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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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　同地区では、相原の資源である竹を生かして竹のオブジェを制作し、そこにあかりを灯す「竹あか
り」を活用したにぎわいづくりを行っています。相原地区のさまざまな団体の強みを生かしたコラボ
レーションにより築き上げたこの事業に、相原地区協議会は広報活動を通じて事業協力しています。

　相原にぎわい創生事業の一つである「竹あかり」は、相原の資源である竹
を利用したオブジェで、JR横浜線相原駅前などでライトアップされていま
す。相原地区協議会は、広報活動を通してこの事業に協力しています。

点灯日時：８月２０日㈭まで
　　　　　午後６時３０分～午前０時３０分
設置場所：JR横浜線相原駅西口駅前広場

竹のオブジェが駅前を
幻想的に照らす

「竹あかりの街“あいはら”」

　相原地区協議会は、この他にも、さまざまな方々がさまざまな思いを持って活動
に取り組んでいます。 詳細は、２面でご紹介します。

ジモトが磨く、ジモトの魅力

など、さまざまな団体が連携協力して
実施しました。

竹を加工する技術を教える地 元の方

回覧でイベントを周知町 内 会

竹のすすを落とす作業を実施（町田ゆめ工房）障がい者施設

「竹あかり」のデザイン、設置等制作全般（多摩美術大
学、東京家政学院大学、東京造形大学、法政大学）学 生

授業の中で竹を採集、竹あかりを制作（相原小
学校）小 学 校

　地区協議会は市内全１０地区に設立されている、地域の課題解決
や魅力発信に取り組むネットワーク組織です。各団体が地域の資源
や特性を生かし、地域交流や課題解決に取り組んでいます。
　相原地区協議会では、地域のさまざまな団体が「強み」を発揮でき
るよう、また、団体同士がコラボレーションし活動が広がるよう、サ

ポートしています。
　今回は、同地区協議会が各団体をサポートすることで、相原地域
の団体の活動が、地域の課題解決につながったり、相原地域の魅力
発信に至っている事例をご紹介します。

相原にぎわい創生事業「竹あかり」

⃝いろいろな団体がコラボすることで多世代の交流が生まれた
⃝「竹あかり」を相原の魅力の一つとしてさらに発信していきたい

参 加 者の感想

　相原の課題について大学生から高齢者までの多世代が、みんなで考える場
を定期的に設けています。そこでは相原地区の課題や魅力発信等について、
多くの貴重な意見が出ています。話し合いの中で、地域で活動するさまざまな
団体が、自分たちの得意なことを生かすことで、相原地区の高齢の方が安心

して地域で暮らし続けることができるのではないか、との発案がありました。
　そこで、買い物や通院の支援のため、地域の住民が助け合いながら解決
できる仕組みづくりの準備を行っています。いつまでもいきいきと暮ら
していける相原を目指して、今後も検討を進めていきます。

相原の課題についてみんなで考える取り組み1

問市民協働推進課
　☎☎724・4362

自分たちのまちを
知ることができた

相原の魅力を考えよう

相原に自生している竹を使えないかな

ジモトの団体同士の「強み」を生かしたコラボレーションをお手伝い取り組み2
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ここがすごい！ 相原の地域自慢
⃝ガラスフュージング千の花事業
　ガラスのアクセサリー作りを通して、幅広い
世代に創作の楽しさを知ってもらうことを目的
に開催。多世代間の交流の場にもなっている。

⃝相原にぎわい創生事業
　相原の資源である竹で「竹あかり」を制作
し、地域の魅力を伝えている。地元の小学生や
大学生と地域の方が協働して作り上げた。その
魅力から相原地区以外の地域でもライトアップ
している。

⃝相原想いの竹カフェ事業
　大学生と地域住民が一堂に会し、相原の魅
力を語り合うワークショップ「竹カフェ」を
開催。学生と地域が協働し、「竹と学生の街　
相原」をテーマに竹あかりを制作。

各地区協議会ではこんなことに取り組む予定です
2020年度

①南地区協議会　地域交流事業
地域住民と地域の課題を解決するためにワークショップを開催

②原町田地区協議会　防災事業
防災マップの作成

③町田第二地区協議会　子どもの見守り事業
「下校時のいっせい見守り」を実施

④玉川学園・南大谷地区協議会　おむすび食堂事業
料理教室型の子ども食堂「おむすび食堂」を実施

⑤木曽地区協議会　地域防災に関する事業
忠生第三小学校で地域の防災力向上を図る事業を実施

⑥忠生地区協議会　交流親睦事業
地区内団体の交流・親睦を図るフォーラムを開催

⑦鶴川地区協議会　フードバンク鶴川
地区の活動拠点で「フードバンク」を実施

⑧小山・小山ヶ丘地区ネットワーク協議会　安全・安心な街づくり事業
児童や高齢者の見守り活動を実施

⑨相原地区協議会　おしゃべりクッキング事業
地元野菜の料理を振る舞う高齢者向け交流会や親子向け料理教室を開催

⑩高ヶ坂・成瀬地区協議会　交流親睦事業
「高ヶ坂・成瀬地区音楽祭」を開催

地域の資源や特性を生かし、団体同士が協力して相原の魅力を発信！

　相原にぎわい創生プロジ

ェクトとして、「相原中央公

園さくらまつり」の開催、 ま

ちだ◯
まる

ごと大作戦18-20

「竹あかりの街“あいはら”」などに取り組んでいま

す。 相原地域において新たな人との触れ合いの機

会を創造し、 地域の活性化を図る活動を推進して

います。 地区協議会のネットワークを使った広報活

動や発信に期待しています。

相原にぎわい創生プロジェクト 代表

土田 恭義 さん
　地域の方と学生が

つながるきっかけを

作る地域交流会「竹

カフェ」の企画 ・運営

を行っています。地区協議会の活動を経て、大

学卒業後も自分のライフスタイルに合わせな

がら、 地域で活動していきたいという思いが

強まり、 昨年友人たちと一緒に地域活動団体

「へりぽーと」を立ち上げました。

法政大学多摩ボランティアセンター 学生

橋本 空 さん
　相原の子どもたちに作

る楽しさを体験してもら

うため、ガラスを焼成して

作品を作るガラスフュー

ジングを広めました。

　子どもと一緒に大人も体験したいという地

域の要望があり、地区協議会に加入して、出張

体験ができるようになりました。作った作品を

渡した時の笑顔に、私も幸せを感じています。

相原ガラスフュージング千の花 代表

横溝 一枝 さん

※番号は右記地図上の番号と同一

地区協議会はこんなところ

どんな人が参加しているの？

　町田市町内会・自治会連合会の地区連合会、町
田市青少年健全育成地区委員会、町田市民生委員
児童委員協議会の3団体が参加しています。その他の
構成団体は、小・中学校や高校、大学、社会福祉法
人、消防団など、各地区協議会によってさまざまです。

地区協議会とは？

　地区の課題を解決し、魅力を向上するために、
さまざまな団体が集まって知恵を出し合い、協力
しながら取り組むネットワーク組織です。

どんなことをしているの？

　地区の情報をまとめた広報紙の発行、多世代交
流のイベント、子どもや高齢者の見守りなど、活
動内容は地区によってさまざまです。

参加するにはどうすればいいの？

　地域担当職員の「地域おうえんコーディネータ
ー」がご案内します。まずは直接または電話で市
民協働推進課（市庁舎２階、☎☎7２4・436２）へ。
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問市民協働推進課☎☎724・4362

　S
エスディージーズ

DGs（SUSTAINABLE　DEVELOPMENT　
GOALS［持続可能な開発目標］）とは、2015年の国連
サミットで採択された、2030年までに、持続可能でよ
りよい世界を目指すための国際的な目標で、17のゴー
ルがあります。
　ここで紹介した取り組みは、右の2つにあたります。

ご存じですか？　SDGs
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募　集募　集
生涯学習センター

会計年度補助職員（保育士）
　詳細は募集要項をご覧ください。
募集要項・応募書類は
同センターで配布しま
す（町田市ホームペー
ジでダウンロードも
可）。
対保育士資格を有し、保育業務の経
験がある方
任用期間１０月１日～２０２１年３月３１
日
勤務日保育付き講座及びひろば事業
がある日（土・日曜日、祝休日勤務有
り）、３０日程度（月により２～１２回の
変動有り）
勤務時間午前９時３０分～午後０時３０
分または午後１時３０分～４時３０分

（１回当たり実働３時間）
勤務場所同センター
内保育付き講座の保育及びひろば事
業業務
募集人数１人
報酬時給１１００円（別途、通勤手当相
当分の支給有り）

※社会保険・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（９月１０
日）
申応募書類に必要事項を記入し、保
育士資格書の写しと合わせて、９月４
日午後５時まで（必着）に直接または
郵送で同センターへ。
問同センター☎☎７２８・００７１

お知らせお知らせ
シルバーピア「もりの」

入 居 者 募 集
　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②２０１９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１２月１日以降
申込用紙配布期間８月１７日～３１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、８
月３１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
医療的ケアを必要とする児童の

保育所への入所申込を 
受 け 付 け ま す

　受け入れに当たっては、市が策定
した「医療的ケア児の保育所等受入
れガイドライン」に基づき決定しま
す。なお、対応可能な医療的ケアは、

「経管栄養（経鼻胃管、胃ろう）」と「喀
かく

痰
たん

の吸引（口
こう

腔
くう

・鼻
び

腔
くう

内吸引）」です。
対保育所で保育を必要とされる児童
のうち、主治医が集団保育を実施す
ることが適切であると認めた３歳児
クラス以上の児童
入所開始日２０２１年４月１日
保育時間月～金曜日の午前８時３０分
～午後４時３０分（１日８時間）
場市内公立保育所
定３人（選考、１園につき１人）
申事前に入園相談が必要です。相談
予約は、９月１８日までに電話で保育
・幼稚園課へ。
※申請方法や必要書類等は、入園相
談時に説明します。
※お子さんの状況等により、ご希望
の保育所を変更していただく場合が
あります。
問保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３７
スマホでレポート！
夏の生きもの探しキャンペーン

　市では、市内の生きものの情報収

集と魅力発信のため、スマホアプリ
「まちピカ町田くん」を使用し、皆さ
んから野生の生きものの写真と位置
情報を送っていただく調査を行って
います。
　この度、９月１５日まで「夏の生きも
の探しキャンペーン」を実施します。
キャンペーン期間中に、素晴らしい
報告・調査活動をしていただいた方
には、記念品（特賞５人、入賞５０人程
度）を差し上げます。
※調査対象の生きものや参加方法等
の詳細は、町田市ホームページをご
覧ください。
問環境・自然共生課☎☎７２４・４３９１
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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
アフリー化のための改修工事に対し
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９月１５日㈫～３０日㈬
※予定件数を超えた場合は抽選を行
います。
問住宅課☎☎７２４・４２６９

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１６２

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

町田市下水道事業
審議会

８月２１日㈮午後
２時から

成瀬クリーンセン
ター３階大会議室

５人
（申し込み順）

事前に電話で下水道
経営総務課（☎☎７２４・
４２８７）へ

町田市交通安全推
進協議会定例会

８月２１日㈮午後
２時から

市庁舎３階第１委
員会室

５人
（申し込み順）

事前に電話またはＦＡ
Ｘで市民生活安全課
（☎☎７２４・４００３返０５０
・３１６０・８０３９）へ

町田市長期計画審
議会

①８月２１日㈮午
後３時～５時②８
月３１日㈪午前
１０時～正午

①市庁舎３階第２
委員会室②市庁
舎３階第１委員会
室

各３人
（先着順）

直接会場へ問企画政
策課☎☎７２４・２１０３

町田市介護保険事
業計画・高齢者福祉
計画審議会（保険料
算定検討部会）

８月２６日㈬午後
６時３０分～８時

市庁舎３階会議室
３－１

３人
（申し込み順）

事前に電話でいきい
き総務課（☎☎７２４・
２９１６）へ

　長い、長い梅雨が明けて、暑い夏が
やってきました。今年の梅雨明けは
記録的に遅く、関東では８月に入っ
てからです。新型コロナウイルスの
感染拡大は、第２波になったようで
す。引き続き、屋外の人が少ないとこ
ろ以外は、外出時のマスクは必要で
す。一方で、猛暑日が増えて、熱中症
も心配です。マスクはのどの渇きに
気付きにくいといわれています。こ
まめな水分補給も欠かせません。
　市内の公立小中学校は、夏休みは
８月に入ってからで、しかも、２４日に
は、もう２学期が始まってしまいま
す。短い夏休み、子どもたちは元気に
外遊びをしているでしょうか。
　自然の営みは長雨にもかかわらず
季節の巡りに合わせて動いているよ
うです。
　夏の「音風景」の代表は何といって
もセミでしょう。広袴の辺りでは、梅
雨の晴れ間の７月１２日に、ニイニイ
ゼミとヒグラシが鳴きました。それ
から雨続きで鳴かず、月末の晴れ間
に再度鳴き、３０日にはミンミンゼミ
も鳴き、それ以降は、夏の音風景、セ
ミの声が毎日聞かれます。
　花や植物のほうは不得意分野です
が、開花日などに長雨の影響はある
のでしょうか。７月末の町田薬師池

公園四季彩の杜での観蓮会は中止に
なりました。その後、蓮池を訪ねまし
たが、蓮はほとんど咲いていません
でした。どうも、日照不足が影響して
いるようです。
　小山田神社周辺の蓮田のほうは、
それなりの数の花が咲いていました
ので、こちらはあまり影響を受けて
いないようです。
　昆虫の話に戻りますが、近所の公
園で、タテハチョウの仲間の外来種、
アカボシゴマダラを見かけました。
ついでに、ちょっと開花時期が早い
ので同定が心配ですが、ヒガンバナ
の仲間のキツネノカミソリがオレン
ジ色の花を咲かせていました。
　雨降りが収まって外に出られるよ
うになりました。せいぜい草花、昆虫
を楽しみたいと思います。

小山田神社周辺の蓮田の様子

みんなで描くまちだの未来みんなで描くまちだの未来

思わず出歩きたくなるまち

Vol.2

ここでの成長が
カタチになるまち

わたしの
“ココチよさ” が
かなうまち

誰もがホッと
できるまち

問都市政策課☎☎724・4248

市HP 都市づくりのマスタープラン  検索

　現在策定を進めている、都市づくり分野の計画では、単
なる都心のベッドタウンではない、にぎわい・交通・みど
り・住まいなどの町田のポテンシャルを生かした「思わず
出歩きたくなるまち」へのビジョンを描きます。

お出かけしたく
なるまち？団地が生まれ変わる？

公園はまちの中心地？

北部の
みどりが
すぐ近く！

市内で働く
スペース？

居心地の良い地元らしさ
あふれる住宅街？

住んで良し・訪れて良しの
駅そば生活圏？

まちを元気にする
モノレール？

身近なみどりを
生かした健康ライフ？

　未来の町田はどのような「まち」になっているでしょう。
　２０４０年を見据えたとき、時間や場所にとらわれない新しい働き方
やライフスタイルが定着し、市内で活動する人口が増えるなど、私たち
の日々の暮らしや仕事の在り方は、今とは大きく異なっていることが
見込まれます。
　今後は自分に合った暮らしを選択できるまちが求められることにな
るでしょう。みんなが自分のやりたいことに気軽にアクセスでき、そし
て、やりたいことを実現できる、そんな町田を目指していきたいと考え
ています。
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■問納税課　724・2122☎☎新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難な方はご相談ください。8月は、「市・都民税、国民健康保険税」の納付月です
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☎☎７２４・２１４１返
０５０・３１０１・６１８０
特別児童扶養手当・特別障害者手当
・障害児福祉手当・経過的福祉手当
・重度心身障害者手当を受給してい
る方へ

現 況 届 の 提 出 を
　現在手当を受給している方に、現
況届を郵送しました。内容を確認の
うえ、それぞれの期限内に、障がい福
祉課へ提出してください。なお、提出
がない場合は、８月分以降（重度心身

障害者手当は１０月分以降）の手当が
支給停止となります。まだ用紙が届
いていない方は、ご連絡ください。
※新型コロナウイルス感染防止のた
め、同封の返信用封筒に８４円切手を
貼付し、郵送で提出してください。
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４８返
０５０・３１０１・１６５３

催し・講座催し・講座
　参加の際は、検温・手洗い・マス
ク着用などの感染症対策をお願い
します。

防 災 フ ェ ア
　８月３０日～９月５日の防災週間に
合わせ、備蓄品の展示や防災マップ
の配布等、家庭での震災対策を中心
に展示を行います。
日８月３１日㈪～９月４日㈮、午前８時
３０分～午後５時
※４日は午後４時３０分までです。
場みんなの広場（市庁舎１階）
【町田市メール配信サービスにご登
録ください】
　市では、気象情報など
のメール配信サービスを
行っています。大雨、台
風、集中豪雨などの際に
は、気象警報や避難に関
する情報などを配信しま
す。ぜひご登録ください。
問防災課☎☎７２４・２１０７
オンライン相談始めました～おうち
で気軽にお仕事相談！
町田市介護人材バンク
　同バンクは、市内の介護施設等で
の仕事を紹介しています。自宅から
お仕事の相談をしてみませんか。
　ＬＩＮＥを使っている方は右上記二
次元バーコードまたはＬＩＮＥ ＩＤ「ｋｊｋ
ｃｂａｎｋ２０２０」から友だち追加をし

てください。ＬＩＮＥの無料通話やトー
ク、ビデオ通話が利用できます。ま
た、ＺoomやＥメール（遍ｇｅｎｋｉ＠mａ
ｃｈｉｄａ‒ｋｊｋｃ．ｊｐ）で相
談もできます。詳細は
お問い合わせくださ
い。
対介護施設等に就職を希望する方
相談日月～金曜日、午前９時～１１時
３０分、午後１時３０分～４時
問同バンク☎☎８６０・６４８０（受付時間
＝祝休日を除く月～金曜日の午前９
時～午後５時）、町田市いきいき総務
課☎☎７２４・２９１６
認知症サポーター
ステップアップ講座
対認知症サポーター養成講座を受講
した方
日９月１０日㈭午後１時３０分～４時３０
分
場わくわくプラザ町田
内認知症の基礎知識の復習と、認知
症の方とのコミュニケーションの取
り方について実践的な事例で学ぶ
定２０人（申し込み順）
申８月１８日正午～９月６日にイベン
トダイヤル（☎☎７２４・５６５６）または
イベシスコード２００８１８Ｄへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０
福祉のしごと
相 談 ・ 面 接 会
　市内の障がい者・高齢者・児童施設
の合同就職相談・面接会を開催しま
す。現在、求人募集中の事業所の担当
者と直接話ができます。
対福祉の仕事に就きたい方等
日９月１２日㈯正午～午後４時
場町田市民フォーラム
申電話で（社福）町田市社会福祉協議
会（☎☎７２２・４８９８）へ。
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３

市議会のうごき

スマホ版

携帯電話版

　本会議・委員会を下表のとおり
開催します。開会時間は午前１０時
です（８月２７日は午後１時）。

9月定例会・常任委員会を開催します

問議会事務局☎☎724・4049

※請願・陳情の受付締切は８月２７
日㈭午後５時です。
※本定例会では、前年度決算につ
いて各常任委員会で審査します。
※本会議・常任委員会は町田市議
会ホームページでライブ中継・録
画配信をしています。スマートフ
ォンやタブレット端末でもご覧い
ただけます。
※会場は市庁舎３階の本会議場及
び委員会室で行います。
※会議の日程・時間等は変更にな
ることがあります。

月 日 曜日 内　　　　容

8 27 木 本会議（提案理由説明）
28 金 議案説明会・全員協議会

9

1 火

本会議（一般質問）
2 水
3 木
4 金
7 月
8 火 本会議(質疑)
9 水 総務常任委員会・健康福

祉常任委員会10 木
11 金 文教社会常任委員会･建

設常任委員会14 月
15 火 常任委員会予備日

16 水 総務常任委員会・健康福
祉常任委員会（意見集約）

18 金 文教社会常任委員会･建
設常任委員会（意見集約）

30 水 本会議(表決)
Twｉttｅrアカウント名＝町田市議会
（町田市公式）＠mａｃｈｉｄａ_ｇｉｋａｉ

Twitterで情報発信

ｅ－まち実現プロジェクト

９月からＬＩＮＥ Ｐａｙ（請求書支払い）で
支払いできる対象が増えます！

問経営改革室☎☎724・2５0３

　ＬＩＮＥ Ｐａｙの「請求書支払い」機能を使用し、
納付書に印字されているバーコードをスマー
トフォンで読み取ることで、保育料や給食費
等をいつでもどこでも納付することができま
す。
　詳細は町田市ホームページをご覧くださ
い。

○e－まち実現プロジェクトとは
　市民の利便性向上と市役所業務の生産性向上のため、テクノロ
ジーの導入・活用を積極的に推進するプロジェクトです。

対象となる支払い及び問い合わせ
対　象 問い合わせ

市・都民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画
税、軽自動車税（種別割）、国民健康保険税 納税課☎☎724・2121

後期高齢者医療保険料 保険年金課☎☎724・2144
介護保険料 介護保険課☎☎724・4364
学童保育クラブ育成料 児童青少年課☎☎724・2182
保育料 保育・幼稚園課☎☎724・2137
市立保育園給食費 子育て推進課☎☎724・4468
市立学校給食費 保健給食課☎☎724・2177

交通死亡事故が多発しています！
問市民生活安全課☎☎724・400３

　１月～７月に市内で発生した死
亡事故件数は、昨年同時期と比較
して約２倍に増加しています。
　交通事故はいつ起きるか分かり
ません。加害者にも被害者にもな
らないよう、一人ひとりが交通ル
ールやマナーを守って、交通事故
を未然に防ぎましょう。
【車やバイクに乗るときの注意点】
〇交差点では十分な安全確認
〇横断歩道では歩行者優先
〇歩行者や自転車の飛び出しに注
意
〇定められた速度を順守
【歩行中の注意点】
〇遠回りでも横断歩道を渡る
〇信号が青でも右・左を確認
〇夜間は反射材を着用

高齢運転者安全運転教室

　加齢に伴い、運転に必要な認知
機能・身体機能は低下します。この
機会にご自身の状態を把握し、改
めて安全運転について考えてみま
せんか。
※運転免許証の更新時に受講する
法定講習とは異なります。
※町田ドライヴィングスクールの
送迎バス（町田駅発のみ）をご利用
いただけます。運行時間・乗車場所
については同スクールホームペー
ジをご覧ください。
対市内在住の車を運転する６５歳
以上の方
日９月１７日㈭午前９時１０分～午後
０時３０分
場同スクール（南大谷）
内交通安全講話、運転適性検査、実
車走行等
定１２人（抽選、結果は９月８日ごろ
発送）
申８月１８日正午～３１日にイベン
トダイヤル（☎☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード２００８１８Ｂへ。
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まちだ市民大学ＨＡＴＳ
公 開 講 座

【環境学～気候変動防止へのスタン
ス　日本人の感覚はなぜ特殊なの
か】
　気候変動防止をどう理解するか、
お話しいただきます。
日９月２７日㈰午後２時～４時
場生涯学習センター
講（一財）持続性推進機構ＩＰＳｕＳ名誉
顧問・安井至氏
定３７人（申し込み順）
申１次受付＝８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２００８１８Ｅへ／２次受付＝８月
１８日正午～９月１７日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスへ。
問同センター☎☎７２８・００７１

介護川柳を募集します
　「介護の仕事」「家族の介護」「地域
での支え合い」等、介護をテーマにし
た体験や思いを川柳にしませんか。
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）・作者住所・氏名・電話番号・
職業（学生の場合は学校名及び学年）
を明記し、９月３０日まで（必着）にハ
ガキ、郵送、またはＥメールで町田市
介護人材開発センター（〒１９５－
００７４、山崎町２０５５－２　Ｃ－１１１、
遍ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ‒ｋｊｋｃ．ｊｐ）へ。
【注意事項等】
○作品は未発表で、自作のものに限
ります。
○政治・宗教に関する内容、公序良俗
に反する内容、他人を誹

ひ

謗
ぼう

中傷する
内容、個人情報の記載がある場合は
採用しません。
○応募作品は返却しません。
○応募作品の中から選ばれた優秀作
品は、１１月１１日から同センターホ
ームページ等に掲載・公表する予定
です。採用した作品の著作権は作者

に帰属します。ただし、同センターで
無償かつ自由に使用させていただき
ます。
○採用作品の掲載では、雅号（ペンネ
ーム）を公表します。雅号の記載がな
い場合は「匿名希望」として公表しま
す。
※詳細は同センター（☎☎８５１・９５７８、
受付時間＝祝休日を除く月～金曜日
の午前９時～午後５時）へお問い合わ
せください。
問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６

もっと図書館を使ってみよう！
　いずれも、ことぶき大学「まちだ探

たん

・探
たん

ゼミナール」の受講生と合同で
行います。
【図書館入門講座】
日９月１０日㈭午後４時３０分～６時３０
分
内中央図書館の書架や書庫を案内す
る館内見学ツアー、館内の資料の並
び方や検索パソコンの使い方を説明
【調べもの講座】
日９月１７日㈭午後４時３０分～６時３０分
内中央図書館レファレンス（調べも
の）コーナーの資料を使って簡単な
問題を解きながら、基本的な辞典類
や図書館で調べるコツを紹介

◇
対市内在住、在勤、在学または稲城・
多摩・調布・八王子・日野・府中・川崎
・相模原・大和市在住の１５歳以上の
方（中学生を除く）
場同館
定各５人（申し込み順）
申８月１８日午前１０時から直接また
は電話で同館４階メインカウンター
（☎☎７２８・８２２０）へ（申し込みは２人
まで）。
国際版画美術館
創 作 講 座　 銅 版 画

【腐
ふ

蝕
しょく

の深度を探る】
　さまざまな銅版画の技法で作品を
制作します。腐蝕の魅力や強力なプ

レス圧によって刷り取られた画面の
美しさを体験してみませんか。
対１５歳以上の初心者（中学生を除く）
日９月３０日～１２月２日の水曜日、午
後１時３０分～４時３０分、全１０回
場同館
講版画家・濱田富貴氏
定７人（抽選、結果は９月１１日ごろ郵送）
費２万円
申９月６日までにイベントダイヤル
（☎☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード２００８１２Ｈへ（同館ホームペー
ジで申し込みも可）。
問同館☎☎７２６・２８８９
忠生公園
定 例 自 然 観 察 会

【草むらの昆虫と秋の花】
　秋の昆虫や草花を観察します。
日９月６日㈰午前９時３０分～１１時３０
分（雨天中止）
場同公園
※集合は同公園自然観察センター
（忠生がにやら自然館）です。
定１０人（申し込み順）
申８月１７日午前９時から電話で同公
園（☎☎７９２・１３２６）へ。
わくわく仲間づくりカレッジ
里山ウォーキング（中期）
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①９月２４日②１０月８日③１０月２２
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尾根緑道②七国山③小野路の各
コース（各約７㎞）を歩く
定３０人（抽選、結果は９月１０日ごろ
発送）

費１２００円
申８月１９日正午～２５日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２００８１９Ａ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

芝生でごろんシネマ
【ＳING】
　誰でも参加できる野外での映画上
映会です。芝生の上で、シートを持ち
寄って映画を楽しみませんか。
※新型コロナウイルス感染防止対策
として、消毒液の設置、検温の実施、
席間隔の確保等を行います。
日９月５日㈯午後６時３０分から（午後
５時３０分から開場）
場町田シバヒロ
定４００人（申し込み順）
申未来町田会議ホームページで申し
込み。
問産業政策課☎☎７２４・３２９６
国際版画美術館～企画展「インプリ
ントまちだ展２０２０」関連イベント
プロムナード・コンサート

【時を超えて響く音楽】
　町田のスポーツ・記憶・自然・市街
地の人々に取材した版画とともに、
お楽しみください。今回は、桜美林大
学芸術文化学群音楽専修の学生が演
奏するコンサートです。
日９月１２日㈯、午後１時から、午後３
時から（各３０分程度）
場同館エントランスホール
※座席の用意はありません。なお、新
型コロナウイルス感染防止のため、
人数を制限する場合があります。
問同館☎☎７２６・２７７１

まちだ 未来 ビジネスアイデアコンテスト２０２０
問町田新産業創造センター☎☎８５０・８５２５、町田市産業政策課☎☎７２４・２１２９

　同センターと市内創業支援施設等との共催で、ユニークなアイデアや
技術を持つ学生、起業家等と地元の企業を結び付け、新たなビジネスの創
造を目指すコンテストを開催します。
　地元企業に、あなたのビジネスアイデアを提案してみませんか。
【説明会を開催します】
　募集テーマやアイデア募集企業の概要等について説明します。今年度
はオンラインでの開催となります。
対①大学生部門（高専生、大学院生含む）②一般部門（起業家等）
※各部門ともグループでの申し込みもできます。
日１０月８日㈭午後６時～８時
アイデア募集企業小田急電鉄（株）、（株）ウェブトラスト、（株）アングラー
ズ、（株）カズテクニカ、（株）グローズバル、ケアミックス
（株）
申１０月７日午後５時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。

「新型コロナウイルス感染症にかかったかもしれない」と思った時は

症状のある方（風邪のような症状や
高熱、強いだるさや息苦しさ）不安に思う方（微熱や軽い咳、感染したかもしれない）

専門的な助言が
必要な場合

かかりつけ医に電話相談
してから受診

かかりつけ医がいる かかりつけ医がいない
かかりつけ医がいる方で

不安に思う方、症状※のある方
※風邪のような症状や高熱、強いだるさ
　や息苦しさ ●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

地域外来・検査センター等でPCR検査

●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

市内の医療機関を受診し、PCR検査が必要と判断PCR検査が必要と判断

受診前に必ず電話してください

２０２０年度狂犬病予防注射の接種期間を延長します
問生活衛生課☎☎７２２・６７２７

　狂犬病予防注射は、毎年４月～６
月に接種することが義務付けられ
ていますが、新型コロナウイルス
感染症の影響により、接種ができ
ていない場合は１２月３１日までに
接種をしてください。今年度に限

り、１２月３１日までに接種をした
場合、本来受けなければならない
期間に接種をしたものとみなしま
す。
対犬の所有者または管理者

町田市ホームページ新型コロナウイルス感
染症特設サイトから、最新情報を毎日更新
してお知らせしています
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●子ども創造キャンパス
ひなた村☎☎７２２・５７３６

【①げんきっず】
対乳幼児とその保護者日９月３日、
１７日、２４日、いずれも木曜日午前１０
時３０分～１１時１５分場ひなた村カリ
ヨンホール内親子で体操、手遊び、お
はなし等

【②工作クラブ「バードコールを作ろ
う！」】
対市内在住、在学の小学生日９月５日

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。

㈯午前１０時～正午場ひなた村工作
室内コナラの枝でバードコールを作
る定１０人（申し込み順）費３００円

【③ピザ窯講習会】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日９月５日㈯午前１０時～午後３
時（小雨実施）場ひなた村野外炊事場　
他内ピザ作りをしながらドラム缶ピ
ザ窯の使い方を学ぶ（受講後、ピザ窯
の利用ができる修了証を交付）定２０
人（申し込み順）費４００円

【④新・手づくりのじかん～すてっぷ
「ジェルキャンドルづくり」】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生日９月６日㈰、午前１０時～正午、
午後１時３０分～３時３０分場ひなた村
第３レクリエーションルーム内ぷる
ぷるで透き通る不思議なキャンドル
を作る定各１０人（申し込み順）費
５００円

【⑤キャンプスキルワークショップ】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上

の方日９月１２日㈯午前１０時～午後３
時場ひなた村童話の森　他内テント
・タープの張り方や役立つロープの
結び方を体験定１０人（申し込み順）
費３００円

◇
申①直接会場へ②～⑤８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

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。次回申込締切日＝
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。

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。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
初めての方の為の「マジック入門講座」女性向け ９月５日㊏午前１０時３０分から 町田市民フォーラム３階和室 ５００円 加茂☎☎０９０・７８３０・６４５６　要申込 どっきりマジッククラブ
相模川にて室内鑑賞石を探そう会　参加者募集 ９月２０日㊐午前８時集合 ＪＲ淵野辺駅南口広場 交通費実費 堀泰洋☎☎０９０・８６８４・４７１６ 主催　武相愛石会
映画「時の行路」非正規切りと闘う男達の愛の物語 ９月２４日㊍午前、午後、夜間各１回 町田市民ホール １２００円 松野☎☎０９０・４３７３・４２２４ 当日１３００円電話予約有

生涯学習センター　ママ・パパ向け講座＆ひろば
問同センター☎☎7２８・００7１

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（⑧⑩を除く）

　新型コロナウイルス感染防止のため、休止中の相談や電話のみでの相談があります。今後の開催状況については、町田市ホームページをご覧いただくか、電話でお問い合わせく
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。

名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談 月～金曜日
（８月３１日～９月４日を除く）

相談時間はお問い合わせく
ださい 市内在住の方

前週の金曜日から電話で予約
※８月２８日は予約受付を行いません。
次回分は９月４日から受け付けます。

電 話 で 市 民 相 談 室
（☎☎７２４・２１０２）へ

②交通事故相談（電話での相談） １９日、２６日㈬

午後１時３０分～４時

相談日の１週間前から電話で予約
③国税相談 １８日㈫

市内在住の方 電話予約制（次回分まで受け付け）
④不動産相談 ２５日㈫
⑤登記相談 ２０日㈭
⑥行政手続相談 ２７日㈭
⑦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

⑧電話による性自認及び性的指向
に関する相談 毎月第２水曜日 午後３時～８時 電話で性自認及び性的指向に関する相談専用電話（☎☎７２１・

１１６２）へ

⑨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

⑩空家に関する相談
（弁護士・税理士・宅地建物取引士） ２４日㈪ 午前９時～正午

（相談時間は５０分）
市内に家屋を所有の方

（空家・居住中問わず）
前週の水曜日午後４時までに、電話で住宅課（☎☎７２４・４２６９）へ
※第２・４月曜日(祝休日の場合は火曜日)に実施／第４月曜日は
税理士も同席

親と子のまなびのひろば

【きしゃポッポ】
　お母さん同士で育児の工夫等を
共有しましょう。
対市内在住の０～1歳児（２歳にな
った月の末日まで）とその母親、妊
婦の方
日９月1日、８日、15日、いずれも火
曜日午後２時～４時（自由遊び時間
を含む）
内自由遊び、スキンシップ遊び、ミ
ニミニ井戸端会議
定各5組（申し込み順）
【パパと一緒にきしゃポッポ】
対市内在住の０～1歳児（２歳にな
った月の末日まで）とその父親
日９月２０日㈰午後２時～４時
内自由遊び、スキンシップ遊び、手

作りおもちゃ制作等
定5組（申し込み順）

◇
場同センター
申８月1７日午前９時から電話で同セ
ンターへ。

家庭教育支援学級・保育付き 
エンジョイママ追加募集

対市内在住の子育て中の方
日９月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、いずれも木曜日午前1０時～正
午、全11回
場同センター
内わらべ歌やミニシアターなど、子
どもと遊ぶ「ワザ」を学ぶ
※材料費等の実費がかかります。

講帝京大学教授・岡田たつみ氏
定８人（申し込み順）
申８月1７日午前９時～９月７日午後5
時に電話で同センターへ。保育希望
者（９月1日時点で８か月以上の未就
学児、申し込み順に８人）は併せて申
し込みを。

小学校低学年の 
保護者向け講座

【小学校からのお悩みイロイロ？!～
自分と、子どもと上手に付き合う方
法】
　小学校入学により生じるさまざま
な悩みごとについて、同年代の子ど
もがいる保護者同士で情報交換をし
たり、アンガーマネジメントや子ど
もへの対応について学びます。
対市内在住で、来年度小学校入学予

定～小学３年生のお子さんがいる
保護者
※子ども同伴での受講はできませ
ん。保育をご利用ください（８月1
日時点で８か月以上の未就学児）。
日①９月３０日②1０月７日③1０月
1４日、いずれも水曜日午前1０時
～正午、全３回
場同センター
内①スマホ・ゲームとの付き合い
方②子どもの困りごと、解決のコ
ツ③感情と上手に付き合う
講小学生の親支援プログラム★推
進★チーム・長澤恵美氏、佩川智子
氏
定保育付き＝5人、保育無し＝15
人／申し込み順
申８月２5日午前９時から電話で同
センターへ。
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日9月6日㈰午前7時～ 8時（売り切れ次第終了） 場教育センター駐車場 問農業振興課☎724・2166町田産新鮮野菜がいっぱい!日曜朝市

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。

●市立総合体育館☎☎７２４・
３４４０
【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９月５日～１０月３日の土曜日、午前
９時３０分～１１時３０分、全５回定２０
人（初参加者を優先のうえ、抽選）費
３０００円申往復ハガキに必要事項を
明記し、８月２２日まで（消印有効）に
同館へ
●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
【キッズヨガスクール】
対４歳～小学３年生日９月２日～１０月
１４日の水曜日（９月２３日を除く）、午
後３時３０分～４時３０分、全６回定１５
人（抽選）費４８００円
【フラダンススクール】
対１６歳以上の方日９月１０日～１１月
１２日の木曜日、午後３時～４時、全１０
回定１５人（抽選）費８０００円

◇
申往復ハガキに必要事項を明記し、
８月２４日まで（必着）に同プールへ
●小野路宿里山交流館☎☎８６０・
４８３５
【里山農業体験】
　小野路で地元農家の指導を受けな
がら、冬野菜の植え付けから収穫ま
での農業体験をしませんか（家族で
の参加も歓迎）。作業を４～５回行い、
年内に収穫予定です／農作業ができ
る服装でおいでください日・内説明
会及び植え付け作業＝９月６日㈰午
前１０時～正午（雨天時は９月１３日に
延期）／２回目以降のスケジュール
は説明会でご案内します定１０組（申
し込み順）／グループ単位で申し込
みをしてください（１組４人まで）費１
組７０００円（苗、種、肥料等）申８月２１
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
２００８２１Ａへ

情報コーナー情報コーナー
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【①ポイント方式（家族向）②単身者
向、車いす使用者向、シルバーピア
（単身者向・二人世帯向）、病死等の発
見が遅れた住宅等】
　都内に３年以上居住等、いずれも
要件有り／詳細は募集案内を参照配
布期間８月１７日～２５日配布場所市
庁舎１階総合案内、各市民センター、
各連絡所、同公社町田窓口センター、
都庁等（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送で８
月２８日まで（必着）問同公社都営住
宅募集センター☎☎０５７０・０１０・８１０
●東京都教育庁～２０２０年度就学義
務猶予免除者等の中学校卒業程度認
定試験
　合格者には高等学校の入学資格が
与えられます対就学義務猶予免除
者、病気等のやむを得ない理由によ
り義務教育を修了できなかった方、
日本国籍を有しない方等試験日１０
月２２日場東京都教職員研修センタ
ー（文京区）申９月４日までに願書を
提出／詳細は受験案内を参照（東京
都教育庁地域教育支援部義務教育課
小中学校担当〔都庁第一本庁舎４０階
北側〕で配布）問東京都教育庁☎☎０３
・５３２０・６７５２
●東京労働局～改正パートタイム・
有期雇用労働法・パワーハラスメン
ト対策の周知
　パートタイム・有期雇用労働法が
施行され、正社員と非正規社員（パー
ト・アルバイト等）の間の不合理な待
遇差が禁止されます（中小企業は
２０２１年４月１日から適用）。また、６
月１日からパワーハラスメント対策
が事業主の義務となりました（中小
企業は２０２２年３月３１日まで努力義
務）。対策内容等の詳細はパンフレッ
ト（同局ホームページでダウンロー
ド）を参照し、安心・安全な職場環境
整備にお役立てください問同局雇用

環境・均等部指導課☎☎０３・３５１２・
１６１１
●（社福）町田市社会福祉協議会～
「初めて学ぶ災害ボランティア講座」
受講生募集
日９月１３日、２７日、午後１時～４時場
町田市民フォーラム内災害ボランテ
ィアの基礎知識についての講義、災
害ボランティアセンター運営シミュ
レーション費１１００円（税込み）申電
話で町田ボランティアセンター（☎☎
７２５・４４６５）へ
●（一財）町田市地域活動サポートオ
フィス～支える人を支えたい！「み
んなでコロナを乗り越えるぞ基金＠
町田」クラウドファンディングを実
施しています
　新型コロナウイルス感染症で影響
を受けている方を支える市民活動が
次々と生まれています。このような
市民活動を行う団体を助成する基金
を立ち上げるため、（社福）町田市社
会福祉協議会と（一財）町田市地域活
動サポートオフィスが実行委員会を
組織し、１００万円を目標にクラウド
ファンディングを実施しています。
詳細はＦＡＡＶＯ町田ホ
ームページ（右記二次
元バーコード）を参照
実施期間９月１６日まで
問同サポートオフィス☎☎７８５・
４８７１
●町田商工会議所からのお知らせ
【手書きＰＯＰ講座】
対経営者・従業員日９月１７日午後２
時～４時内伝わりやすい、購買意欲
を呼ぶ手書きＰＯＰのコツを、ワーク
を交えて実践的に学ぶ
【働き方改革関連法２０２０年改正と
運用講座】
対個人事業主・中小法人等日９月２５
日午後２時～４時内「働き方改革関連
法」に盛り込まれる時間外労働の上
限規制や同一労働・賃金など、企業経
営に大きな影響を与える内容を分か
りやすく説明

◇
場同会議所申電話で同会議所（☎☎
７２２・５９５７）へ

献血にご協力ください
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

　市庁舎で献血を実施します。輸
血用血液の需要は年々増加してい
ます。継続的なご協力をお願いし
ます。

日８月２１日㈮、午前１０時～１１時
４５分、午後１時１５分～３時４５分
場ワンストップロビー（市庁舎１
階）

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
８月
１５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

１６日㈰

午前９時～午後５時
※ミーナ町田ジェイクリニッ
クは午前１０時から診療開始

内科
仁愛医院（高ヶ坂６-１９-３１） ☎☎７２８・１０５５
ミーナ町田ジェイクリニック（原町田４-１-１７） ☎☎７３２・５１２０
西村内科（根岸２-３３-３） ☎☎７９３・２６７７

耳鼻科 稲垣耳鼻咽喉科医院（原町田６-２２-１５）☎☎７２２・３１１５

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
町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０
おか脳神経外科（根岸町１００９-４） ☎☎７９８・７３３７

１７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
１８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
１９日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２
２０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
２１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
２２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

２３日㈰

午前９時～午後５時
内科

内山胃腸科（旭町１-１５-２３） ☎☎７２８・１３７１
横沢クリニック（大蔵町５００２-２） ☎☎７０８・８５５０
いしかわ内科クリニック（森野４-２１-５）☎☎７２７・４９７０

耳鼻科 つくし野耳鼻咽喉科（小川１-２-３２）☎☎７９６・８７３３

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
あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１
町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

２４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
２５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
２６日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１
２７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
２８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
２９日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

３０日㈰

午前９時～午後５時 内科
小阪内科クリニック（金森東４-４４-３）☎☎７９９・３９３３
原町田さわだ内科・泌尿器科（原町田６-２９-３）☎☎８５１・７８１８
学園ハートクリニック（玉川学園１-２１-１５）☎☎７２５・８４６８

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
おか脳神経外科（根岸町１００９-４） ☎☎７９８・７３３７

３１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

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
（下地図参照）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
（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）

※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

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

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。



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。

6 月 10 日
 　  ~ 
9 月 15 日

5分でわかる町田のストーリー
現在放送中

▼広報番組「まちテレ」は町田市ホームページ、YouTubeで
　ご覧いただけます。
問広報課　724･2101☎ まちテレ 検索

○まちテレvol.187
「誰かのためにという想い
から生まれた　市民の応援
プロジェクト」（後編）
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まちだシティプロモーション

ＳＮＳ始めました！
問広報課☎☎７２４・２１０１

　市は、東京２０２０オリンピック・パラリンピ
ックに向け、インドネシアのホストタウンに
登録し、同国と積極的に交流を図っています。
このたび、日本郵便（株）にご協力いただき「町
田市×インドネシア共和国　ホストタウン　フ
レーム切手」を作成しました。
　切手のデザインには、国際版画美術館で９
月１３日㈰まで開催中の「インプリントまちだ
展２０２０」で展示している同国出身の若手ア
ーティスト、アグン・プラボウォ氏の作品を使用しています。
販売開始８月２０日㈭から
販売場所市内郵便局（３４局）及び東京中央局、大手町局
※国際版画美術館での出張販売もあります（＝下記事参照）。
※８月２５日㈫午前０時１５分から郵便局のネットショップでも販売
します。
販売価格１シート１３３０円（税込み／８４円切手×１０枚）
※「フレーム切手」は、日本郵便（株）の登録商標です。

　東京２０２０オリンピック・パラリンピックに
向けて、開催してきたシリーズ展である「インプ
リントまちだ展２０２０」開催を記念して、インド
ネシアに関連したコンサートとポップアップス
トアを開催します。

【ガムランコンサート】
　大・中・小の銅

ど

鑼
ら

や鍵盤打楽器によるインドネ

シアの民族音楽「ガムラン」のコンサートです。
日９月５日㈯、６日㈰、午後１時３０分から、午後３
時３０分から（各３０分程度）
場同館エントランスホール
※座席の用意はありません。
出演ガムラングループ・ランバンサリ（演奏）、デ
ワンダル・ダンスカンパニー（舞踏）

※新型コロナウイルス感染防止のため、人数を
制限する場合があります。

【ポップアップストア】
　インドネシア・グッズやオリジナル　フレーム
切手「町田市×インドネシア共和国　ホストタウ
ン　フレーム切手」の出張販売を行います。
日９月５日㈯、６日㈰、午前１０時～午後４時
場同館エントランスホール
※フレーム切手は、８月２３日㈰午前１０時～午後
３時にも販売します。

　町田市のシティプロモーション情報を発
信するＳＮＳアカウントを開設しました。
Ｔｗｉｔｔｅｒアカウント名＝まちだシティプロ
モーション（町田市公式）
＠ｍａｃｈｉｄａ_ｃｐ
　ほどよく都会、ほどよく自
然、まちだでできる暮らしの
魅力や情報を随時発信してい
きます。

Ｉｎｓｔａｇｒａｍアカウント名＝まちだシティ
プロモーション（町田市公式）
＠ｍａｃｈｉｄａ_ｃｐ
　２０２０年度発行予定の町田市ＰＲ冊子「ま
ちだで好きを続ける～ＫＥＥＰ 
ＯＮ LＯVIＮG,ＭＡＣＨIＤＡ ＣI
ＴＹ（仮称）」作成の舞台裏や、
町田の魅力を紹介します。

「道路ふれあい月間」推進標語最優秀賞作品
【小学生の部】また会える　あなたとわたしを　つなぐ道
【中学生の部】ゆずり合い　心や道に　咲く笑顔
【一 般 の 部】ありがとう　生きる力を　くれた道

　この月間は、道路の役割や重要性を再認識し、正しい利用
と愛護を呼び掛けることを目的に制定されました。
　現在、多くの市民や事業者の皆さんが、道路をより良くす
る活動をしています。この機会に、道路の存在や役割を改め
て考えてみませんか。一人ひとりの心掛けで、すべての人が
楽しく笑顔で歩ける道路環境を目指しましょう。

道路をより良くする運動「みちピカ町田」
　市が独自で取り組んでいる道路愛護運動です。この運動
は、安全で快適な道路環境のために行
動する人の輪を広げるものです。
　運動に賛同していただいた方には、
玄関・店先等にステッカーを掲示して
いただいています。ステッカーやリー
フレット等は道路管理課（市庁舎９階）
で配布しています。

オリンピック・オリンピック・
　パラリンピック情報　パラリンピック情報

オリジナル　フレーム切手
「町田市×インドネシア共和国　 ホストタウン
フレーム切手」を作成しました
問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎☎７２４・４４４２

８月２４日はパラリンピック開幕１年前です
問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎☎７２４・４４４２

インドネシア・フェアを開催します

【開幕１年前展示】
　町田市にゆかりのあるアスリートや競技
を中心に写真やパネル等を展示します。
日８月１８日㈫～２８日㈮、午前８時３０分～午
後５時
場みんなの広場（市庁舎１階）

【市庁舎ライトアップ】
　パラリンピック
のシンボルマーク

「スリーアギトス」
をイメージした３
色（赤・青・緑）で市
庁舎をライトアッ
プします。
日８月２４日㈪午後
７時～９時

　市では、東京２０２０オリンピッ
ク・パラリンピックの開催が市民
の皆さんに夢や希望を与えるシン
ボルとなるように、機運醸成に取
り組んでいます。８月２４日のパラ
リンピック開幕１年前を記念して
展示、ライトアップを実施します。
　オリンピック・パラリンピック
競技大会の最新情報は、町田市ホ
ームページまたはＴｗｉｔｔｅｒアカウ
ント「町田市オリンピック・パラリ
ンピック情報【公式】」（＠ｍａｃｈｉｄ
ａ＿ｏｌｙｐａｒａ、右記
二次元バーコー
ド）をご確認くだ
さい。 昨年のライトアップの様子

Twitter・Instagram ８月は「道路ふれあい月間」

アダプト・ア・ロード事業
　市と協定を結んだ団体の活動を通し
て、市が管理している道路施設や道路用
地等をより良い環境にする事業です。
　現在、４８団体の皆さんが、道路での清
掃活動や花壇での園芸活動を行っていま
す。

募集します　　　　　　 
放置自転車防止ポスター

　放置自転車は景観を損ない、通行を妨
げます。放置自転車を減らす取り組みに
ご協力をお願いします。詳細は町田市ホ
ームページをご確認ください。
対中学生以下の方みちピカ町田ステッカー

問道路管理課
☎☎７２４・３２５７

問国際版画美術館
☎☎７２６・２７７１
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