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お知らせお知らせ
２０２１年度　町田市私立幼稚園等

園 児 募 集
　詳細は各私立幼稚園等へお問い合
わせください。
　子ども・子育て支援新制度移行園
の詳細は、まちだ子育てサイトをご
覧ください。
問保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３８
届かない方はご連絡を

就学時健康診断通知書
　来年４月に小学校に入学する児童

（２０１４年４月２日～２０１５年４月１日
生まれのお子さん）の健康診断を、
１０月末から１１月中に各市立小学校
で行います。
　対象の方には、通知書を１０月５日
ごろに届くようお送りしました。ま
だ届いていない方はご連絡くださ
い。
問保健給食課☎☎７２４・２１７７
町田都市計画道路３・４・１３号木曽
学園線

都市計画変更素案説明会
　木曽西四丁目から玉川学園六丁目
に至る町田都市計画道路３・４・１３号

木曽学園線について、金井ヶ丘二丁
目～川崎市境（玉川学園六丁目）の一
部区間を廃止する都市計画変更素案
の説明会を開催します。
日１０月２３日㈮午後７時～８時、２４日
㈯午後２時～３時
場金井小学校体育館
※公共交通機関をご利用ください。
問道路政策課☎☎７２４・１１２４
秋号を発行しました！～町田市　講
座・イベント情報誌

生涯学習ＮＡＶＩ　好き！学び！
　市内や近隣で１０月
～１２月に開催または
募集を開始する講座
・イベント等の情報
を掲載しています。
配布場所市庁舎、各
市民センター、各市
立図書館等
※町田市ホームページで
もご覧いただけます。
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１
町田市農業研修

現 地 見 学 会
　市では、新たに農業経営を目指す
方や農家を支援する援農者の育成を
目的として、市が開設した研修農場
で野菜作りのノウハウを学ぶことが

できる２年間の農業研修を実施して
います。
　２０２１年度研修生の募集に向け
て、現地見学会を開催します。
対市内在住で、２０２１年度農業研修
への参加を希望・検討している方等
日１１月７日㈯午前１０時～１１時ごろ

（雨天中止）
場町田市農業研修農場（小野路町）
内農業研修の見学、研修事業の説明
定１３人（申し込み順）
申１０月１６日正午～２６日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２０１０１６Ｆへ。
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１６４

高齢者インフルエンザ予防接種の
費用が無料になります

問保健予防課☎☎７２４・４２３９

駅 前 連 絡 所 の 休 所 及 び 
コ ン ビ ニ 証 明 書 自 動 
交 付 サ ー ビ ス の 休 止

　システムメンテナンスのため、
１０月３１日㈯、１１月１日㈰は、町田
・鶴川・南町田の各駅前連絡所を
休所します。また、コンビニエンス
ストアでの証明書自動交付サービ
スも終日休止します。
※コンビニエンスストアは、１１月
２日㈪午前６時３０分からサービス
を再開します。
問市民課☎☎７２４・２８６４

　接種してから効果が現れるまで
２週間程度かかります。６５歳以上
の方は早めに接種を済ませましょ
う。
　接種回数は１回です。
対市内在住の６５歳以上の方
※６０歳以上６５歳未満で、心臓・じ
ん臓・呼吸器の機能、またはヒト免
疫不全ウイルスによる免疫機能に
重い障がいがある、身体障害者手
帳１級程度の方も対象です。
期間２０２１年１月３１日㈰まで
場町田・八王子・日野・多摩・稲城市
の指定医療機関
※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。
自己負担額無料
※生活保護受給者、中国残留邦人
等の支援受給者は、接種の際に必

ず「生活保護受給証明書」「中国残
留邦人等の支援給付受給証明書」
をお持ちください。

【指定介護老人福祉施設等に入所
している町田市民の方の接種費用
を助成します】
　特定の施設に入所し、町田・八王
子・日野・多摩・稲城市の指定医療機
関以外の医師による接種を受ける
場合、接種費用を１人１回助成します。
　接種の前に申請が必要です。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。
対同予防接種対象の方で、市内・市
外の指定介護老人福祉施設、介護老
人保健施設、指定介護療養型医療
施設のいずれかに入所している方
助成限度額５５００円

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

まちだの新たな学校
づくり審議会

１０月２６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

町田市介護保険事業
計画・高齢者福祉計
画審議会

１１月１１日㈬
午後６時３０
分～８時

市庁舎１０階会
議室１０－２～５

３人
（申し込み順）

事前に電話でいきいき
総務課（☎☎７２４・２９１６）
へ

町田市地域包括支援
センター運営協議会

１１月１２日㈭
午後４時３０
分～６時

市庁舎２階市民
協働おうえんル
ーム

３人
（申し込み順）

事前に電話で高齢者福
祉課（☎☎７２４・２１４０）へ

町田市指定管理者管
理運営状況評価委員
会（対象施設＝市立室
内プール、緑ヶ丘グラ
ウンド、ふるさと農具
館、七国山ファーマー
ズセンター）

１１月１６日㈪
午後１時１５
分から

市庁舎３階会議
室３－１

４人
（申し込み順）

事前に電話で総務課
（☎☎７２４・２１０８）へ

　広袴不動尊の近辺も、ヒヨドリの小
さな群れが上空を移動し始め、チョウ
ゲンボウが姿を見せるようになりま
した。モズの高鳴き、カラ類の混群に
秋の訪れが感じられる１０月です。
　今年の７月は毎日雨続きで、８月か
ら９月にかけては猛暑でした。その
せいか、ヒガンバナの開花が１０日く
らい遅かったように思います。また、
このあたりのザクロは、結実期の長
雨のために実をつけることができ
ず、中には今頃、２回目の花を咲かせ
ている木もあります。
　心待ちにしていた金

きん

木
もく

犀
せい

の香り。
あちこちでかぐわしい香りを放って
います。能ヶ谷にある幼稚園の周りに
は、２辺の街区道路沿い数十ｍにわた
り生け垣があり、そのすべてが金木
犀。高さも３～４ｍあり、それこそ、辺
りはその香りで満ちていました。
　さて、先日、建設中の市立陸上競技
場（町田GIONスタジアム）バックス
タンド増築工事の現場を見学しまし
た。すでに、スタンドの建物はおおむ
ねできあがっていて、今後は、給排水
・衛生、電気、機械など設備系の工事
になります。
　２０１９年１月の基盤造成工事着工か

ら２年余の、来年２０２１年の春に完成
予定です。
　メインスタンドと向かい合ってバ
ックスタンドの建物ができると、声
援などの音が相互に反響して、競技
場内の高揚感が増すと思われます。
　Ｊリーグについては、現在新型コロ
ナウイルスの感染予防対策で、観客
入場者数、大声での声援、鳴り物の制
限などもありますが、バックスタン
ドが完成する２０２１年シーズンに
は、規制も解かれ、サポーターの歌声
が響き渡るのを期待しています。
　町田GIONスタジアムを本拠地と
するＦＣ町田ゼルビアは、今季の成績
は中位以下に低迷しています。ここ
はひとつ、スタンドの完成を前に、さ
らに奮起を期待したいところです。

町田GIONスタジアムのバックスタンド
増築工事の様子

みんなで描くまちだの未来みんなで描くまちだの未来

まちをつなぐモノレール

Vol.６

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
　モノレールはみんなの「まち」と

「暮らし」にどのような変化をもた
らすでしょうか？
　これまでみんなが「町田らしさ」
を感じ、大切に育んできた町田駅
周辺エリアの「にぎわい」や、大規模
団地の「便利な暮らし」、市域北部
に残る「豊かな緑」に、新たな「いい
な」を乗せて、モノレールの延伸と
共に、みんなの未来につなぎます。
　「にぎわい」の町田駅周辺には、
みどりやオープンスペースがあふ
れ、ゆったり待ち合わせをしたり、
木陰で本を読んだり、仕事をした
り…、自分のやりたいことを実現
できる場所を目指します。
　「便利な暮らし」を支える大規模

団地は、新たな生活様式に対応し
て既存の機能を再編し、まるで一
つの大きな家族のように暮らしを
共有し、ひとの活動が地域とひと
をつなげる団地を目指します。
　市域北部の「豊かな緑」は、気軽
に親しめ、暮らしの一部として関
わることができ、みんなにとって
かけがえのない身近なみどりを目
指していきます。
　現在、策定を進めている、都市づ
くり分野の計画では、多摩都市モ
ノレール延伸※を見据えたビジョ
ンを描きます。
※市では、多摩都市モノレールの
町田方面延伸の実現を目指して積
極的に取り組んでいます。

市HP 都市づくりのマスタープラン  検索


