
人口と世帯（外国人含む） 2020年9月1日現在人口 ： 429,176人（ 男：210,016人・女：219,160人）（前月より145人減） ／ 世帯 ： 199,581世帯（前月より21世帯減）
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市内には849戸※の農業者がいます。野菜・果物・植木・花、鶏卵・牛乳など
さまざまな農畜産物が生産されていることをご存じですか。
朝取れた野菜が並ぶ直売所や、農業者から直接おいしい食べ方・

調理法等の話が聞ける朝市などで、
身近な農業者から、新鮮な農畜産物を購入することができます。

近場で味わえるおいしい秋を楽しみませんか。
� ※2015年農林業センサスより問農業振興課☎�724・2166

アプリで町田産の新鮮
野菜等が買える！

▶町田市民ホール　▶和光大学ポプリホール鶴川
▶市立総合体育館
▶�ココカラファインドラッグストア�いわい町田中町店
� (順次拡大予定)

受取場所

　アプリ「クックパッドマート」で町田産
農産物等の食材が注文できます。最短で
注文当日の午後5時以降に市内の生鮮宅
配ボックス（＝写真）で受け取れます。注

文した食材のおいしい食べ方
やレシピも一緒に表示される
ので、野菜の新たな魅力に出
会えるかもしれません。▲アプリは

こちらから

町田町田ををおいしいおいしい 召し上がれ召し上がれ

　詳細は各直売所へお問い合わ
せください。
▶�町田薬師池公園四季彩の杜� �
西園　農産物直売所
　（☎☎８5１・８９４９〔＝写真〕）
▶�ＪＡ町田市農産物直売所　� �
アグリハウス
　鶴川（☎☎７３６・１３４６）
　忠生（☎☎７９２・２７１１）
　さかい（☎☎７７９・０5２5）
　みなみ（☎☎７８８・３5４１）
　まちだ（☎☎７２２・２０２２）
▶�市庁舎１階コンビニエンスス
トア

※�いずれも開催日が変更になる場合が
あります。また売り切れ次第終了です。

直売所に行こう

写真左から、ゼルビア×キッチン店長・杉村さん、町田薬師池公園四季彩の杜西園　農産物直売所・久保さん、市内農家・石阪さん

定期的に開催中！
◯日曜朝市
　毎月第１日曜日に開催します。
　日１０月４日㈰午前７時～８時
　場教育センター駐車場
◯市役所「まち☆ベジ市」
　毎月第３月曜日に開催します。
　（祝休日の場合は翌日）
　日１０月１９日㈪
　　午前１１時～午後１時
　場市庁舎前
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もっと知りたい 食べられる店・買える店

食べてみよう

農業に触れてみよう

検 索市ＨＰ

　まち☆ベジを堪能できるお店35件を掲載した
「まち☆ベジ グルメ店なび」、市内の農業情報を掲
載した「まち☆ベジマップ」を配布中です（町田市
ホームページでダウンロードも可）。

配布場所 ▶市庁舎1階総合案内
▶各市民センター　▶各連絡所等

　「まち☆ベジ」は、市内の農業者、または市内に農業拠点がある農業者が、生産
記録等の管理のもとで生産した、良質な農畜産物（野菜・畜産・園芸など）の町田
ブランドです。
　町田市の「町」の字をトマトと瓜に見立てたマークは、元気な農業者と、市民が
新鮮・安心・安全な農畜産物をおいしく食べられることを笑顔で表しています。

地産地消のススメ地産地消のススメ
　食事は１日３回、年間１000回以上にもなる大切な
ものです。激しいトレーニングや遠征をこなす選手
のためにも、栄養バランス、香り、彩り、旬を取り入
れたメニューを心掛けています。
　サラダや小鉢で使う野菜には、町田産の旬の野菜
を使用するようにしています。農家さんの思い
がこもった野菜のおいしさは格別で、素材を生

かすためのシンプルな味付けが
好評です。新鮮なものを旬の
ときに味わえることはとて
も贅

ぜい

沢
たく

なことですね。多くの
方に、町田の野菜をぜひ活用
してもらいたいです。

今も未来も大切に

町田市のＳＤＧｓ

浜野 純さんに聞く！管理栄養士

☆

まちだ名産品☆
　町田産のイチゴを使ったジャムや、町
田産の柿で造ったお酒など、まち☆ベジ
は、まちだ名産品にも多く使われていま
す。

　詳細は町田市ホームページをご覧ください。
新しい名産品が認定されました！

▶
柿
ワ
イ
ン
禅
寺
丸

※数に限りがあります。

あなたはどれ？ あなたはどれ？ 好みに合わせて農と触れ合おう好みに合わせて農と触れ合おう

市の農業を縁の下で支えています

NPO法人 たがやす

インタビュー全編は、町田市ホームページで公開中！

検 索市ＨＰ

　援農ボランティアの育成や
研修農場等で、農家と市民をつ
なぐコーディネートをしてい
ます。苦労もありますが、双方
から「やってよかった」なんて
うれしい声が聞けることもあ
ります。
　町田市ってすごいんですよ。農業に触れる手段がこんなに
たくさんあるところは近郊にはあまりないようで、遠くから
来る方も多いです。
　ぜひ町田の人に、安全・安心で新鮮な町田の野菜を食べて欲
しい。そして農業体験などに参加して、農業のことを１人でも
多くの方に知って欲しいですね。

▲事務局長・斉藤恵美子氏

　小さなお子さん連れの家族や、野菜や果物の収穫を体験してみた
い方におすすめです。
　毎年7月から始まるブルーベリーの収穫体験農園や、年間を通し
て旬の野菜の収穫が体験できる農園が市内に14か所あります。

　プロの農家さんの指導のもと、種まきから収穫まで1年を通して
野菜作りが楽しめます。農具や苗は農家さんが準備してくれるので、
初心者でも安心して野菜作りが始められます。

　季節の野菜を自分自身で自由に育てたい、畑の土作りから始めた
い、農作業の工夫や苦労、収穫の喜びをすべて自分で楽しみたい、そ
んなこだわりのある方におすすめです。

　自ら耕作できる技術を持った人材を育成することを目的として、
農家を支援する援農者や新たに農業経営を目指す方向けに、農業研
修農場で2年間の研修を実施しています。

まずは気軽に体験！
収穫体験農園・体験プログラム

教わりながら育てたい！
農業体験農園

自分で自由に育てたい！
市民農園

農のプロを目指したい！
町田市農業研修・援農ボランティア研修

　農業研修を修了した研修生が育てたさつま芋を収穫してみませ
んか。収穫したさつま芋は持ち帰れます。新鮮野菜も販売予定で
す。
対市内在住、在勤、在学の方（小学生以下は保護者同伴）
日10月18日㈰①午前9時～10時②午前11時～正午／雨天中止
場町田市農業研修農場第2圃

ほ

場（小野路町）

申10月6日正午～11 日にイベントダイヤル（☎☎724・5656）また
はイベシスコード201006Dへ。

※1口5～6本程度です（栽培状況により変更になる場合有り）。

※収穫口数・現地への交通手段（駐車台数に限り有り）を明示してください。

定①8組②9組／申し込み順、1組5人まで
費1口3株500円（1組3口まで）

※後日、詳細地図を送付します。

さつま芋収穫体験

問農業振興課☎ 724・2166

▲Rich Jam

詳しくは市ＨＰ 町田の農業にふれたい！  検索
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募　集募　集
小 規 模 保 育 所 職 員
　詳細は各保育所へお問い合わせく
ださい。
対有資格者
○つながりづくり保育園・原町田α
（☎☎８５１・７２８５）＝保育士（常勤）
○つながりづくり保育園・原町田β
（☎☎８５１・７２８５）＝保育士（常勤）
問保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３８
募集します

技能功労者・永年勤続従業員
　市と町田商工会議所では、技能功
労者と永年勤続従業員を表彰してい
ます。推薦する場合は、それぞれの推
薦基準をご確認のうえ、１０月３０日
㈮までに推薦書を産業政策課（市庁
舎９階）、または町田商工会議所へ提
出してください（推薦書は両提出場
所に有り、町田市ホームページでダ
ウンロードも可）。

【技能功労者の推薦基準】
対主として、市内で技能的職業に従
事し、市内に引き続き５年以上居住
している、経験年数２５年以上、年齢
が５０歳（２０２０年１０月１日現在）以上
で、優れた技能を持ち、徳行が著し
く、後進の模範となっている方
※過去に同一の表彰を受けた方は対
象外です。

【永年勤続従業員の推薦基準】
対市内の同一の中小企業に勤務し、
勤続年数が①１０年以上②２０年以上
③３０年以上（いずれも２０２０年４月１
日現在）の方
※過去に同一年の表彰を受けた方は
対象外です。
問産業政策課☎☎７２４・２１２９、町田商
工会議所☎☎７２２・５９５７
広報課

会 計 年 度 業 務 職 員
【一般事務】
　詳細は募集要項をご覧ください。
募集要項・応募書類は町
田市ホームページでダ
ウンロードできます。
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１１月１８日～２０２１年３月９日
勤務時間月～金曜日、午前８時２０分
～午後５時５分、月１６日
勤務場所広報課（市庁舎４階）
勤務内容広報紙編集・校正、市ホーム
ページ管理、庶務事務
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）
※社会保険・雇用保険等勤務条件に
より加入有り。
選考１次＝論文、２次＝面接
申募集要項を参照し、応募書類に記
入のうえ、１０月１２日まで（必着）に、
郵送で広報課へ。
問広報課☎☎７２４・２１０１

お知らせお知らせ
適用期間を延長します

新型コロナウイルス感染症 
感染者等への傷病手当金
　町田市国民健康保険に加入の被用
者（会社等に勤めており給与の支払
いを受けている方）のうち、新型コロ
ナウイルス感染症に感染、または発
熱等の症状があり感染が疑われ、療
養のため労務に服することができな
くなった方に傷病手当金を支給して
います。この適用期間を１２月３１日
まで延長します。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。
問保険年金課☎☎７２４・２１３０
町田市子ども発達センター

２０２１年度認可通園入園児募集
　町田市子ども発達センターは、０
～１８歳未満のお子さんとその家族
を対象に、お子さんの発達相談に応
じています。２０２１年度の同センタ
ーへの認可通園（児童発達支援事業）
入園児を募集します。
対市内在住の心身の発達に遅れや障
がいのある３～５歳児
内①週５日通園する療育グループ②
幼稚園・保育園等に通いながら週１
日通園する療育グループ
申込締切日１１月１６日まで
※申し込みには事前の見学説明会へ
の参加が必要です。参加を希望する
方は同センター（☎☎７２６・６５７０）へ

お問い合わせください。
子育て世帯を対象に

市民住宅の入居者を募集します
　入居世帯には、入居日から３年間家
賃を一定額減免します（２０２０年度の
減免後家賃＝６万５７００円／月、共益費
＝４００円／月、駐車場＝８０００円／月）。
対次のすべての要件を満たす世帯　
①中学生以下の子どもがいる②世帯
の 月 額 所 得（ 各 種 控 除 後 ）が
１５万８０００円以上４８万７０００円以下
である
住宅の所在地忠生１－１９－１（忠生
市営住宅と同一棟の１階）
間取り３ＤＫ（６５．４㎡）
募集戸数２戸
申募集要項（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）を参照し、応募用紙に必要
事項を記入のうえ、１０月１５日まで（必
着）に直接または郵送で住宅課へ。
※詳細は、町田市ホームページをご
覧ください。
※募集戸数に満たない場合は、申し
込み順で募集します（２０２１年３月末
日まで）。
問住宅課☎☎７２４・４２６９
支給します

新生児臨時特別定額給付金
　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を支援する
ため、対象の新生児１人につき、１０万
円を支給します。
対２０２０年４月２８日～２０２１年４月１
日に生まれ、出生日時点で町田市に
住民登録をした新生児
申戸籍の出生届と併せて子ども総務
課または各市民センターで申請。
※９月末までに出生届を提出した方
には申請書を送付します。
※手続き等の詳細は、まちだ子育て
サイトをご覧ください。
問子ども総務課☎☎７２４・２１３９
中学・高校生向け

図書館でグループ学習しませんか
　大きな音を出さなければ、相談等
しながらグループ学習をすることが
できます。
対市内在住、在学及び相互利用提携
市在住の中学・高校生（２人以上でお
申し込みください）

日１０月１０日からの土・日曜日、祝休
日、午前１０時～午後５時
場中央図書館６階集会室
申同館４階カウンターで図書館の利
用券を提示し、申し込み。
※利用券をお持ちでない方は当日作
成することもできますので、住所が
分かる公的証明書（学生証可）をお持
ちください。
問同館☎☎７２８・８２２０
認知症高齢者グループホーム
「グループホーム小山ヶ丘」 
を 開 設 し ま し た
　現在、入居者を募集しています。な
お、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（グループホーム小山ヶ丘
で配布）に記入し、直接または郵送で
グループホーム小山ヶ丘（〒１９４－
０２１２、小山町１５７０－１、☎☎８６０・
１８８６返８６０・１８８５）へ。
※申込書は電話、ＦＡＸで取り寄せ
（郵送）もできます。
※入居に関する相談は、直接施設へ
お問い合わせください。
問いきいき総務課☎☎７２４・３２９１
１０月１５日㈭～２１日㈬は

違 反 建 築 防 止 週 間
　１０月２０日㈫に、違反建築の一斉
公開パトロールを実施します。
　これは、日頃の監視活動を一層強
化することで、違反建築工事を早期
発見し、工事停止や警告・指示などの
的確な措置をとり、違反建築のない
住みよいまちづくりを進めるもので
す。
問建築開発審査課☎☎７２４・４２６８
大地沢青少年センター～２０２１年４
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１０月３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。
※４月１３日、２０日、２７日、３０日は利
用できません。

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

町田市教育委員会定例会 １０月２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

１０月９日㈮午
後２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

町田市情報公開・個人情
報保護運営審議会

１０月１２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

まちだの新たな学校づく
り審議会

１０月１９日㈪午
後６時３０分か
ら

市庁舎１０階会
議室１０－２～５

南入口から入り、直接
会場へ問教育総務課
☎☎７２４・２１７２

町田市立図書館協議会 １０月２１日㈬午
前１０時～正午

中央図書館６
階ホール

５人
（先着順）

直接会場へ問中央図
書館☎☎７２８・８２２０

町田市住みよい街づくり
条例改定検討委員会（町
田市街づくり審査会専門
部会）

１０月２３日㈮午
前１０時～正午

市庁舎２階会
議室２－１

３人
（申し込み順）

事前に電話で地区街
づくり課（☎☎７２４・
４２６７）へ

町田市指定管理者管理運
営状況評価委員会（対象
施設＝木曽子どもクラ
ブ、子ども創造キャンパ
スひなた村、町田市フォ
トサロン、休日・準夜急患
こどもクリニック、休日
応急歯科・障がい者歯科
診療所）

１０月２６日㈪午
後１時１５分か
ら

市庁舎５階会
議室５－３

４人
（申し込み順）

事前に電話で総務課
（☎☎７２４・２１０８）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

まちだの未来のために「できること」を一緒に考えよう

Vol.５

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

問企画政策課☎☎７２４・２１０３
　昨年度から市民の皆さんと一緒
に考えてきた「（仮称）まちだ未来
づくりビジョン２０４０」。２０２０年
度は、ビジョンで描く「なりたいま
ちの姿」を実現するためにできる
ことをみんなで考えていきます。
　８月に実施したオンラインタウ
ンミーティングでは、７２人の市内
在住、在学の方々と、福祉・市民活
動・都市づくり・環境のほか、さま
ざまな分野に関して意見交換を行
いました。

　また、市内で活動する地域団体・
事業者等にインタビューを行い、こ
れからの町田に必要なことや一緒
にできることなどを考えています。
　皆さんからいただいたご意見や
アイデアをもとに、まちだの未来
を描くビジョンやさまざまな分野
の計画をつくっていきます。
（仮称）まちだ未来づくりビジョン２０４０　検索
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お知らせお知らせ
高齢者インフルエンザ

予防接種が始まります
　指定医療機関にご予約のうえ、１０
月１２日㈪から接種が受けられます。
対市内在住の６５歳以上の方
※６０歳以上６５歳未満の方でも対象
の場合があります。
場町田・八王子・日野・多摩・稲城市の
指定医療機関
自己負担額無料（予定）
※詳細は今後の本紙、または町田市
ホームページでご確認いただくか、
お問い合わせください。
問保健予防課☎☎７２４・４２３９

特定生産緑地指定申請を
受 け 付 け て い ま す
　特定生産緑地制度は、生産緑地の
指定から３０年が経過する前に、農地
所有者が申請することで、これまで
の生産緑地の優遇措置等が１０年間
延長されるものです。
　１９９２・１９９３年指定の生産緑地を
所有している方には、９月中旬に申
請書を送付しましたので、特定生産
緑地への指定を希望する方は、必要
書類を添えて、事前に電話で予約の
うえ、直接土地利用調整課（市庁舎８
階、☎☎７２４・４２５４）へ提出してくだ
さい。

※１９９２年指定の生産緑地を所有し
ている方は、２０２０年度の申請が最
終期限です。指定を希望する方は、忘
れずに申請してください。
せせらぎの里

町 田 市 自 然 休 暇 村
【２０２１年４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１０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）。
※４月１３日、１４日は利用できません。

【年末年始利用抽選受付開始】
　年末年始は２泊３日での申し込み
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１番（１２月２９日～３１日）、２番
（１２月３１日～２０２１年１月２日）、３番
（２０２１年１月２日～４日）
申「町田市自然休暇村年末年始利用
抽選申し込み」と書き、希望利用日の
番号（第２希望まで）・代表者の住所
（市内在勤で市外在住の方はその旨
を明記）・氏名・電話番号（自宅・携帯

電話をお持ちの方は携帯番号）・利用
予定人数詳細（大人〔中学生以上〕・小
学生・幼児〔寝具の有無〕）を明記し、
１０月３１日まで（必着）にハガキ、ＦＡＸ
またはＥメール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＠ｍａｃｈｉｄａｋｙｕｋａｍｕｒ
ａ．ｊｐ）へ。
※１グループ１枚、重複申し込みは無
効です。
※Ｅメールで申し込みをした方には
返信メールをお送りします。返信メ
ールが届かない場合は自然休暇村へ
お問い合わせください。
※１泊、３泊をご希望の方は抽選後の
申し込みとなります。
問自然休暇村☎☎０２６７・９９・２９１２

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。

マイナンバーカードの 
申 請 を 受 け 付 け ま す
　現在、マイナンバーカードは身分
証明書として利用できるほか、コン
ビニエンスストアで住民票等を発行
することができます。今後は、健康保
険証の機能が搭載されるなど、活用
シーンの拡大が検討されています。
　当日は申請書を用意し、申請用写
真を無料撮影しますので、その場で
カードの申請ができます（予約制）。
※カードの発行には２か月半～３か

月程度かかります。
対市内在住の方
日１０月２２日㈭午前９時～正午
場なるせ駅前市民センター
定６０人（申し込み順）
申１０月７日正午～２０日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）へ。
問同センター☎☎７２４・２５１１

市 民 体 力 テ ス ト
日１０月１０日㈯午前９時～午後２時
３０分（受け付けは午後１時３０分ま
で）
※健康測定会は実施しません。
場市立総合体育館メインアリーナ
※タオル・室内シューズを持参し、運
動ができる服装でおいでください。
飲み物を持参する場合はふた付きの
容器に入れて持参してください。
※詳細は町田市ホームページをご覧
いただくか、市立総合体育館（☎☎７２４
・３４４０）へお問い合わせください。
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

人が集まる企画とチラシ
づ く り の ポ イ ン ト
　市民活動やボランティアをしてい
る方向けの講座です。カリスマプラ
ンナーが実践を交えて解説します。
対具体的に実施したい企画のアイデ
アがある団体や個人
日１０月３１日㈯午後１時３０分～４時
３０分
場生涯学習センター
講（特）男女共同参画おおた理事長・
坂田静香氏
定４０人（申し込み順）
費１人５００円
申１次受付＝１０月２日正午～５日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード２０１００６Ｃへ／２次受付＝１０
月６日正午～２６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

町田市認可保育園・認定こども園（０～２歳児）・小規模保育園・家庭的保育者（保育ママ）

２０２１年度の園児募集
問保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３７

　２０２１年４月入園の申し込みは
下表の日程・会場のみで受け付け
ます。
　２０２０年度に認可保育園等へ申
し込み中の方で（転園申請含む）、
引き続き２０２１年度も入園（転園）
を希望する方は改めて申し込みが
必要です。
対保護者が就労、疾病、出産、看（介）
護、就学などの状況にあるため、保
育を必要とする家庭の乳幼児
※入園のしおり・申込書は１０月
１５日㈭から、市内各認可保育園、
各認定こども園、各小規模保育園、
各家庭的保育者（保育ママ）、各子
どもセンター、保育・幼稚園課（市

庁舎２階）で配布します（まちだ子
育てサイトでダウンロードも可）。
※認定こども園（３～５歳児）を第１
希望で申し込む方は、１１月２日㈪
から各園で受け付けます。詳細は、
入園のしおりをご確認ください。
※保育を必要とする保護者の状況
が確認できる書類がそろっていな
い場合は、受け付けできません。
※新型コロナウイルス感染防止の
ため、郵送での申し込みにご協力
ください。また、内容が一部変更と
なる場合があります。最新の情報
はまちだ子育てサイトをご確認く
ださい。

会　場 日　程 受付時間
市庁舎2階会議室2-2～4 11月16日㈪、17日㈫、24日㈫

午前9時～11
時、午後1時～
3時30分

鶴川市民センター 11月18日㈬、30日㈪
忠生市民センター 11月19日㈭、12月1日㈫
小山市民センター 11月20日㈮
市庁舎2階204窓口（保育・幼稚園課）11月22日㈰、12月5日㈯
堺市民センター 11月25日㈬
南市民センター 11月26日㈭
なるせ駅前市民センター 11月27日㈮
市庁舎2階会議室2-1・2 12月2日㈬～4日㈮
※会場の詳細は入園のしおりの折り込みをご確認ください。

全学年の児童の受け入れと郵送受付を開始します！
２０２１年度学童保育クラブ入会案内

問児童青少年課☎☎７２４・２１８２

　学童保育クラブの入会申請は毎
年度必要です。入会を希望する方
は、申請書と必要書類を受付期間
中に郵送いただくか、受付会場に
ご持参ください。また、継続して入
会を希望する方は、学童保育クラ
ブで受け付けも可能です。
※入会要項・申請書は、ま
ちだ子育てサイトでダウ
ンロードできます。また、
１０月１５日㈭から児童青少年課
（市庁舎２階）、忠生市民センター、

南市民センター、小山市民センタ
ー、各学童保育クラブ、各子どもセ
ンター、各子どもクラブ等でも配
布します。
※入会要件により必要書類が異な
ります。
※下表の受付期間後も、１１月２４日
㈫から児童青少年課で随時入会を
受け付けますが、定員を超過して
いる場合は空き待ちとなります。
※詳細は入会要項をご確認くださ
い。

申請方法 受付期間及び
受付日 受付時間 会場／提出先

郵　送
10月15日㈭
～11月9日㈪
／必着

児童青少年課

学童保育クラブ受
付（継続して入会
希望する方のみ）

10月15日㈭
～11月9日㈪ 学童保育クラブ開所時間 現在、入会している学童

保育クラブ

窓口での申請

11月16日㈪ 午後2時～7時 忠生市民センター

11月17日㈫ 午後2時～7時 子どもセンターつるっこ
午後4時～7時 子どもセンターぱお

11月18日㈬ 午後2時～7時 南市民センター
11月19日㈭ 午後2時～7時 小山市民センター
11月20日㈮ 午前9時～午後7時

市庁舎11月21日㈯ 午前9時～午後4時30分
11月22日㈰ 午前9時～午後4時30分

子 ど も セ ン タ ー ば あ ん 
休 館 の お 知 ら せ
　改修工事のため、１１月１日～
２０２１年２月２８日は休館を予定し
ています。休館中も代替施設（原ク
ラブ会館）で一部の事業を実施し
ます。
問子どもセンターばあん☎☎７８８・
４１８１（休館中を除く）、児童青少
年課☎☎７２４・４０９７

健 康 増 進 温 浴 施 設 
整 備 工 事 の お 知 ら せ
　市立室内プールの第１駐車場
に、地上３階建ての健康増進温浴
施設を整備する工事を行います。
工事期間中は、室内プールの駐車
場やトレーニング室等の施設の一
部が使用できなくなる場合があり
ます。使用できない期間等の詳細
は、決定次第、町田市ホームページ
でお知らせします。
工事期間１０月上旬～２０２１年１１
月末（予定）
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

つくし野コミュニティセンター 
施設貸出中止のお知らせ
　空調設備の改修工事のため、
２０２１年１月１８日～２月２２日は施
設貸出を中止します。
問市民協働推進課☎☎７２３・２８９２
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新型コロナウイルス感染防止のため、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

地域支え合い型ドライバー
養 成 研 修

　福祉有償運送等運転者・セダン等
運転者の運転資格が取得できる国土
交通大臣認定の講習会です。
対全回参加できる自動車運転免許保
持者で、外出に困っている地域でド
ライバーとしてボランティア活動が
可能な方
日１１月１０日、１７日、２４日、いずれも
火曜日午前１０時～午後４時１０分、全
３回
場せりがや会館
内外出や移動にお困りの方の移送に
必要な知識・身体介助・運転技能を身
に着ける（計１５時間程度）
定２０人（申し込み順）
申１０月１日午前９時～３０日午後５時
に電話で高齢者福祉課（☎☎７２４・
２１４６）へ。
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１０月１０日、２４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①１０月７日㈬午後２時～３時②１０
月７日㈬午後３時１５分～４時１５分③
１０月１９日㈪午後２時～３時④１０月
１９日㈪午後３時１５分～４時１５分
内①基礎・経営～補助金のイロハを
知ろう②基礎・財務～収支計画の仕
組みを学び、実際に作ってみよう③
基礎・人材育成～モチベーション向
上　自らの思い込みを外して、前に
進もう！④基礎・販路開拓～顧客ニ
ーズからマーケティングの考え方を
知ろう
講①イグナル・コンサルティング・林
早苗氏②（株）Ｃｚ・遠藤靖氏③（株）ブ
ルーコンシャス・森川祐子氏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
わくわく仲間づくりカレッジ

里山ウォーキング（後期）
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①１１月５日②１１月１９日③１２月３
日、いずれも木曜日午前８時５０分～
午後３時、全３回
※集合は①③小田急線鶴川駅北口や
すらぎ公園②町田バスセンターで
す。
内①野津田②長津田③真光寺の各コ
ース（各約７㎞）を歩く
定３０人（抽選、結果は１０月２６日ごろ
発送）
費１２００円
申１０月７日正午～１３日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２０１００７D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

シニア生涯ワーキングセミナー
対５５歳以上で働く意欲のある方
日１１月６日㈮午後１時～３時４５分
場町田合同庁舎
内ライフプランニング、再就職の現
状と考え方について

定１２人（申し込み順）
申電話で予約専用ダイヤル（☎☎０３・
５８４３・７６６５）へ（受付時間＝祝休日
を除く月～金曜日の午前９時～午後
５時）。
問東京しごとセンターシニアコーナ
ー☎☎０３・５２１１・２３３５、町田市産業
政策課☎☎７２４・２１２９
健康寿命を延ばそう！

フ レ イ ル チ ェ ッ ク 会
　フレイルとは、年齢とともに筋力
や認知機能が低下し、生活機能障害
などの危険性が高まった状態です。
運動・栄養・口

こう

腔
くう

・地域活動の総合的
なチェックや体力測定等で現在の状
態を確認し、専門家によるミニ講座
を通じて元気を取り戻すための取り
組みを学びます。
※当日の運営は町田市シルバー人材
センターが行います。
対市内在住の６５歳以上の方
日１１月４日㈬、受付時間＝午後１時
～１時３０分、午後１時３０分～２時
※所要時間は２時間程度です。いず
れかの受付時間を選んで申し込みし
てください。
場忠生市民センター
定５０人（申し込み順）
申１０月７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２０１００７Ｂへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

骨粗しょう症予防講習会
【５０歳からの骨

ほね

活
かつ

のすすめ】
対市内在住の１８歳以上の方

日１０月２０日㈫午後２時～３時
場健康福祉会館
内医師・管理栄養士・理学療法士によ
る講話、軽体操、骨折リスク・骨の健
康度チェック、情報展示コーナー
定２０人（申し込み順）
申１０月２日正午～１３日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２０１００２Ｅへ。
問保健予防課☎☎７２２・７９９６
オンライン開催

ア レ ル ギ ー 教 室
【専門医が教える！食物アレルギー
とアトピー性皮膚炎の最新情報と正
しい対処法】
　オンラインでの受講が難しい方は
会場で受講もできます。申し込み時
にオンライン受講または会場（市庁
舎）での受講を選択してください。
対市内在住で、食物アレルギーやア
トピー性皮膚炎の心配がある乳幼児
の保護者
※保育はありません。
日１０月２３日㈮午後２時～３時３０分
内食物アレルギーとアトピー性皮膚
炎に関する基礎講話、アトピー性皮
膚炎のスキンケアの実演
講（独）国立病院機構相模原病院小児
科・永倉顕一氏
定オンライン受講＝５０人、会場での
受講＝５人／申し込み順
申１０月６日正午～１３日にイベシス
コード２０１００６Ａへ（会場で受講を
希望する場合のみイベントダイヤル

〔☎☎７２４・５６５６〕で申し込みも可）。
問保健予防課☎☎７２２・７９９６

２０２０年度　秋の花壇コンクール

最優秀賞に「三ツ目山公園　はなみずきの会」
問公園緑地課☎☎７２４・４３９９

　花壇コンクールは、花の香り漂
う美しいまちづくりを目的に開催
しています。
　春のコンクールの審査会は新型
コロナウイルス感染症の状況を踏
まえ、中止しましたが、秋のコンク
ールには３１０団体が参加し、審査
の結果、以下の団体が入賞しまし
た。
◯最優秀賞　三ツ目山公園　はな
みずきの会（小山ヶ丘）
◯優秀賞　町田第三中学校（本町
田）、成瀬台２丁目さわやか（成瀬
台）、都立小山内裏公園花壇グルー
プ（小山ヶ丘）、鶴間・三角公園清掃
の会（鶴間）
※その他、優良賞に３０団体、努力

賞に３５団体、新人賞に３団体、本年
度特別賞「国際スポーツ大会賞」に
１０団体が選ばれました。
※受賞団体等コンクールの詳細
は、町田市ホームページでご覧い
ただけます。なお、審査会は９月１７
日に実施したため掲載写真と現在
の開花状況は異なります。

町 田 市 戦 没 者 追 悼 式 
中 止 の お 知 ら せ

　戦没者並びに戦争犠牲者のご冥
福をお祈りするとともに恒久平和
を祈念するため、１０月２２日㈭に
戦没者追悼式の挙行を予定してい
ましたが、新型コロナウイルス感
染防止のため、参列者の安全と健
康を考慮し、中止します。
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

国際版画美術館

「西洋の木版画　５００年の物語」展
問市役所代表☎☎７２２・３１１１、同館☎☎７２６・２７７１、０８６０

　西洋の木版画の特色を１５世紀
から現代までの作品１２０点で紹介
します。カラフルな絵本や、現代作
家による大型作品など、これまで
の「木版画」のイメージを変える多
彩な作品をお楽しみください。
会期１１月２３日㈷まで
休館日月曜日（１１月２３日は開館）
開館時間火～金曜日＝午前１０時
～午後５時、土・日曜日、祝休日＝　
午前１０時～午後５時３０分（いずれ
も入場は閉館の３０分前まで）
場同館企画展示室
観覧料一般８００円、高校・大学生
４００円、中学生以下無料
※各種割引や無料送迎バスの詳細
は、同館ホームページをご覧くだ
さい。
関連イベント  

【講演会～西洋の木版画－その歴
史と展開】
日１０月１０日㈯午後２時から約１時
間３０分
場同館講堂
講美術史家・佐川美智子氏

【刷り体験～木版画でポケふたを
刷ろう！】
　芹ヶ谷公園に設置中のポケモン
がデザインされたマンホールふた

「ポケふた」の図柄を木版画で刷り
ます。
対小学生以上の方（小学生は保護
者同伴）

日１１月７日㈯、午後１時３０分から、
午後３時から（各１時間程度）
定各８人（申し込み順）
申１０月１４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２０１０１４Ａへ。

【子ども向けイベント～おうちで
版画美術館】
　展示室からＺｏｏｍを使って好
きな作品や気になる作品について
ライブ配信形式でおしゃべりしま
す。
※事前に展覧会紹介動画を見てい
ただきます。
対０歳～小学生とその保護者
日１０月３１日㈯午前１０時から約１
時間
講（特）赤ちゃんからのアートフレ
ンドシップ協会代表理事・冨田め
ぐみ氏
定２０組（申し込み順）
申参加者全員の氏名（ふりがな）・
電話番号・年齢・Ｅメールアドレス
を明記し、１０月２６日までにＥメー
ル で 国 際 版 画 美 術 館（遍ｍｃｉｔｙ
４６３０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
へ。

【同時開催】
まちだゆかりの作家　若林奮
日１２月２３日㈬まで
場同館常設展示室最優秀賞　三ツ目山公園

　はなみずきの会
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催し・講座催し・講座
福祉サポートまちだ

【①高齢者・障がい者のための福祉法
律相談】
　法律に関する問題について、経験
豊富な弁護士が分かりやすく相談に
応じます。
対市内在住の高齢者・障がいのある
方、またはその家族や関係者
日１０月２０日、１１月１７日、１２月１５
日、いずれも火曜日午後２時～４時
２０分（１人３０分程度）
場町田市民フォーラム
内成年後見制度、相続、遺言、贈与、財
産分与、権利侵害などの相談
【②ご存知ですか？成年後見制度】
日１０月２３日㈮午後２時～３時３０分
場忠生市民センター
内成年後見制度の概要や手続きの流
れ、相談先の紹介等
講福祉サポートまちだ職員　
定１２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（町田市民
フォーラム４階、☎☎７２０・９４６１返
７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

デ ゴ イ チ 祭
　ナンバープレートを取り付けた実
物のＤ５１蒸気機関車や、実際に使わ
れた鉄道用品をご覧いただけます。
鉄道模型のＮゲージレイアウトで運

転の体験等ができます。
日１０月１８日㈰午前１０時～午後３時
場すみれ会館及びさるびあ図書館隣
接地
※駐車場はありません。
問児童青少年課☎☎７２４・４０９７
消費生活センター
くらしに役立つテスト教室

【玉ねぎの皮で染色　マスクを作っ
てみよう！】
対市内在住、在勤、在学の方
日１０月２８日㈬午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講コンシューマー技術教育研究会代
表・福岡ひとみ氏
定８人（申し込み順）
費１００円（検体費）
申１０月６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２０１００６Ｂ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。
問同センター☎☎７２５・８８０５
ハローワーク町田・八王子・相模原
合同
介護・福祉ミニ面接会

　介護・福祉業界で、正社員・パート
等で働きたい方の合同面接会を開催
します（未経験者も歓迎）。毎回、市内
の事業所が７社参加します。
※参加する事業所は毎月変わりま
す。
対１８歳以上の方（高校生を除く）
日１０月１４日、１１月１８日、１２月１６
日、２０２１年１月２０日、２月１７日、３月
１７日、いずれも水曜日午前９時３０分

～正午
場ハローワーク町田本庁舎
定各１５人（申し込み順）
申事前に電話で町田市介護人材バン
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）へ。
問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６

保育のお仕事就職相談会
　町田・川崎市共催で就職相談会を
開催します。市内及び隣接する川崎
市内の保育園等の施設長や採用担当
者へ、就職について相談できます（服
装自由）。会場にはカフェスペースも
あります。また、当日ブースを訪問す
ると、豪華景品の抽選会に参加でき
ます。
※履歴書は不要です。
※詳細は川崎市ホームページをご覧
ください。
対町田・川崎市内の保育園・認定こど
も園で働きたい方
日１０月４日㈰午後１時～４時
場麻生市民館３階第１～３会議室（川
崎市麻生区万福寺１－５－２）
※新型コロナウイルス感染防止のた
め、当日の参加状況によっては入場
制限をする場合があります。
問子育て推進課☎☎７２４・４４６８

知 財 無 料 相 談 会
　創業の際の商標登録や、オンライ
ン販売の注意点等、知的財産に関す
る悩みを弁理士に相談できます。
日１０月８日㈭、１１月１２日㈭、１２月１０
日㈭、２０２１年１月１４日㈭、２月１０日
㈬、３月１１日㈭、午後１時から、午後２
時から、午後３時から（各５０分程度）
場町田新産業創造センター
定各１社（申し込み順）
申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。
問産業政策課☎☎７２４・３２９６

分譲マンション管理セミナー
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日１０月２５日㈰午後１時３０分～４時

４５分
場市庁舎
内講演会「管理不全に陥らないため
のマンション管理組合の取り組み」、
経験交流会
講（一社）東京都マンション管理士会
理事長・親泊哲氏
定１５人（申し込み順）
申電話で住宅課（☎☎７２４・４２６９）へ。
国際版画美術館
リトグラフ一日教室
対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）
日１１月１３日㈮、１４日㈯、午前１１時
～４時（各回とも同一内容）
※両日への申し込みはできません。
場同館
内単色刷りの小品（約１５㎝×２０㎝）
を制作しながら、リトグラフの技法
を学ぶ（道具、材料は同館で用意）
講版画家・小森琢己氏
定各８人（抽選、結果は１０月２３日ご
ろ郵送）
費３０００円
申１０月１８日までにイベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード２００９２９Ｈへ（同館ホームペ
ージで申し込みも可）。
問同館☎☎７２６・２８８９

ダンボールコンポスト講習会
　毎日出る生ごみをダンボールコン
ポストでたい肥にしませんか。
　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１０月２６日㈪、２７日㈫、午後２時３０
分～４時
場市庁舎
定各１４人（申し込み順）
申１０月２日正午～１４日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２０１００２Ｆへ。
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０

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。

　弾道ミサイル情報や緊急地震速
報等が発信されたときを想定し、
町田市防災行政無線屋外スピーカ
ーで市内全域に試験放送します。
※町田市メール配信サービスに登
録している方には、前日及び当日
にメール等を配信します。なお、災

害等が発生した場合には予告なく
中止する場合があります。
日１０月７日㈬午前１１時ごろ
内「これはＪアラートのテストです」
という音声を３回繰り返し放送
市HP Ｊアラート  検索

Ｊアラート（全国瞬時警報システム）の試験放送
全国一斉情報伝達試験� 問防災課☎☎724・3218

名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談 月～金曜日 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 14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 ６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 1３日㈫
⑤登記相談 1日㈭
⑥行政手続相談 ８日㈭
⑦年金・社会保険・労務相談 7日㈬
⑧国の行政相談 ６日㈫
⑨建築・耐震相談 7日㈬

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
（祝休日を除く） 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　※Ｂは新設
（Ａ＝弁護士・宅地建物取引士、Ｂ＝
司法書士・宅地建物取引士）

Ａ＝12日㈪、
Ｂ＝1９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
※Ａ＝第2・4月曜日（第4月曜日は税理士も同席）、Ｂ＝第３月曜
日に実施（主に相続・不動産登記に関する相談）／いずれも祝休
日の場合は火曜日に実施
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☎☎問保健総務課　724・4241なお、検査体制等に変更はありません。ＰＣＲ検査を実施している「地域外来・検査センター」は町田市医師会第二駐車場へ移転しました。ＰＣＲ検査を実施している「地域外来・検査センター」は町田市医師会第二駐車場へ移転しました。

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のた
め、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１０月１７日㈯午後７時から＝
「マダガスカル３」、３０日㈮午後７時
から＝「モンスター・ホテル　クルー
ズ船の恋は危険がいっぱい？！」／
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
渡辺有一
「 お れ は　 ワ ニ だ ぜ 」 
絵 本 原 画 ミ ニ 展 示
　町田市民文学館の所蔵資料を公開
する「お宝展示」の第１１弾として、市
内在住の絵本作家・渡辺有一氏の「お
れは　ワニだぜ」の原画を展示しま

す。人間に捕らえられ、生きていくた
めに芸をしていたワニが、自分らし
く生きるために奮起する姿が描かれ
ています。
日１１月１日㈰までの午前９時～午後
１０時
休館日月曜日、１０月８日㈭
場町田市民文学館１階文学サロン
問同館☎☎７３９・３４２０　

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。特別プログラムはハロウ
ィンパズルを予定しています。
日１０月１１日㈰午前１０時～午後３時
（雨天実施）
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）
※新型コロナウイルス感染防止のた
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）。

【テント張り体験会】
　家族ごとに、一般的なドームテン
トを建てる体験をします。
対市内在住、在勤、在学のテント泊未
経験の家族
日１０月１７日㈯、午前１０時～正午、午
後２時～４時（雨天実施）

定各４組（申し込み順）
※新型コロナウイルス感染防止のた
め、同居の家族単位での申し込みに
限ります。
※ＪＲ横浜線相原駅西口～同センタ
ー間の無料送迎バスを運行します。

◇
場同センター
申１０月１日午前９時から電話で同セ
ンター（☎☎７８２・３８００）へ。

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
【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１０月１７日
㈯午後２時～４時場ひなた村陶芸室
講町田糸鋸の会定５人（申し込み順）
費３００円
【レッツ！サイエンス　科学クラブ
～長時間回転するコマの秘密】
対市内在住、在学の小・中学生日１０
月２５日㈰午前１０時～正午場ひなた
村工作室講電気の先生・伊藤泰郎氏
定１０人（申し込み順）費３００円
【キャンプスキルワークショップ～
ロープワーク　ハンモック・ジャン
グルジム編】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日１０月２５日㈰午前１０時～午後
３時（小雨実施、荒天中止）場ひなた
村童話の森定１０人（申し込み順）費
３００円
　　　　　　　◇

申１０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
●大地沢青少年センター☎☎７８２・
３８００
【親子陶芸教室】
　マグカップを作ります対市内在
住、在学の小学生で、陶芸初心者の親
子日１０月２５日、１１月２９日、いずれ
も日曜日午前１０時～午後０時３０分
場同センター内１日目＝粘土を成
形、２日目＝絵付け定５組（付添人を
含めて１組４人以内）／抽選、結果は
１０月１４日ごろに発送費１人６００円
申ハガキに「親子陶芸教室申込」と書
き、参加者全員の住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・年齢（学年）・送迎バス
利用の有無を明記し、１０月９日まで
（必着）に大地沢青少年センター（〒
１９４－０２１１、相原町５３０７－２）へ／
ＪＲ横浜線相原駅西口～同センター
間の無料送迎バスを運行

●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１１月１０日～１２月２２日の火
曜日、午後１時３０分～２時３０分、全７
回定５０人（初参加者を優先のうえ、
抽選）費３５００円申往復ハガキに必
要事項を明記し、１０月８日まで（消印
有効）に同館へ
●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
【①幼児スクール②小学生
スクール】
　各クラス等の詳細はお問い合わせ
ください対①４～６歳の未就学児（火
曜日と木曜日はＡクラス、水曜日はＡ
・Ｂクラス）②小学生（火曜日と木曜
日はＡ～Ｃクラス、水曜日はＡ・Ｂクラ
ス）／小学生の初めての参加はＡク

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。

ラスからとなります日１１月４日～
１２月２４日の火～木曜日、午後３時
３０分～７時４５分（Ａ～Ｃクラス各１時
間）定①各１５人②各２０人／抽選費
火コース＝各５６００円（各全７回）、水
・木コース＝各６４００円（各全８回）申
往復ハガキに必要事項を明記し、１０
月２２日まで（必着）に同プールへ
●三輪みどり山球場☎☎０４４
・９８７・１４４４
【スポーツデー】
対①②４歳（年中）～９歳③～⑤１８歳
以上の方日・内１０月２４日㈯、①走り
方教室＝午前９時３０分～１０時３０分
②はらっぱ教室＝午前１１時～正午
③青空ヨガ教室＝午前９時３０分～
１０時３０分④おなかシェイプ教室＝
午前１１時～正午⑤ノルディックウ
ォーキング教室＝午後１時～２時３０
分定各３０人（申し込み順）費各５００
円申電話で同球場（☎☎８５０・９７０７）へ

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
１０月
１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

２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
３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

４日㈰

午前９時～午後５時

内科、
小児科 虫明婦人科内科小児科医院（金森３-１９-１０） ☎☎７９６・４８０７

内科
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

耳鼻科 耳鼻咽喉科・アレルギー科のぶク
リニック（能ヶ谷１-５-８） ☎☎７３７・１１８７

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

５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
６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
７日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２
８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
９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
１０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

１１日㈰

午前９時～午後５時
※たなかだて内科・
呼吸器内科クリニッ
クは、午前１０時から
診療開始

内科

たなかだて内科・呼吸器内科クリ
ニック（鶴間３-３-１） ☎☎８５０・５０２７

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

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

１２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
１３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
１４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
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

休日耳鼻咽喉科の医院は、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
ージの「休日診療」のページをご覧ください。
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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

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

　９月２１日の敬老の日を前にした
１４日、新型コロナウイルス感染防
止のため、例年実施していた居宅
訪問に代えて、市長が市内の最高
齢者のお二人の長寿を、オンライ
ンでお祝いしました。
　市内最高齢に輝かれた葊瀬つね
さんは、明治４５年生まれの１０８歳
です。葊瀬さんは嫌いな食べ物が
無いとのことで、市長の「長生きの
秘
ひ

訣
けつ

ですね」という言葉に、ほほ笑
まれました。

　市では、周辺自治体と連携して観
光施策を進めています。その一環と
して、稲城市・多摩市と共同で、東京
２０２０オリンピック自転車競技ロー
ドレースのコースの一部を電動アシ
スト付き自転車で走るサイクルツア
ーを開催します。
　プロチームの選手を迎え、ロード
レースの楽しさや走り方などのレク
チャーを受けながら、一足先にコー
スを楽しみましょう。
対町田・稲城・多摩市に在住、在勤、在
学の中学生～６０代の健脚な方（中学
生は保護者同伴）
日１１月１日㈰午前８時３０分～午後０
時３０分ごろ
※雨天時は１１月８日㈰に延期します。
※集合はＪＲ南武線稲城長沼駅前いな
ぎ発信基地ペアテラス、解散は京王

相模原線多摩境駅駐輪場付近です。
定１５人（抽選、結果は１０月１６日まで
にＥメールで通知）
持ち物サングラス、飲み物、雨がっ
ぱ、マスク等
※サイクリングにふさわしい服装で
おいでください。
※自転車・ヘルメットは貸し出しま
すが、ご自身の自転車・ヘルメットで
の参加も可能です。
申「南多摩３市ロードレースイベン
ト」と書き、住所・氏名（ふりがな）・携
帯電話番号・年齢・性別・Ｅメールア
ドレス・自転車とヘルメットを持参
する方はその旨を明記し、１０月１４
日までにＦＡＸまたはＥメールでＪＴＢ
東京多摩支店内南多摩３市ロードレ
ース係（返０４２・５２１・５５５８遍ｍｉｎａ
ｍｉｔａｍａ＠ｊｔｂ．ｃｏｍ）へ。

　町田市基本計画「まちだ未来づくりプラン」及び「町田
市公共施設等総合管理計画（基本計画）」に基づき、将来
を見据えた長期的な視点で市民センター等の機能のあ
り方について示す「（仮称）町田市市民センター等の未来
ビジョン」を今年度に策定します。
　オンラインワークショップでは、将来的な行政窓口
・集会施設における、より良い行政サービスのあり方
について考えます。
※詳細は町田市ホームページをご覧ください。
日①１０月２５日②１１月１日、いずれも日曜日午後１時～
３時、全２回
内①行政窓口の未来を考える②集会施設の未来を考える
定３０人程度（申し込み順）
申申込書（町田市ホームページでダウンロード）に記入
し、１０月１５日まで（必着）に直接、郵送、ＦＡＸまたはＥメ
ールで市民総務課（市庁舎２階、〒１９４－８５２０、森野２
－２－２２、返０５０・３０８５・６５５１遍ｍｃｉｔｙ４６９０＠ｃｉｔｙ．
ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
※インターネット環境が整わない方はご相談ください。

　市では、市内中小企業者が生産する新規性が高く優れた商品・サ
ービスを「町田市トライアル発注認定商品」として認定し、ＰＲするこ
とで新商品・新サービスの信用力向上、販路拡大を支援しています。
　２０２０年度は、書類審査及び専門家による意見聴取の結果、２商
品（２事業者）を認定し、認定書交付式を９月１６日に市庁舎で行い
ました（＝写真）。今回の認定を含めて、これまでに４０商品が認定
を受けています。

和紙でつくる！かわいいおはな、カーネー
ション　工作キット
　和紙を使用した造花
キットです。刃物を使
わず、簡単に花束を作
ることができます。花
びらは一つひとつ金型
で型押しすることで、
花や葉に立体感や細かい動きをつけていま
す。また、付属のメッセージカードで手軽に感
謝の気持ちを伝えることができます。
事業所名（有）町田造花☎☎７９３・５６５８

ＫＥＩ－ＣＲＡＦＴ　ボールホルダー　ＸＯ－Ｒ
モデル
　「マイボールはいつも一緒
！！」をコンセプトに、ボール
を見せながら持ち歩くこと
ができるボールホルダーで
す。付属のフックやアタッチ
メントを用いて、リュックや
自転車のカゴに装着でき、子
どもが安全にボールを持ち
運ぶことができます。
事業所名（株）ａＲ構造設計事務所☎☎８６０・６６７８

市内最高齢者を市長がリモート訪問 東京２０２０オリンピック自転車競技
ロードレースのコースを巡ろう

　多摩丘陵と三浦丘陵に関係する１３自治
体の取り組みとして、身近な緑や水景につ
いて学び、楽しんでいただくウォーキング
ラリーを三浦で開催します。
日１１月７日㈯午前９時～午後３時ごろ（受付
時間＝午前９時～１０時３０分、順次出発）
※荒天中止です。
コース南黒川第一公園（小田急多摩線黒川
駅北口）～ＪＡセレサ川崎セレサモス麻生店

ふれあい広場（黒川駅南口周辺）、全長約１０
㎞（約３～４時間程度）
定２００人（申し込み順）
申申込書（公園緑地課〔市庁舎８階〕に有り）に
記入し、１０月１５日～１１月２日にＦＡＸでＵＲリ
ンケージ（返０３・６８０３・６２３９）
へ（多摩・三浦丘陵トレイルホ
ームページ〔右記二次元バー
コード〕で申し込みも可）。

市民センター等の未来を考えよう 2020年度

１０月は乳がん予防月間です
問健康推進課☎☎７２５・５１７８

多摩・三浦丘陵ウォーキングラリー多摩・三浦丘陵ウォーキングラリー
問川崎市建設緑政局みどりの協働推進課☎☎０４４・２００・２３６５、町田市公園緑地課☎☎７２４・４３９７

　４０歳を過ぎたら、２年に１度、
乳がん検診を受けましょう。市
では、少ない自己負担額で検診
を受けることができます。
※乳がん検診の詳細は町田市
ホームページ
（右記二次元バ
ーコード）をご
覧ください。

【関連イベント】
○中央図書館で特集コーナー
を開設中
日程１０月７日㈬まで
○市庁舎を乳がん啓発活動の
シンボルカラーであるピンク
色にライトアップします
日１０月の毎週水曜日、午後６
時３０分～９時

長寿をお祝いしました
問高齢者福祉課
☎☎７２４・２１４１

オンラインワークショップオンラインワークショップ
問市民総務課☎☎７２４・４３４６
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新規認定商品

町田市トライアル発注認定商品が決定
問産業政策課☎☎７２４・３２９６

問観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８　３年連続で男性最高齢となられ
た蓮見勝さんは、大正３年生まれ
の１０６歳です。ご家族と市長を交
えて歓談しました。
　当日はお二人とも楽しい時間を
過ごされました。


