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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

まちづくり基本目標

町田市
ホームページ

人口と世帯（外国人含む） 2020年8月1日現在人口 ： 429,321人（ 男：210,087人・女：219,234人）（前月より56人増） ／ 世帯 ： 199,602世帯（前月より168世帯増）

　　　
　ポケふたが町田に

問広報課☎☎724・2101

都内初！100枚目の「ポケふた」が出現

　今年８月、芹ヶ谷公園内にポケモンがデザインされたマンホール蓋
ふた

「ポケふた」が出現しました。「ポケふた」はそれぞれ世界に１枚しかな
いオリジナルデザインで、(株)ポケモンが各地の来訪促進を目的に、全
国各地に寄贈しているものです。
　市では、シティプロモーションの一環として応募したところ、この
度、芹ヶ谷公園へ６枚の設置が実現しました。
　そして町田市の「ポケふた」は都内で初めての設置であり、「ポケふ
た」企画全体として記念すべき１00枚目となりました。

　ポケモンの生みの親である田尻智氏は、少年時代を田んぼや森が多
く残っていた町田で過ごしたそうです。
　昆虫を始めとした生物の観察や採取を楽しみ、クラスで１番の昆虫
博士だった経験が「ポケットモンスター」をつくるヒントになったとも
言われています。

「ポケふた」とは？

ポケモンをつくった田尻氏が少年時代を過ごしたまち

©2020 Pokémon. ©１995-2020 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.　ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリーク登録商標です。

町田の「ポケふた」を大・公・開！

　「ポケふた」には、可愛らしいポケモンたちと町田市
をイメージしたデザインが描かれています。
　町田の「ポケふた」情報は、まちだシティプロモーシ
ョン（町田市公式）のTwitter・Instagram（アカウント
名＝@machida_cp）で発信しています。
　「＃まちだのポケふた」を付けたSNSへの投稿をお待
ちしています。

６枚すべてが異なる、
世界に１つだけのオリジナルデザイン

▲Twitter

▲Instagram

　８月に実施したお披露目式では、ピカチュウが
遊びに来てくれました。
　式の様子は、町田市ホームページで公開してい
ますので、ぜひご覧ください。

お披露目式の様子を公開していますお披露目式の様子を公開しています

▲お披露目式の様子
市HP ポケふた  検索
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国際版画美術館
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すべり台

公衆トイレ自転車置き場 バイク置き場出入り口 スロープみんなのトイレ 階段
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Made in Serigaya（メイドイン芹ヶ谷）

安心・安全な「ポケふた」巡りにご協力を！
　公園の楽しみ方は利用される方によってさまざまです。他の方
への配慮を忘れず、楽しく「ポケふた」巡りをしましょう。
⃝園路や階段はふさがないようにしましょう。
⃝�撮影をする際は周りの方との接触や映り込みに注意しましょう。
⃝�皆さんが公園で楽しい時間を過ごせるよう、譲り合いの気持ち
を持ちましょう。

　「ポケふた」に描かれているポケモンの紹介やマンホール実寸大のレプ
リカ展示に加え、ポケモン関連の書籍やゲームソフト等を展示します。ま
た、ぬりえや設置場所のマップの配布も行います。

　市では、自然あふれる公園全体をフィールドとして、子
どもも大人も学び楽しめる「芹ヶ谷公園“芸術の杜”パー
クミュージアム」の実現を目指した取り組みを進めてい

「ポケふた」は、長期にわたって設置されます。新型コロナウイルス感染防止のため、３密を避け、「ポケふた」巡りを楽しみましょう。

芹ヶ谷公園を飛び出して「ポケふた」を探そう！

芹ヶ谷公園には、こんな楽しみ方もあるよ！

まちだに ポケモンが あらわれた！「ポケふた」設置記念ミニ展示

　「ポケふた」ぬりえ（全６種類）を市内の各子どもセ
ンターで配布しています。また、「ポケふた」のレプリ
カ1枚を展示しています。どの子どもセンターにど
のデザインがあるかは、行ってからのお楽しみ。
※ぬりえは、町田市ホームページから全種類ダウンロードできます。

「ポケふた」ぬりえに挑戦しよう！

９月27日㈰まで会 期 午前９時～午後10時開館時間

　芹ヶ谷公園に設置されたことを記念し、同公園の豊かな木々をイメー
ジした「みどり」と湧水をイメージした「みずいろ」で市庁舎西側アトリウ
ムガラス面をライトアップします。

「ポケふた」設置を記念し、市庁舎をライトアップ！

９月25日㈮まで、毎週金曜日午後7時～９時日 時

９月7日㈪、10日㈭、14日㈪休 館 日 同館1階文学サロン会 場

町田市民文学館☎☎73９・3420問

まちだの「ポケふた」に会いに行こう！
広報課☎☎724・2101問

ポケふたの位置情報は、ポケモンマンホール「ポケふた」公式ホームページ（右記二次元バーコード）からご覧ください。
午前６時～午後６時（６月～８月は午後7時まで）開園時間

※来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

国際版画美術館で展覧会を鑑賞しよう！
開催中の展覧会情報は、
同館ホームページからご
確認ください。

６～12歳対 象
⃝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分利用時間

全長45メートルの大型すべり台を滑ってみよう！

※雨天や高温時に閉鎖する場合があります。

　Made�in�Serigayaの活動では、８月2日
に、木々の緑に囲まれながら、草地に“ごろ
ん”と寝転がる「森を五感で感じるヨガ」や、
落ち葉やセミの抜け殻で装飾した公園マッ
プづくり、樹木に聴診器を当てて森の音を
聴いてみるなどしました。今後も芹ヶ谷公
園ならではの魅力をみんなで楽しめるよう
な活動を続けていきます。

公園で○○してみました！

ます。この取り組みの1つとして、市民参加型の公園活用プロジェクト
「Made�in�Serigaya」の活動を紹介します。

今も未来も大切に

町田市のＳＤＧｓ
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健康案内健康案内
１０月１日から

ロタウイルス感染症ワクチン
が定期予防接種になります
　ロタウイルスによって引き起こさ
れる急性の胃腸炎で、乳幼児期にか
かりやすい感染症です。
対２０２０年８月１日以後に生まれた、
生後６週～２４週、または生後３２週ま
での子ども
※ワクチンは２種類あり、それぞれ
接種時期や回数が異なります。対象
者には個別に通知します。
場町田・八王子・日野・多摩・稲城・相
模原市の指定医療機関
※詳細は、市役所代表（☎☎７２２・３１１１）
へお問い合わせいただくか、まちだ子
育てサイトをご覧ください。
問保健予防課☎☎７２４・４２３９

胸 部 エ ッ ク ス 線 健 診
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
で、健診受診希望日の前後１年間、胸
部エックス線検査を受ける機会のな
い方
日１０月７日、１１月４日、１２月２日、い
ずれも水曜日午前１０時～１１時
場町田市保健所（中町庁舎）
定各２０人（申し込み順）
申健診受診希望日の１週間前までに、
イベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）へ。
問保健予防課☎☎７２２・７６３６

お知らせお知らせ
申請を受け付けています
2０2１年度市立小・中学校 
通 学 区 域 緩 和 制 度
　市立小・中学校は、通常、住所によ
って入学する学校が指定されていま
すが、入学に際して保護者やお子さ
んが指定校以外の学校を希望できる
「町田市立小・中学校通学区域緩和制
度」があります。
対象学年市内在住の、２０２１年４月に
入学する新小学１年生・新中学１年生

【希望できる学校の範囲】
○小学校　住所による指定校の隣接
校（希望校までの通学距離が１．５㎞未
満であれば隣接校でなくても希望可）
○中学校　市内全域
※小・中学校ともに、受入枠が設定さ
れています（施設等の関係で受入枠
が設けられない学校も有り）。受入枠
を超える申請があった場合は、公開
抽選を行います。
※詳細は、８月中旬に対象者へお送
りした案内書（申請書も同封）をご覧
ください。
申申請書を１０月５日まで（消印有効）
に、直接または郵送で学務課（市庁舎
１０階、〒１９４－８５２０、森野２－２－
２２）へ。
※普通郵便が心配な方は、特定記録
郵便等をご利用ください。
※申請結果は、１０月下旬に送付する予

定です。また、締切日時点の申請状況
は、まちだ子育てサイトに掲載します。
問学務課☎☎７２４・２１７６

決 算 審 査 意 見 書 等 が 
提 出 さ れ ま し た
　令和元年度町田市決算審査意見書
が、監査委員から市長に提出されま
した。また、令和元年度町田市健全化
判断比率審査意見書と令和元年度町
田市各公営企業会計資金不足比率審
査意見書も提出されました。
※町田市ホームページと各市立図書
館で意見書をご覧いただけます。
問監査事務局☎☎７２４・２５４７

市民意識調査を実施します
　市では、市民の皆さんが日常生活
の中で感じていることや、市政に対
する意見を伺うため、「町田市市民意
識調査」を実施しています。
　住民基本台帳から無作為で抽出し

た対象の方５０００人に、郵送で調査
票をお送りします。ご協力をお願い
します。調査票は自己記入式・無記名
です。
対１５歳以上８０歳未満の方（２０２０年
４月１日現在）
回答期限９月２３日まで
調査方法郵送配布・回収
問企画政策課☎☎７２４・２１０３

住宅の耐震化を応援します
【木造住宅耐震相談会】
対市内にある昭和５６年５月３１日以前
に着工された戸建ての木造住宅（賃
貸用の住宅を除く）を所有している方
日１０月８日㈭午後２時～４時
場町田市民フォーラム
内木造住宅の無料簡易耐震診断と耐
震化助成制度の説明、個別相談、申請
の受け付け
定３０人（申し込み順）
申電話で住宅課（☎☎７２４・４２６９）へ。

令和２年国勢調査を実施します

　国勢調査は、国の最も基本的で
重要な統計調査として、５年ごと
に実施されるものです。
　９月中旬から、調査員が市内の
全ての世帯を訪問し、調査書類を
配布します。
　皆さんのご協力をお願いします。

【インターネットか郵送でご回答
ください】
○インターネット＝９月１４日～
１０月７日にパソコン、タブレット、
スマートフォンで回答。
○郵送＝１０月１日～７日に郵送提
出用封筒に調査票を入れて郵送。

【新型コロナウイルス感染防止策
について】
　調査書類の配布に際し、調査員
と市民の方が直接対面しない非接
触の調査方法で実施します。
◯調査についての説明は、原則とし
てインターホン越しに行います。
◯調査書類の受け渡しは、郵便受
けやドアポストに入れて渡します。
◯調査の回答は、インターネット
か郵送でお願いします。

【国勢調査を装った「かたり調査」
にご注意を！】
　調査員は腕章、国勢調査と記載
された手提げ袋、調査員証を身に
着けています。なお、電話で調査を
行うことはありません。不審な電
話にご注意ください。

〈問い合わせ先〉
○調査全般について＝国勢調査コ
ールセンター☎☎０５７０・０７・２０２０、Ｉ
Ｐ電話の方は☎☎０３・６６３６・９６０７
受付日時９月７日～１０月３１日まで
の午前８時～午後９時（土・日曜日、
祝休日も可）
○調査員による調査票の回収を希
望する場合や、調査票の追加が必
要な場合＝国勢調査町田市実施本
部コールセンター☎☎０５７０・６６・
６７８１
受付日時９月１２日～１０月２３日の
午前９時～午後７時（土・日曜日、祝
休日も可）
○その他のお問い合わせ＝町田市
市政情報課☎☎７２４・２１０６

公開している会議　傍聴のご案内
会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み

町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

９月１４日㈪午
前１０時～正午

市庁舎２階会
議室２－２

３人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報
課（☎☎７２４・８４０７）へ

町田市教育委員会定例
会

９月１６日㈬午
前１０時から

市庁舎１０階会
議室１０－２～５

直接会場へ問教育総務
課☎☎７２４・２１７２

「（仮称）町田市都市づく
りのマスタープラン」策
定に関する特別委員会

９月１８日㈮午
後６時から

市庁舎３階会
議室３－１

５人
（申し込み順）

事前に電話で都市政策
課（☎☎７２４・４２４７）へ

町田市街づくり審査会 ９月２８日㈪午前１０時～正午
市庁舎２階会
議室２－１

５人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づ
くり課（☎☎７２４・４２６７）へ

みんなで描くまちだの未来みんなで描くまちだの未来

「誰もがホッとできるまち」の実現を目指して

Vol.3

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

問福祉総務課☎☎７２４・２１３３、市民協働推進課☎☎７２４・４３６２
　２０４０年の町田の地域はどのようになっているでしょうか。
　近年では、人口減少や少子高齢化といった問題に加えて、テクノロジ
ーの急速な進展により人と人とのコミュニケーション方法の変容な
ど、私たちのライフスタイルや価値観は大きく変わろうとしています。
　このようなさまざまな変化は、生活を便利にする一方で、地域におけ
る助け合いを少なくし、人と人とのつながりを希薄にすることもあり
ます。
　そのような中でも、人々が集い、支え合い、誰もが自分の役割や活躍
を得られる、ホッとできるつながりのある地域を目指していきたいと
考えています。
　つながりのある地域を目指す中で、地域課題やニーズ等を把握する
ため、３月に市民アン
ケートを行いました。
いただいたご意見等
を、２０２２年度から始
まる福祉や市民活動の
計画の策定に生かして
いきます。

 感染したかもしれない・・・と不安な方は迷わずお問い合わせください
まず、かかりつけ医に電話で相談。かかりつけ医の判断でPCR検査を案内

風邪のような症状
がある、高熱が出た、
とてもだるい等

不安に思う方
（微熱や軽い咳、
感染の不安がある等）

専門的な
助言が必要

かかりつけ医
がいる

●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

まちだで安心　PCR検査

検査が必要な方は
地域外来・検査
センター等で

PCR検査
受診●町田市役所代表電話☎722・3111

●厚生労働省電話相談窓口
　錆0120・565653

●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）➡

➡
かかりつけ医
がいない
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お知らせお知らせ
新たに登録を希望される建築士の方
へ～登録のご案内
町田市木造住宅耐震診断士
対次のすべての条件を満たす方　①
１級建築士、２級建築士、木造建築士
の資格を有する②町田市内及び隣接
する市にある建築設計・監理を専業
とする建築士事務所に所属している
（所属する建築士事務所の同意を得
ていること）③「（２０１２年改訂版）木
造住宅の耐震診断と補強方法／（一
財）日本建築防災協会発行」に基づく
精密診断の実績（精密診断報告書の
事前審査有り）がある④町田市木造
住宅耐震診断士登録講習・考査を受
講できる
※テキスト「（２０１２年改訂版）木造
住宅の耐震診断と補強方法／（一財）
日本建築防災協会発行」は各自で用
意してください。
※新規で登録を希望する方のみ、
（特）顧問建築家機構の木造住宅耐震
検査士と面談を行います。なお、面談
の日程は個別にご案内します。
募集人数２０人
申「２０２０年度町田市木造住宅耐震
診断士登録申込書」（住宅課〔市庁舎

８階〕で配布、町田市ホームページで
ダウンロードも可）と必要書類を添
えて、９月１８日まで（必着）に直接ま
たは郵送で住宅課へ。
※必要書類等の詳細は町田市ホーム
ページをご覧ください。
※申込後、登録及び更新申込者宛て
に講習テキスト等を送付します。
※登録済みの方も更新が必要です。
※登録証の交付は１１月です。
問住宅課☎☎７２４・４２６９
大地沢青少年センター～２０２１年３
月分の
利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申９月５日午前８時３０分から電話で
同センター（☎☎７８２・３８００）へ。
※初日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選、午後１時以降は申し
込み順に受け付けます。
※３月２日、９日、１６日、２２日、２３日は
利用できません。
せせらぎの里　町田市自然休暇村～
２０２１年３月分の
利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久

郡川上村）
申９月１日午前８時３０分から電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ
（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）。
※３月９日、１０日は利用できません。

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。

市民健康づくり講演会
　高齢者のめまいに関する講演会で
す。
※Ｚｏｏｍを使用した同時配信も予
定しています。詳細は町田市医師会
ホームページをご確認ください。
日１０月３日㈯午後２時３０分～４時３０
分ごろ
場町田市民フォーラム
講聖マリアンナ医科大学教授・肥塚
泉医師
定８０人（申し込み順）
申９月１０日正午～３０日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２００９１０Ａへ。
問保健総務課☎☎７２２・６７２８

福祉サポートまちだ
【司法書士による成年後見制度相談
会～成年後見制度、相続や遺言など、
あなたの悩みにお答えします】
対市内在住の方
日１０月１０日㈯午前１０時～午後１時
（相談時間は１人３０分）
定１８人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、電話また
はＦＡＸで（社福）町田市社会福祉協
議会福祉サポートまちだ（☎☎７２０・
９４６１、返７２５・１２８４）へ。
【成年後見制度講演会「落語でわかる
成年後見制度」】
　落語家でもあり行政書士でもある
＂こころ亭久茶＂（木﨑海洋氏）によ
る講演会です。前半は落語で制度に
親しみ、後半はじっくり学びます。
日１０月１０日㈯午後２時～４時
内テーマ「成年後見制度や相続、遺言
について考えてみませんか？」
定８６人（申し込み順）
※座席は指定させていただきます。

申往復ハガキの往信の裏面（文面）に
参加者住所・氏名・電話番号、必要に
応じて車いす席利用の有無・手話通
訳・要約筆記の利用希望を明記し、
１０月９日まで（必着）に（社福）町田市
社会福祉協議会福祉サポートまちだ
講演会担当（原町田４－９－８、町田市
民フォーラム４階）へ。

◇
場町田市民フォーラム
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

まちいきヘルパー養成研修
対全回出席でき、市内の訪問介護事
業所でまちいきヘルパーとして働く
意志のある１８歳以上の方
日１１月６日、１３日、２０日、２７日、いず
れも金曜日午前９時３０分～午後４時
３０分、全４回（２０日のみ午後４時まで）
※研修最終日には、訪問介護事業所
による就職説明会を開催します。
場町田商工会議所
内講義や演習で、まちいきヘルパー
として必要な知識や技能を習得（計
２０時間程度）
定３０人（申し込み順）
費１３２０円（テキスト代）
申研修申込書（町田市介護人材開発
センターで配布、同センターホーム
ページまたは町田市ホームページで
ダウンロードも可）に必要事項を記
入し、１０月２３日まで（消印有効）に
直接、郵送またはＥメールで同セン
ター（〒１９５－００７４、山崎町２０５５
－２、Ｃ－１１１遍ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ－ｋｊ
ｋｃ．ｊｐ）へ。
※研修申込書を郵送希望の方及び研
修内容、当日の詳細は同センター（☎☎
８５１・９５７８）へお問い合わせくださ
い。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

認知症サポーター養成講座
　講座終了後に、認知症サポーター
の証しとなるオレンジリングをお渡
しします。
対市内在住、在勤、在学の方
日１０月７日㈬午後２時～３時３０分
場忠生市民センター
定２０人（申し込み順）
申９月３日正午～１０月１日にイベン
トダイヤル（☎☎７２４・５６５６）または
イベシスコード２００９０３Ｃへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

２０２１年度から町田市立中学校で使用する

教科書の採択が行われました
問指導課☎☎７２４・２１５４

　町田市教育委員会は、８月１８日に開催された「第１回臨時教育委員会」
で、２０２１年度から市立中学校で使用する教科書を採択、決定しました。
2021年度使用教科書一覧

種　目 教科書名 発行者
国語 国語 光村図書出版
書写 中学書写 教育出版

社会（地理的分野） 社会科　中学生の地理 帝国書院
社会（歴史的分野） 社会科　中学生の歴史 帝国書院
社会（公民的分野） 中学社会　公民 教育出版

地図 中学校社会科地図 帝国書院
数学 新しい数学 東京書籍
理科 理科の世界 大日本図書

音楽（一般） 中学生の音楽 教育芸術社
音楽（器楽合奏） 中学生の器楽 教育芸術社

美術 美術 光村図書出版
保健体育 中学保健体育 学研教育みらい

技術・家庭（技術分野） 新しい技術・家庭　技術分野 東京書籍
技術・家庭（家庭分野） 技術・家庭　家庭分野 開隆堂出版

英語 Here We Go! 光村図書出版
道徳 新・中学生の道徳　明日への扉 学研教育みらい

９月議会が開会　補正予算などを審議
問総務課☎☎７２４・２１０４

　令和２年（２０２０年）第３回市議会
定例会（９月議会）が８月２７日に開
会されました。
　今議会には令和２年度（２０２０年
度）一般会計補正予算など３３議案
が提出されました。議案等の内訳
は予算５件、条例８件、規約１件、契
約４件、訴訟提起２件、道路３件、そ
の他８件、認定２件となっていま
す。会期は今月３０日までです。

予 算 案
　今回の補正予算額は、一般会計
が５６億５０４９万３千円、特別会計
は、１５億３０５４万２千円の補正を
行い、一般会計と特別会計の合計
は７１億８１０３万５千円です。
　主な内容は次のとおりです。
〇新型コロナウイルス感染症の影
響により、さまざまな不安を抱えて
出産及び育児を行う子育て世帯を
支援するため、５月補正予算で措置
された国の特別定額給付金の基準
日の翌日（２０２０年４月２８日）以降
に生まれ、新たに町田市民として住
民登録された新生児のいる世帯に
対し、新生児１人当たり１０万円の臨
時特別定額給付金を支給する「新
生児臨時特別定額給付金支給事
業」
〇妊婦の方が安心して産前産後を
過ごせるよう、国の第２次補正予
算を活用し、本人が希望する場合、
分べん前にＰＣＲ検査を受けること
ができる「妊婦向けＰＣＲ検査事業」
〇新型コロナウイルス感染症の最
前線で戦っている市内診療所の支
援を目的に、ふるさと納税を活用
し、必要な医療物資等を支援する
ため、特別給付金を支給する「ふる
さと納税を活用した医療機関応援
事業」

などです。

条 例 案・契 約 案 等
○保健所に勤務する職員等が新型
コロナウイルス感染症に係る業務
に従事した場合の特殊勤務手当の
支給限度額について、特例を定め
るため、所要の改正をする「町田市
職員の特殊勤務手当に関する条例
の一部を改正する条例」
◯行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関
する法律の改正に伴い、関係する
規定を整備するため、及びコンビ
ニエンスストアにおいて証明書自
動交付サービスを利用した場合の
手数料の減額特例措置の期間を延
長するため、所要の改正をする「町
田市手数料条例等の一部を改正す
る条例」
◯安心して子育てができる環境を
整備することを目的として、義務
教育就学児の医療費の助成におけ
る所得制限を撤廃するため、所要
の改正をする「町田市義務教育就
学児の医療費の助成に関する条例
の一部を改正する条例」
◯市民病院において出産する際
に、無痛分べんの選択を可能にす
ることに伴い、無痛分べん加算を
新設するため、及び受益者負担の
適正化の観点から市民病院駐車場
の駐車料金を改定するため、所要
の改正をする「町田市民病院使用
条例の一部を改正する条例」
◯町田市５ヵ年計画の重点事業に
掲げられている「健康増進施設の
整備」を目的とし、市立室内プール
に健康増進温浴施設を増築する工
事請負契約を締結する「健康増進
温浴施設整備工事請負契約」
などです。
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未経験者応援プログラム
介 護 の 入 門 的 研 修

　介護に関する基本的な知識や技術
を学ぶ研修です。全課程を修了する
と修了証が発行され、介護の資格研
修（まちいきヘルパー養成研修、介護
職員初任者研修など）が一部免除さ
れる場合があります。
※最終日に就労相談会を行います。
希望者は研修終了後も介護の仕事へ
のマッチングなど、継続した就労支
援を受けることができます。
対これから介護の仕事をしてみたい
方、介護を学びたい方等
日１０月１日、８日、１５日、２２日、２９
日、いずれも木曜日午前１０時～午後
４時、全５回
※１日は午後４時３０分まで、２２日は
午後３時までです。
場町田商工会議所
定５人程度（申し込み順）
※３０人定員の追加募集です。
申研修申込書（町田市介護人材開発
センターで配布、同センターホーム
ページでダウンロードも可）に記載
の必要事項を明示し、９月１８日まで

（必着）に電話、郵送またはＥメール
で同センターへ。
問同センター☎☎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）、町田市いきいき総
務課☎☎７２４・２９１６

ダンボールコンポスト講習会
　ダンボールコンポスト１セット

（幅３７㎝、奥行３３㎝、高さ３２㎝、重さ
約７㎏）をお持ち帰りいただけます。
※講習会を受講したことがある方は
申し込みできません。
対市内在住の方
日９月２８日㈪、２９日㈫、午後２時３０
分～４時
場市庁舎
定各１４人（申し込み順）
申９月２日正午～１５日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２００９０２Ｂへ。
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０　

ベビー用リユース品無料回収会
　修理などを必要としない再利用可
能な大型育児用品やベビー服飾雑貨
を無料で回収し、必要な方に無償で
提供する、ベビー用リユース品の回
収会と配布会を開催しています。
　回収したベビー用品は、冬ごろに
開催予定の配布会で希望者に提供し
ます。この活動は、リユースを通じた

ごみの減量やリユース意識の浸透を
目的に開催しています。
※対象品目や回収に関する注意事項
等の詳細は、町田市ホームページを
ご確認ください。
【回収会実施概要】
対市内在住の方
日・場９月１３日㈰＝子どもセンター
ばあん、１９日㈯＝子どもセンターた
だＯＮ、２６日㈯＝子どもセンターぱ
お、２７日㈰＝子どもセンターつるっ
こ、１０月１１日㈰＝市役所南側補助
通路、午前１１時～午後２時
※ベビー用リユース品は、回収会当
日に直接会場へお持ちください。な
お、汚れがある、安全面に問題があ
る、部品等に不足がある、動作に不具
合がある等の場合は、対象品目であ
っても回収できません。
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０
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

　専門家の講義と実践的な演習で、
子育てに役立つ情報を得られます。
対市内在住の全回参加できる乳幼児
の保護者
日１０月１６日㈮、２１日㈬、３０日㈮、１１
月６日㈮、１３日㈮、２０日㈮、２７日㈮、
１２月４日㈮、午前１０時～正午、全８回
場生涯学習センター
講（特）全日本育児普及協会会長・佐
藤士文氏、白百合女子大学准教授・石
沢順子氏、白梅学園大学教授・佐久間
路子氏、（特）日本救急メッセンジャー
定保育付き＝１４人、保育無し＝１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

（結果は９月２９日に発送予定）
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

（１０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
年月日を明記し、９月２３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
大人も子どももホッと一息
ま ち な か シ ネ マ

　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、
座席間隔の確保等を行い、昨年度の
５割程度の座席数で開催します。
※詳細は町田市ホームページをご覧

ください。
日・内９月１２日㈯午後７時から＝「ペ
ット２」、２５日㈮午後７時から＝「怪
盗グルーのミニオン大脱走」／雨天
実施
場町田ターミナルプラザ市民広場
問産業政策課☎☎７２４・３２９６
町田新産業創造センター～創業・起
業に関する
相談会・オンラインセミナー

【町田創業～ファーストステップ相
談会】
日９月１９日、２６日、いずれも土曜日
午後１時～５時（１人１時間）
申参加希望日の前日正午までに同セ
ンターホームページで申し込み。
【町田創業～ファーストステップセ
ミナー】
　Ｚｏｏｍミーティングでのオンラ
インセミナーで創業の基礎知識を学
びます。
日①９月８日㈫午後２時～３時②９月８
日㈫午後３時１５分～４時１５分③９月
１７日㈭午後２時～３時④９月１７日㈭
午後３時１５分～４時１５分
内①応用・経営～経営者として知っ
ておくべき法律・知的財産②応用・財
務～経営に活かす代表的な財務指標
③応用・人材育成～経営者のための
コミュニケーション　アンガーマネ
ジメント④応用・販路開拓～顧客ア
ンケートの実践
講①司法書士すずらんリーガルオフ
ィス・藤原香奈氏②（株）ウィルパー
トナーズ・藤田知哉氏③こころサロ
ン創・佐瀬りさ氏④中小企業診断士
・吉本賢氏
定各３０人（申し込み順）
申参加希望日の前日午後５時まで
に、同センターホームページで申し
込み。

◇
対創業予定の方、創業して間もない
方等
場同センター
問同センター☎☎８５０・
８５２５、町田市産業政
策課☎☎７２４・２１２９

女性のための就職準備セミナー
【子育て中の方のためのパソコン講
習】
対現在子育て中で、全回参加でき、早
期の再就職を考えている女性
日９月２９日㈫～１０月１日㈭、午前１０
時１５分～午後４時、全３回
場町田市民フォーラム
内就職活動に必要な職務経歴書をパ
ソコン（ワード・エクセル）で作成する
定１２人（申し込み順）
申直接または電話でハローワーク町田
マザーズコーナー（☎☎７３２・８５６３、
受付時間＝祝休日を除く月～金曜日
の午前９時３０分～午後５時）へ。保育
希望者（６か月以上の未就学児、申し
込み順に５人）は併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎☎７２３・
２９０８

本の改装ワークショップ
【愛読書をオリジナル装幀にしよう！】
　本の構造を学び、本の内容と合う
布を選んで文庫本を布装ハードカバ
ーにリメイクする手製本講座です。
対中学生以上の方
日１０月３日㈯午前１０時～午後３時
場町田市民文学館
講手製本工房ヨンネ主宰・植村愛音
氏
定２０人（申し込み順）
費１４００円（材料費）
申９月２日正午から電話で同館（☎☎
７３９・３４２０）へ。

▲同センター
ホームページ

2020年4月～6月の航空機騒音

　４月～６月に頂いた苦情の件数は
右下表のとおりです。
　市では、騒音解消に向けて国・米軍
に対し要請活動を行っており、今後
も粘り強く要請を行ってまいりま
す。皆さんから頂いた苦情は、国や米
軍へ伝えるほか、要請の際の資料と
して活用しています。苦情は企画政
策課・環境保全課で電話受付してい

るほか、Ｅメール（遍ｍcity４７０@
city.ｍachida.tｏkyｏ.jp）でも受け
付けています。なお、具体的な被害状
況を把握するため、苦情をお受けす
る際に、お住まい
の町名、騒音の発
生時間をお聞きし
ています。

測定結果（速報値）

苦情受付件数

市HP 航空機騒音測定結果  検索

問企画政策課☎☎7２４・２１03
市HP 航空機騒音苦情件数  検索

問環境保全課☎☎7２４・２7１１

月 件　数
4月 1件
5月 8件
6月 28件

民生委員が　高齢の方のご自宅を訪問します
問高齢者福祉課☎☎7２４・２１４１

　市では、地域で見守り、支え合う
活動を推進しています。今年度も
９月から、民生委員が６月１日現在
７５歳以上の方がいる世帯を訪問
します。
※お住まいの地区により訪問の時
期は異なります。
※新型コロナウイルス感染防止の
ため、インターホン越しでの訪問
とし、直接対面はしません。
※訪問時には、緊急連絡カードの
ほか、交通安全や防犯のチラシを

配布します。
長寿祝金を贈呈します
　対象の方宛てに口座振込依頼書
を郵送します。必要事項を記入し、
返送してください。市で確認後、指
定された口座へ振り込みます。
対９月１日現在、市内に引き続き１
年以上居住している１００歳の方
※１００歳＝大正８年９月２日～大正
９年９月１日生まれの方
贈呈金額１万円

測定場所 測定月 騒音発生回数（回） 月間最高
音（ｄB）70～79ｄB 80～89ｄB 90～99ｄB 100ｄB以上 合　計

本町田東小学校
4月 112 5 0 0 117 81.2
5月 108 4 0 0 112 85.5
6月 126 5 1 0 132 90.6

小山小学校
4月 328 12 0 0 340 89.6
5月 210 7 0 0 217 84.9
6月 293 6 1 0 300 95.5

町田第五小学校
4月 150 18 0 0 168 84.4
5月 137 30 0 0 167 85.2
6月 199 27 0 0 226 86.2

忠生第三小学校
4月 55 1 0 0 56 80.6
5月 62 0 0 0 62 79.6
6月 55 4 1 0 60 93.5

南中学校
4月 51 3 0 0 54 84.0
5月 43 3 0 0 46 82.3
6月 38 5 1 0 44 97.0

※�発生回数は、70ｄB(デシベル)以上の騒音が5秒以上継続した回数です／音の目安は、
70ｄB…新幹線の車内、80ｄB…航空機の機内、90ｄB…騒々しい工場内、大声による
独唱、100ｄB…電車通過時のガード下の最大値
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催し・講座催し・講座
消 費 生 活 セ ン タ ー

【くらしに役立つ学習会～ネットシ
ョッピングを楽しく、安全に利用す
るために　楽しくＩＣＴを学ぼう】
対市内在住、在勤、在学の方
日９月２４日㈭午前１０時～正午
講（公社）日本消費生活アドバイザー
・コンサルタント・相談員協会　金
藤博子氏
定２０人（申し込み順）
申１次受付＝９月１日正午～午後７時
にイベシス（インターネット）コード
２００９０２Ｃへ／２次受付＝９月２日正
午～１７日にイベントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）またはイベシスへ。保
育希望者（１歳以上の未就学児、申し
込み順に３人）は９月１日正午から併
せて申し込みを。
【くらしに役立つテスト教室～減塩
でもおいしく　うす味・減塩を習慣
に】
　自宅のみそ汁や身近な食品の塩分
を測定し、減塩のコツを学びます。

対市内在住、在勤、在学の方
日９月３０日㈬午前１０時～正午
講町田地域活動栄養士会・原慶子氏
定８人（申し込み順）
費１００円（検体費）
申９月２日正午～２３日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２００９０２Ｄへ。保育希望
者（１歳以上の未就学児、申し込み順
に３人）は併せて申し込みを。
【ホール講演会～元気に生活するた
めの食生活と健康の留意点】
　健康食品やサプリメントに頼らな
い食生活の在り方を学びます。
対小学生以上の方
日１０月２日㈮午後１時～３時
講東京都立大学大学教育センター特
任教授・篠田粧子氏
定９４人（申し込み順）
申１次受付＝９月１日正午～午後７時
にイベシス（インターネット）コード
２００９０２Ｅへ／２次受付＝９月２日正
午～２７日にイベントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）またはイベシスへ。保
育希望者（１歳以上の未就学児、申し
込み順に３人）は９月１日正午から併
せて申し込みを。親子室利用希望者

（１歳未満児と保護者、申し込み順に
３人）は電話で要予約。

◇
場町田市民フォーラム
問同センター☎☎７２５・８８０５
女性のお仕事応援セミナー
自宅でできるセルフハンドケア
　セミナー終了後、清掃や配食など
の補助業務から始められ、無資格・未
経験でできる介護の仕事の相談会を
行います。
対市内在住で介護の仕事に関心のあ
る女性（お子さん連れでの参加も可）
日９月２５日㈮午前１０時～正午
場市庁舎
講ネイルサロンＡｍｕｓｅｒ代表・佐藤
仁紀氏
定２０人（申し込み順）
申９月１５日までに電話で町田市介護
人材開発センターへ。
問同センター☎☎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）、町田市いきいき総
務課☎☎７２４・２９１６
さがまちカレッジ
講 座 受 講 者 募 集
　詳細は講座案内チラシ（生涯学習
センター、各市民センター、各市立図
書館等で配布）をご覧ください（さが
まちコンソーシアムホームページで
ダウンロードも可）。
【黄金比ってなあに？～かたちの美
しさと数の比のお話とレッスン】
　身近なものを実際に計測したり作
図しながら、形の美しさを決める黄
金比を探ります。
対１６歳以上の方
日１０月１７日㈯午後１時～４時１０分
場町田市生涯学習センター
講女子美術大学芸術学部非常勤講師
・内野博子氏
定１５人（抽選）
費２５００円
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、９月２２日まで（必着）に、郵
送またはＦＡＸでさがまちコンソー
シアム事務局へ（さがまちコンソー
シアムホームページで申し込みも
可）。

問同事務局☎☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎☎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。
【“こころ”と“からだ”の健康学～眼
の健康寿命を守る！セルフメディケ
ーションセミナー】
日１０月８日㈭午前１０時～正午
講（株）ビジョナリーホールディング
スアイケア事業本部　Ｒ＆Ｄ　ジェ
ネラルマネージャー・吉野正夫氏
定１９人（申し込み順）
【町田の歴史～近世の人びとの祈り　
　村を中心に】
　今回は寺社参詣と石造物建立を事
例に、江戸時代の人々の「祈る」とい
う行為に対する意識の変化に迫りま
す。自由民権資料館の学芸員がお話
しします。
日１０月９日㈮午後２時～４時
定３０人（申し込み順）

◇
場同センター
申９月２日午前９時から電話で同セン
ター（☎☎７２８・００７１）へ。
大地沢青少年センター
青 空 ア ト リ エ
　電動糸のこや、のこぎりなどを使
い、木やまゆ等で椅子やクラフトを
作ります。特別プログラムは、まゆ玉
クラフトお月見バージョンを予定し
ています。
日９月１３日㈰午前１０時～午後３時
（雨天実施）
場同センター
定６組（付添人を含めて１組４人以内、
申し込み順）
費１００～５２０円（参加プログラムに
よって異なる）
申９月２日午前９時から電話で同セン
ター（☎☎７８２・３８００）へ。
※新型コロナウイルス感染防止対策
のため、事前予約制となります。
※当日は、午前１０時～午後２時に受
け付けしてください（受付時間内で
あれば何時からでも参加可）。

わくわく仲間づくりカレッジ　講座参加者募集
問高齢者福祉課☎☎7２４・２１４６

対市内在住の６５歳以上の方
定①～④各１２人⑤２０人／抽選、
結果は９月２５日ごろ発送
費１回当たり２５０円（別途材料費
として①②各１０００円③④各５００
円が必要）
申希望講座を選び（重複申し込み

不可）、９月４日正午～１０日にイベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード２００９０４Ｂ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。

講座名 日　時 会　場

①パッチワーク講座 １０月２日～１１月２０日の金曜日、午前９時
３０分～１１時３０分、全８回

わくわく
プラザ町田

②小物づくり講座
（洋裁）

１０月５日㈪、１２日㈪、２０日㈫、２７日㈫、
１１月２日㈪、９日㈪、１７日㈫、２４日㈫、午
後１時３０分～３時３０分、全８回

南市民
センター

③脳トレ書道 １０月７日～１１月２５日の水曜日、午後１時
３０分～３時３０分、全８回

わくわく
プラザ町田

④英会話入門 １０月８日～１１月２６日の木曜日、午前９時
３０分～１１時３０分、全８回

町田市民
フォーラム

⑤お茶の間ジム
（テイクアウト・エク
ササイズ）

１０月１３日～１２月１５日の火曜日、午前９
時３０分～１１時３０分(１１月３日、１２月１日
を除く）、全８回

わくわく
プラザ町田

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（⑪⑬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
（９月１日～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

電話で市民相談室
（☎☎７２４・２１０２）へ

②交通事故相談 ９日㈬

午後１時３０分～４時

相談日の１週間前から電話で予約
※当面の間電話相談となります。

③国税相談 １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 ８日㈫
⑤登記相談 ３日㈭
⑥行政手続相談 １０日㈭
⑦年金・社会保険・労務相談 ２日㈬

⑧国の行政相談 １日㈫ 電話予約制（次回分まで受け付け）
※当面の間電話相談となります。

⑨建築・耐震相談 ２日㈬ 電話予約制（次回分まで受け付け）
⑩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

⑪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

⑫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

⑬空家に関する相談
（弁護士・宅地建物取引士） １４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
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診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
9月
1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

2日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43） ☎☎789・0502

3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

4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

5日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院（中町1-23-3） ☎☎728・1111

6日㈰

午前9時～午後5時

内科 はなみ内科（鶴間1-19-35） ☎☎796・1111

内科 鶴川胃腸科（鶴川2-17-1） ☎☎734・1958

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

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

町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎☎795・1668

7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

8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

9日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1） ☎☎799・6161

10日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43） ☎☎789・0502

11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

12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

13日㈰

午前9時～午後5時

調整中
内科、
小児科 若山クリニック（金井2-3-18） ☎☎736・7720

内科 ただお整形外科・内科（忠生2-28-5）☎☎793・0201

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

14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
※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
（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

　子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」でご案内しています。 町田市子育てひろばカレンダー 検索

問子育て推進課☎☎724・4468
子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

情報コーナー情報コーナー
●東京都住宅供給公社～公営住宅入
居者募集
　詳細は募集案内を参照募集戸数市
営住宅（一般世帯家族向〔２人以上向
＝１戸、３人以上向＝３戸〕、若年ファ
ミリー向＝２戸）、都営住宅地元割当

（単身者向シルバーピア＝４戸）配布
期間９月１０日まで配布場所市庁舎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等で配
布（各施設で開所日時が異なる）／同
公社ホームページで配布期間中に限
りダウンロードも可申郵送で９月１４
日まで（必着）問同公社都営住宅募集
センター☎☎７１３・５０９４

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。
●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
【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
10月6日～11月24日の火曜日、①
午後3時30分～4時15分②Ａ＝午後
4時30分～5時30分、Ｂ＝午後5時
40分～6時40分、Ｃ＝午後6時50分
～7時50分、各全8回定①8人②各
15人／抽選費①4800円②各6400
円申往復ハガキに必要事項を明記
し、9月22日まで（必着）に同プール

へ
●相原中央公園☎☎７７２・１４４９
【小学生硬式テニス教室】
対市内在住、在学の小学生
日9月20日㈰午前9時～正午定20人
（申し込み順）費300円申9月10日ま
でに直接同公園受付窓口へ（受付時
間＝午前9時～午後8時）
●町田市フォトサロン☎☎７３６・８２８１
【ダリア撮影会】
　初心者も歓迎です日10月3日㈯午
前10時～正午（小雨実施）場町田ダ
リア園

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
【①グループアクティビティ　
申し込み受付中】
　ひなた村スタッフが子ども会等の
イベントをサポートします対市内の
子ども会や子どもサークル等内たき
火体験、野外炊事、工作等費施設使用
料、材料費
【②かんたん工作遊び～つくったり
あそんだり】
日9月2日、16日、いずれも水曜日午
後3時30分～4時30分（雨天中止）場
ひなた村てっぺん広場内小学生向け
の工作と遊び
【③一輪車であそぼう】
　一輪車の貸し出しもあります（未
就学児は保護者同伴）日9月9日㈬午
後3時30分～4時30分（雨天中止）場
ひなた村池の前広場
【④人形劇体験～かげ絵であそぼう】
対市内在住、在学の小学4年生～中
学生日9月13日㈰午前9時～正午場
ひなた村レクリエーションルーム内
かげ絵人形作りと発表定6人（申し
込み順）費100円
【⑤レッツ！サイエンス　科学クラブ
“ぷち”～花の実や種でごちそう！?
アクセサリーをつくろう！】
対市内在住、在学、在園の5歳～小学
3年生とその保護者（小学生は子ど
ものみの参加も可）日9月13日㈰午
前10時～正午場ひなた村工作室講
まちだ実験し隊定10人（申し込み
順）費300円
【⑥糸のこ教室】
　初心者も歓迎です対市内在住、在
勤、在学の小学2年生～18歳の方（小
学2年生は保護者同伴）日9月19日
㈯午後2時～4時場ひなた村工作室

内電動糸のこ盤を使って木のおもち
ゃ作り講町田糸鋸の会定5人（申し
込み順）費300円
【⑦親子陶芸教室】
対両日参加できる市内在住、在学の
小・中学生とその保護者日9月20日
㈰午前9時30分～午後0時30分＝形
作り、10月4日㈰午前10時～正午＝
釉薬がけ場ひなた村陶芸室内コップ
作り等講陶芸教室「徳」主宰・小口徳
子氏定12人（申し込み順）費大人
700円、子ども300円
【⑧新・アウトドアクッキング～親子
「まきで飯盒

ごう

ご飯を炊こう！」】
対市内在住、在学の小・中学生とその
保護者日9月26日㈯午前9時30分～
午後0時30分場ひなた村炊事場内自
分で火を起こし、飯盒ご飯とカレー
を作る定10人（申し込み順）費1人
300円

◇
申①実施を希望する月の3か月（子
ども団体は8か月）前の1日午前10
時から電話でひなた村へ②③直接会
場へ④～⑧9月3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
●環境・自然共生課☎☎７２４・４３９１
【子ども自然体験イベント～ザリガニ
を釣って水辺の生きものを知ろう！】
　さお・糸・えさは市で用意します。
大物を釣ったお子さんには大物賞も
あります対市内在住の小学生以下の
お子さん（保護者の同伴必須）日9月
19日㈯午前8時～10時30分（荒天
中止）場忠生公園内ザリガニを釣り、
生き物について学ぶ（ザリガニは1
匹のみ持ち帰り可）定15人（申し込
み順）申電話で環境・自然共生課へ

町田市子育て情報配信
サービス、ＬＩＮＥでも
ご覧いただけます

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

市庁舎をオレンジ色にライトアップします
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

　１９９４年、国際アルツハイマー病
協会（ＡＤＩ）と世界保健機関（ＷＨＯ）
が、毎年９月２１日を「世界アルツハイ
マーデー」に、９月を「世界アルツハ
イマー月間」と定めました。

　市では期間中、市庁舎を認知症の
シンボルカラーであるオレンジ色に
ライトアップします。
日９月２日～３０日の水曜日、午後７時
～９時

問町田市特別定額給付金コールセンター☎☎７２４・２９０９（受付時間＝月～
金曜日、午前９時～午後６時）

特別定額給付金の申請期限は9月１１日㈮までです
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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。

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。

広　　告

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.188
「町田薬師池公園四季彩の杜
西園」

今
号
の
広
報
紙
は
、11
万
５
２
３
１
部
作
成
し
、１
部
当
た
り
の
単
価
は
18
円
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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
）。

　市は、８月２０日にＪＡ町田市及びク
ックパッド株式会社と、地産地消の
推進を目的として連携協定を締結し
ました。
　この協定により、９月１７日㈭から、
町田産農産物等の食材を、アプリ「ク
ックパッドマート」で注文し、最短で
注文当日の午後５時以降に受け取る
ことができるようになります。
　なお、受取用の生鮮宅配ボックス
は、市内に順次拡大設置します。

　春にオープンした町田薬師池公園
四季彩の杜西園や、その周辺にある町
田リス園、町田ダリア園などの写真映
えするスポットを歩いて巡りながら、
スマートフォン等で撮影しませんか。
ティータイムもあります。
対町田・稲城・多摩市に在住、在勤、在
学の方
日１０月４日㈰午後１時～４時４５分

（小雨実施）
※集合は、町田薬師池公園四季彩の
杜西園インフォメーション前です。

定３０人（抽選、結果は９月１８日まで
に連絡）
費１０００円（入園料、喫茶代等）
申「町田ウォーク」と書き、住所・氏名

（ふりがな）・携帯電話番号・年齢・性
別、同行者の氏名・年齢・性別を明記
し、９月１５日まで（必着）に郵送、ＦＡＸ
またはＥメールでＪＴＢ東京多摩支店

「ウォーキングイベント係」（〒１９０－
００２３、立川市柴崎町２－１２－２４ＭＫ
立川南ビル３階、返０４２・５２１・５５５８
遍ｍｉｎａｍｉｔａｍａ＠ｊｔｂ．ｃｏｍ）へ。

　お住まいの地区の資源とごみの収集日がひと目で分かる「資源とごみの
収集カレンダー（１０月～２０２１年９月版）」を、市内全戸に順次配布します。
　委託事業者が各戸の郵便受けに投函します。収集カレンダーは袋等に入
っていませんので、他のチラシ類と見間違って廃棄や紛失をしないように
ご注意ください。
　また、収集カレンダーは地区別です。表紙右上に記載されている収集カレ
ンダーの地区番号と地区名（町名・団地名）をご確認ください。なお、現在お
持ちの収集カレンダーの地区名が「特別指定団体」と記載されている方は、
お住まいの町内会・自治会・管理組合
が配布します。
配布期間９月２０日㈰まで
※９月２１日になっても届かない場合
は、市役所代表（☎☎７２２・３１１１）へお
問い合わせください。
※「特別指定団体」地区は、各町内会
・自治会・管理組合へお問い合わせ
ください。

　下水道は、生活や都市活動によって発生する汚水をきれいにして河川や
海へ戻すとともに、降った雨を速やかに河川に流すことで、安心でより良い
暮らしを支える、生活に欠かせない施設です。
【まちだ下水道通信を発行します】
　下水道事業に対して理解と関心を深めていただくために、下水道の日に
合わせて、下水道事業を紹介する広報紙「まちだ下水道通信」を発行します。
下水道の仕組みや正しい使い方について、クイズを交えて紹介しています。
９月１０日の新聞折り込みなどで配布します。

南町田拠点創出まちづくりプロジェクト

南町田グランベリーパークが国際的な環境認証制度南町田グランベリーパークが国際的な環境認証制度
「ＬＥＥＤ ＮＤ（まちづくり部門）」のゴールド本認証を獲得「ＬＥＥＤ ＮＤ（まちづくり部門）」のゴールド本認証を獲得！！

問都市政策課☎☎７２４・４２４８

インドネシア代表選手からメッセージ
動画が届きました！

ＪＡ町田市及びクックパッド株式会社と
地産地消推進に関する連携協定を締結

　「えいごのまちだ事業」の一環として、市立小
学校５年生が、スヌーピーミュージアムの展示
等を使用した英語の校外学習を実施します。

同パーク内のスヌーピーミュージアム
及びまちライブラリーで
小学生の校外学習が始まります！

問指導課☎☎７２４・２１５４

　昨年１１月にまちびらきした南町田グランベリ
ーパークが、まちづくりに関する世界標準の環境
認証制度「ＬＥＥＤ ＮＤ（まちづくり部門）」で、同年１
月に獲得した計画段階における予備認証に続き、
整備後段階の本認証においてもゴールドランクを
獲得しました。
　ゴールドランクの本認証の獲得は国内で２番
目、駅施設を含む開発としては日本初となります。
　同プロジェクトが目指してきた、歩いて巡りや
すく居心地のよい「すべてが公園のようなまち」の

考え方が高く評価されました。
　詳細は、南町田拠点創出まちづ
くりプロジェクトホームページ

（右記二次元バーコード）をご覧
ください。
※米国グリーンビルディング協会が提供するＬＥＥ
Ｄ®は、高性能のグリーンビルディングの設計、建
設、維持管理に貢献する評価・認証プログラムで
す。ＬＥＥＤ®及びそのロゴは同協会の登録商標であ
り、使用には許可が必要です。

　市は東京２０２０大会に向け、南アフリカ、インドネシアのホストタウン
に登録し、両国と積極的に交流しています。
　この度、昨年市内でトレーニングキャンプを行ったインドネシアの空
手・パラバドミントンの代表選手から、メッセージ動画が届きました。来
年もキャンプ受け入れを予定している町田市へのメッセージや、東京
２０２０大会に向けた決意を語っています。動画は町田市ホームページか
らご覧いただけます。ぜひご覧ください。
配信開始日９月４日㈮
出演スルヨ・ヌグロホ選手（パラバドミントン・男子ＳＵ５クラス・世界ランク
３位）、アフマッド・ジギ・ザレスタ・ユダ選手（空手・男子形・世界ランク２６位）
市HP ホストタウン  検索

アフマッド・ジギ・ザレスタ・ユダ選手スルヨ・ヌグロホ選手

町田の「映える」を楽しむツアー町田の「映える」を楽しむツアー

10月からの「資源とごみの収集カレ
ンダー」を配布します

9月10日は「下水道の日」です

問３Ｒ推進課☎☎７９７・７１１１

問農業振興課☎☎７２４・２１６６

問下水道経営総務課☎☎７２４・４２８７

問観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８

問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎☎７２４・４４４２

ＬＥＥＤゴールド認証ロゴ

左から、クックパッド株式会社執行役・
福崎康平氏、石阪市長、ＪＡ町田市代表
理事組合長・五十嵐隆氏


