください。
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お知らせお知らせ
冊子版を配布しています

障 が い 者 サ ー ビ ス 
ガ イ ド ブ ッ ク２０２０
　障がい福祉に関するサービス情報
や障がい福祉施設一覧などを掲載し
ている「障がい者サービスガイドブ
ック２０２０」の冊子版を配布してい
ます。
　希望の方は、直接障がい福祉課（市
庁舎１階）へおいでください（町田市
ホームページでダウンロードも可）。　
※郵送を希望する方はご連絡くださ
い。
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４７返０５０
・３１０１・１６５３

マ イ ナ ン バ ー の 通 知 
カードが廃止されます
　法改正に伴い、５月２５日をもって
通知カードが廃止される予定です。
　廃止されると、通知カードに関わ
る手続き（住所や氏名等の書き換え、
再交付等）ができなくなるほか、通知
カードに記載された住所・氏名等が
最新の事項と一致していない場合、
マイナンバーの証明書類として使用
できなくなります。
　マイナンバーの証明書類として通
知カードが使用できない場合、マイ
ナンバー入りの住民票かマイナンバ
ーカードを取得する必要がありま
す。通知カードに関する手続きは早
めにしていただくか、マイナンバー
カードに切り替えることをおすすめ
します。
　なお、マイナンバーカードの申請
から発行までは、２か月程度かかり
ます。
問市民課☎☎８６０・６１９５
開始します

空家アドバイザー派遣
　市では、空家対策の一環として、空
家アドバイザー派遣を開始します。
市と連携協定を締結している（特）顧
問建築家機構の建築士が無料で相談
に応じます（１人２回まで）。
対市内に住宅を所有している方、町
内会・自治会の方、空家利活用希望者
等
※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。
問住宅課☎☎７２４・４２６９

製造業の皆さんへ～ご協力をお願い
します

工 業 統 計 調 査
　６月１日を基準日として、工業統計
調査を実施します。
対製造業を営む全事業所
期間５月中旬～６月下旬
※対象の事業者には５月中旬以降、
調査員が現況確認の電話をします。
問市政情報課☎☎７２４・２１０６

農業体験・交流事業補助金
対次のすべてに該当する団体　①市
内に住所を有し、かつ、市内で農業を
営み、３人以上で構成される②参加
者を公募する農業体験・交流事業を
今年度に実施する
交付額経費の２分の１（１０万円を限
度）
※１団体につき２事業を限度としま
す。
申６月１５日までに電話で農業振興課
へ。
※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。
問農業振興課☎☎７２４・２１６６
２０２１年度実施事業募集

農 業 振 興 事 業 補 助 金
　市では、市内農家が経営改善を目
指して行う機械・施設の導入等の総
額が３０万円以上の事業に対して補
助金を交付しています。
対５年以上農業を続ける意欲のある
市内の農家、農家３戸以上が参加す
る営農集団、農業経営を行う法人で、
次のいずれかに該当する方　①牛ま
たは馬＝５頭以上飼育②豚＝１０頭以
上飼育③鶏＝５００羽以上飼育④ホダ
木＝５００本以上栽培⑤ハウス＝２００
㎡以上設置⑥田畑＝２０ａ以上耕作⑦
生産緑地＝１０ａ以上耕作
内総額が３０万円以上の事業に対し、
認定農業者・認定就農者・営農集団・
農業法人は経費の２分の１（１５０万円
を限度）、その他の農家は３分の１
（１００万円を限度）を交付
※選定審査を行い、不承認となる場
合もあります。
申申請書（農業振興課〔市庁舎９階〕・
ＪＡ各支店に有り）に関係書類を添え
て、６月１５日まで（必着）に直接または
郵送で農業振興課（〒１９４－８５２０、
森野２－２－２２）へ。
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

●東京都福祉保健局～２０２０年度慰
霊巡拝を実施します
　旧主要戦域となった陸上及び遺骨
収集の望めない海上や、旧ソ連・モン
ゴル地域における抑留中死亡者の埋
葬地等を中心に戦没者を慰霊しま

す。厚生労働省の主催で実施する巡
拝です対慰霊巡拝を行う戦域の戦没
者の遺族で、原則８０歳以下の健康な
方（初参加者優先）／派遣先によって
は別途条件有り実施地域ビスマーク
諸島、ミャンマー、トラック諸島、フ
ィリピン、硫黄島／詳細はお問い合
わせください問同局生活福祉部計画
課援護恩給係☎☎０３・５３２０・４０７６

情報コーナー情報コーナー

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
5月
１5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

１6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

１７日㈰

午前9時～午後5時 内科
にしむら内科クリニック（大蔵町２２２２-5）☎☎７０8・１０２４
ふくいんクリニック（山崎町２２００）☎☎７9１・１3０７

調整中

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
町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

１8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
１9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
２０日㈬ 午後７時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２
２１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
２２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
２3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

２４日㈰

午前9時～午後5時 内科
よこやま内科（原町田４-２-２） ☎☎７9４・6２１１
たまがわ医院（玉川学園４-１6-４０） ☎☎７２０・3888
中野クリニック整形外科・内科（木曽西3-２０-6） ☎☎７93・７７７6

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
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

２5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
２6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
２７日㈬ 午後７時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・6１6１
２8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
２9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
3０日㈯ 午後１時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

3１日㈰

午前9時～午後5時 内科
はなみ内科（鶴間１-１9-35） ☎☎７96・１１１１
平野クリニック（西成瀬3-１8-１） ☎☎７3２・１3２１
鶴川レディースクリニック（能ヶ谷3-１-5）☎☎７3７・７２７１

午前9時～翌朝9時
内科系 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７95・１668

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

※調整中の医院については、決定次第、町田市医師会ホームページに掲載します。

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。


