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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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昔のこと、作者のシュルツ昔のこと、作者のシュルツ
さんのことを知ることがでさんのことを知ることがで
きてよかったきてよかった

発音良く相手に伝わる発音良く相手に伝わる
とうれしいから好きとうれしいから好き

お医者さん。お医者さん。
人の命を助けて人の命を助けて
あげたいあげたい

サッカー選手。サッカー選手。
海外のサッカー選手と海外のサッカー選手と
英語で話したい英語で話したい

英語で広がる子ど
もの未来英語で広がる子ど
もの未来

授授 業業 中中

　9月から、市立小学校の5年生を対象に、南町田グランベリーパ
ーク内のスヌーピーミュージアムで、英語授業の校外学習を開始
しました。子どもたちは英語で書かれたワークシートを片手に、展
示の中から質問の答えを探し、楽しみながら学習しています。
　藤の台小学校の校外学習の様子を紹介します。

問指導課 ☎☎724・2154

Now In Session!
Now In Session!

楽しかった。楽しかった。
たくさん学ぶことがたくさん学ぶことが
できたできた

A１A１

 日本語にはない特徴があ 日本語にはない特徴があ
る。イエスとノーがはっきる。イエスとノーがはっき
りしているのが面白いりしているのが面白い

A２A２
　内緒です　内緒です

とても楽しかった。とても楽しかった。
スヌーピーがかわいスヌーピーがかわい
かったかった

inter
view

Q1　今日
の授業は

どうだっ
た？

Q２　英語
は好き？

Q３　将来
の夢は何

？

A１A１

A３A３

A１A１

A２A２

A３A３

A３A３
A２A２

好き。好き。
英語が話せたら英語が話せたら
かっこいいかっこいい

　市内の小学校では英語の授業時、ALT（外国語指導助手）や
MEPS（英語授業指導員）と連携して、英語の楽しさを味わえる
授業づくりを進めています。授業では、子どもたちが積極的に
発言し、楽しみながら英語によるコミュニケーション能力を
身に付けることができています。

藤の台小学校・田中先生藤の台小学校・田中先生

小玉さん小玉さん
吉野くん吉野くん

細谷くん細谷くん

©Peanuts Worldｗide LLC
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授業の様子は でも配信中！まま ちち テテ レレ 市HP まちテレ で検索
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？？ えいごのまちだって、
どんなことを
しているの？

hmm...hmm...

小学校放課後英語教室の実施小学校放課後英語教室の実施

MEPSの配置MEPSの配置 英語の教科化英語の教科化
の先行実施の先行実施

　ALT（Assistant Language Teacher、
外国語指導助手）を増員し、授業の時
間だけでなく休み時間中や給食の時
間も子どもたちと一緒に過ごしてい
ます。子どもたちが英語に触れる機
会を多く創出しています。

えいごのまちだ
には

４つの柱があります！

　町田市はえいごのまちだ推進事業を通して、「英
語をひとつのツールとして自分を表現できる」「10年
後の自分を思い描くことができる」、そんな自立した
子どもの育成を目指しています。

英語教育は
さらに充実するん
ですね！

　英語の「聞く」「話す」「読む」「書く」の学習状況が、スコアで分かるGTECを
無料で受験します。スコアは授業改善にも生かしています。

　イギリスの雰囲気を再現している、福島県の「ブリティッシュ・ヒル
ズ」で国内留学を体験する移動教室に対し、補助金を交付しています。

　授業で各国の文化などに触れることができる
国際交流活動を、希望校で実施しています。

ALTの増員ALTの増員

　英語のコミュニケーション能力向
上を目的として、全小学校の２～５年
生の希望者を対象に無料で実施して
います。今後は、市立中学校でオンラ
インを活用した放課後英語教室の実
施を検討します。

　MEPS（Machida English Promo
tion Staff、英語授業指導員）は、
小学校の先生に英語の授業につ
いてアドバイスをする人材で
す。町田市では独自に配置し、授
業の質の向上に努めています。

　２0２0年度からの全国的な
英語の教科化に先駆け、２018
年度から小学校全校で先行実
施しました。

えいごのまちだ
４つの柱

移動英語教室への補助金交付移動英語教室への補助金交付

English　 Festaの実施English　 Festaの実施

町田市のSDGs
今も未来も大切に

GTEC（英語4技能検定）の実施GTEC（英語4技能検定）の実施

問指導課☎☎724・2154

Attention please！
Attention please！

NICENICE！！

YE
S

YE
S！！

Check

Check‼‼

教育委員会指導主事の新井先生教育委員会指導主事の新井先生

さらにこ
んなことも行っています

さらにこ
んなことも行っています！！ ブリティッシュ・ヒルズの

活動の様子



32020．11．15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

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

募　集募　集
観光まちづくり課

会 計 年 度 補 助 職 員
　詳細は募集要項をご覧ください。
募集要項・応募書類は観光まちづく
り課（市庁舎９階）で配布し
ます（町田市ホームページ
でダウンロードも可）。
対次のすべての要件を満たす方　①
心身ともに健康である②パソコンの
操作（ワード・エクセル等）ができる
任用期間2021年1月４日～３月３1日
勤務時間月～金曜日、午前８時３0分
～午後５時のうち６時間、月20日
勤務場所観光まちづくり課（市庁舎
９階）
募集人数1人
報酬月額12万６000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＝書類、2次＝面接
申募集要項を参照し、応募書類に記
入のうえ、11月2５日まで（必着）に、
直接または郵送で観光まちづくり課
へ。
問観光まちづくり課☎☎７2４・212８

認 可 保 育 所 等 職 員
　詳細は（社福）明社会（☎☎７３６・
22７６）へお問い合わせください。
対有資格者
○東平ひまわり保育園、東平しらゆ

り保育園、東平ひなぎく保育園、東平
なでしこ保育園＝保育士（常勤）、看
護師（常勤）
※配属はいずれかの施設になりま
す。
問保育・幼稚園課☎☎７2４・21３８

お知らせお知らせ
国保・後期・介護の

納付済額通知を１月下旬
に お 送 り し ま す
　国民健康保険税・後期高齢者医療
保険料・介護保険料は、確定申告の社
会保険料控除の対象となります。
2020年中に町田市に支払われた保
険税（料）については、2021年1月下
旬に納付済額通知を郵送します。申
告書類作成の資料としてご利用くだ
さい。年末調整などのため早めに必
要な場合は、窓口またはお電話でお
問い合わせください。
問国民健康保険税について＝納税課
収納係☎☎７2４・2121、後期高齢者医
療保険料について＝保険年金課高齢
者医療係☎☎７2４・21４４、介護保険料
について＝介護保険課保険料係☎☎
７2４・４３６４

１１月２２日は
マイナンバーカード及び電子
証明書の手続きができません
　マイナンバーカード（個人番号カ
ード）は、市民課（市庁舎1階）と各市
民センターで、月～金曜日（祝休日を
除く）と第2・４日曜日に交付してい
ます。
　11月22日㈰は、全国システムが
メンテナンスにより休止するため、
同カードの受け取りができません。
また、住所異動に伴う同カードに関
する各種手続き（継続利用・券面事項
の変更等）、電子証明書に関する手続
きも行うことができません。ご理解
ご協力をお願いします。
※コンビニ証明書自動交付サービス
は通常どおり利用できます。
問市民課☎☎８６0・６1９５

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。

町田市介護人材バンク
【出張・就労相談会ｉｎ鶴川市民センタ
ー】
　資格や経験は不問です。希望職種
や勤務形態などに応じた多様な働き
方を支援します。
対介護施設に就職を希望する方
日11月21日㈯午後1時３0分～４時
場鶴川市民センター第1会議室
※事前予約は町田市介護人材バンク
へ（予約無しでの参加も可）。

【特別講座～心とカラダのイキイキ
健康体操！】
　本格的な冬に備えて、寒い季節に
血行を良くする体操などを中心に行
います。
※講演後、介護に関する求職相談会
も行います。

対市内在住の介護に関わる仕事（資
格がなくてもできる清掃、ベッドメ
イキング、配膳、介護補助等の周辺業
務）の相談を希望する方等
日12月４日㈮午後2時～４時３0分
場町田市民フォーラム
講町田市リハビリテーション連絡会
・田中優氏
定20人（申し込み順）
申11月2６日までに電話で同バンク
へ。

◇
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

血管アンチエイジング
（動脈硬化予防）講習会
対市内在住の1８～７４歳の方
日12月1日㈫、午前９時1５分～11時
５分、午前10時４５分～午後0時３５分
（各回とも同一内容）
場健康福祉会館
内血管年齢測定（希望者のみ）、保健
師・栄養士講話「血管を若く保つため
の生活習慣」
定各1６人（申し込み順）
申11月1７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20111７Ａへ。
問保健予防課☎☎７22・７９９６
生涯学習センター

子育てカフェ　つばめ
　子育て中のママ達が運営していま
す。先輩ママ達と子育て情報を交換
しませんか。
対市内在住の未就学児とその保護
者、妊婦の方
日12月７日、2021年1月1８日、2月1
日、３月1日、いずれも月曜日午前10
時～正午（出入り自由）
場同センター６階保育室
定各５組（先着順）
問同センター☎☎７2８・00７1

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１６５

香 山 緑 地 
整備工事（その１）のお知らせ
　香山緑地を市の観光拠点の一つ
とするため、園路や庭園等を整備
する工事を行います。工事期間は
2022年３月までの予定です。ご理
解ご協力をお願いします。
問公園緑地課☎☎７2４・４３９８

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

１１月３０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

　寒くなりました。間
あい

ノ
の

岳
だけ

や農
のう

鳥
とり

岳
だけ

など南アルプスの山々の雪化粧も遠
望することができるようになりまし
た。晴天の秋の日、常盤地区、上小山
田地区にある尾根緑道と近くの里山
を歩きました。ガマズミの実が鮮や
かな赤に熟れ、カラスウリの橙色が
かった赤い実もつややかに光ってい
ました。くっきりとした青空に、羽裏
の白色を見せてノスリ（下写真）が2
羽空高く帆

はん

翔
しょう

していました。

　さて、その尾根緑道は、歩行者専用
道を挟んで、南側と北側の狭い車道
がそれぞれ対面交通になっているな
ど、長い間、交通の危険性が指摘され
てきましたが、７年ほど前から、地元

の町内会・自治会の皆さんや地元警
察等、関係者の合意形成を図りなが
ら、再整備計画の策定作業を進めて
きました。
　計画では、種入のバス停から桜美
林学園のグラウンド付近までの、約
1．1㎞について、南北の道路それぞ
れに一方通行の交通規制をかけ、沿
道の住宅にお住まいの方の利便性を
考慮して、途中数か所にＵターンで
きる箇所を設けています。
　今年度は北側道路の築造工事を進
めていますが、南側を含めた全体の
工事は４年ほどかかる見込みで、
202３年度の完了を目指しています。

みんなで描くまちだの未来みんなで描くまちだの未来

将来に引き継ぐ生きものと共生する豊かな暮らし

Vol.８

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

問環境・自然共生課☎☎７２４・４３９１
　市は、201５年に「町田生きもの
共生プラン」を作りました。この計
画が目指す将来像は、20５0年に
「源流から里山、街が織りなす　い
のち輝く町田」として、生きものが
住んでいる場所（生態系）、町田市
に住む色々な生きもの（種）、生き
ものの個性（遺伝子）を大切にして
いき、未来も豊かな生態系や生き
ものの魅力があふれる町田にして
いくことです。
　そのはじめの一歩として「町田
生きもの共生プラン」を策定し、生
物多様性基本法の「生物多様性地

域戦略」に位置づけています。計画
期間は2021年度までで、2022年
度からは、現在策定を進めている
町田市環境マスタープランの柱の
一つとして、新たな生物多様性地
域戦略をスタートさせる予定で
す。
　未来においても自然や生きもの
の魅力にあふれる「いのち輝く町
田」でいられるように、これまでの
将来像を引き継ぎ、今の生きもの
たちの生態系、種類、遺伝子を絶や
すことなく将来につないでいきま
す。

原動機付自転車のオリジナルナ
ンバープレートを交付しています

お 詫 び
　本紙11月1日号５面に掲載した
「交付しています　原動機付自転車
のオリジナルナンバープレート」
について、追加された番号のナン
バープレートを、新規登録・交換と
もに11月10日㈫から交付する予
定でしたが、延期となりました。現
在は番号の受け付けのみ行ってい
ます（先着順）。
　ナンバープレートの交付日は決
まり次第お知らせします。
問市民税課☎☎７2４・211３

尾根緑道工事の様子
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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等で納税が困難な方はご相談ください11月は、「国民健康保険税」の納付月です

催し・講座催し・講座
オンラインで開催します
アクティブ福祉ｉｎ町田ʼ２０
　町田市の医療・介護・福祉に携わる
施設職員や地域団体、学生の取り組
みや研究を発表・共有し、市民の皆さ
んにも理解を深めていただくイベン
トです。
　町田市介護人材開発センターホー
ムページ（右記二次元バ
ーコード）で動画配信等
を行っています。
内実践研究発表動画・町田市長賞等
の受賞発表動画の配信、市民の皆さ
んから応募いただいた介護川柳の優

秀作品の掲載
※詳細は、町田市介護人材開発セン
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
消費生活センター
くらしに役立つテスト教室

【実験から知る野菜の食べ方・選び
方】
　ハムやソーセージに使われる発色
剤と同じ成分が野菜にも含まれてい
ることを実験で確認し、健康への影
響を考えながら学びます。
対市内在住、在勤、在学の方
日１２月２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・
福岡ひとみ氏
定１２人（申し込み順）
費１００円（検体費）
申１１月１７日正午～２４日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２０１１１７Ｂ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

高齢運転者安全運転教室
　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が義務
づけられている、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）がご利用いた
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１２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１２月１０日ごろ
発送）
申１１月１７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２０１１１７Ｄへ。
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３

「おかしいな」と思ったら～２０１９年度の消費生活相談から 問消費生活センター☎☎７２５・８８０５

　２０１９年度に消費生活センターに寄せられた相談件数は４０９３件で、前年度より１９４件、４．５％減少しました。最近の相談事例を紹介
します。

　訪問販売・電話勧誘等で契約した場合、契約日
から８日間（一部は２０日間）は、工事の完了や商品
の使用（消耗品を除く）とは関係なく無条件に解
約できます。クーリング・オフ期間を過ぎていて
も、販売方法や契約書に問題があれば解約でき
る場合がありますので諦めずにご相談ください。
　また、クーリング・オフ対象外のものもあるの
で、詳細は消費生活センターへお問い合わせく
ださい。

対市内在住・在勤・在学の方
〇相談専用電話☎☎７２２・０００１（受
付時間＝月～土曜日、午前９時～正
午、午後１時～４時、祝休日・年末年
始を除く）
〇消費者ホットライン（消費者庁）
☎☎１８８（いやや）
最寄りの相談窓口をご案内します。

クーリング・オフ制度 困ったときは
消費生活センターへ

町田のマチ子さん

事例2 定期購入のトラブル
　インターネット広告で、お試し価格１００円のサプリ
メントを見つけて購入した。昨日、同じ商品が１０袋も
届いた。驚いて販売業者に連絡したところ、３回の購
入が条件で総額約４万円の定期購入コースなので、
途中解約はできないと言われた。

アドバイス
　販売サイトの申し込みページには、条件付きの定期
購入コースであること、３回分の代金総額、途中解約
はできない等、小さい文字ながら記載されていまし
た。初回の低価格を強調し、その条件の定期購入や総
額は目立たないよう表示する販売業者が目立ちます。
格安商品の場合は、低価格が強調されていても購入
条件や返品特約等を必ず確認して申し込みましょう。

事例3「くらしのレスキューサービス」
でのトラブル

　夜間、トイレが詰まりインターネットで
事業者を探し、来てもらった。「９８０円から」
と書いてあったのに、代金５５万円を請求さ
れた。仕方なく払ったが高額だと思う。

アドバイス
　トイレの詰まりや水道のトラブル、鍵の紛
失等、急なトラブルに遭遇した際、いわゆる
「くらしのレスキューサービス」に依頼し、思
わぬ高額請求を受けた等の相談が多数寄せ
られています。広告の表示や電話で説明され
た料金をうのみにせず、見積もりを取って検
討しましょう。納得できない料金を請求され
た場合は、その場で支払わず交渉しましょう。

事例1 サイドビジネス
　ＳＮＳの広告に「簡単に稼げる」と書いてあったの
で、サイトにアクセスし、もうけるためのやり方を
１万９８００円で購入した。「写真を撮ったら稼げる」
「感想を書くだけで稼げる」と書いてあったのに全
く稼げない。話と違うので解約し、返金してほしい。

アドバイス
　「簡単に稼げる」「高収入を得られる」との言葉に引
かれて連絡したところ、必要だからと言われて、情報
商材を購入させられたとの相談が増えています。中に
は３０万円、５０万円と高額な契約をした人も多くいま
す。情報商材を購入すればもうかるものではありませ
ん。甘い言葉に惑わされず、十分な注意が必要です。

　市立博物館は、（仮称）国際工芸美
術館の開館に向けて、工芸美術の魅
力を発信しています。本展では、多摩
地区で活躍する工芸美術作家の団体
である多摩クラフト協会の作品約
１５０点を展示します。上質な器や服
飾、家具、ジュエリーなどを、来て、見
て、体験して、その魅力をお楽しみく
ださい。
日１２月１８日㈮～２０日㈰、午前９時
～午後６時
場町田市民ホール４階ギャラリー

関連イベント～体験講座関連イベント～体験講座
　⑤以外の作品は当日持ち帰りでき
ます。
【①シルバーのバングルを作ろう！】
　刻印やハンマーで好きな文様を付
けて作ります。
対小学生以上の方（小学生は保護者
同伴、保護者は見学のみも可）

日１２月１８日㈮午前１０時～正午
講ジュエリー作家・大池結花氏
定４人（抽選）
費１５００円
【②超簡単な織り機を作って織って
みよう】
　裂き布を織り込み、コースターを
作ります。
対小学５年生以上の方（保護者の見
学のみの参加は不可）
日１２月１８日㈮午後２時～４時
講染織作家・斉藤登美枝氏
定５人（抽選）
費１０００円
【③ハーバリウム万華鏡をつくろう】
　作家が用意した材料を使って制作
します。
対中学生以上の方（保護者の見学の
みの参加は不可）
日１２月１９日㈯午前１０時～正午
講ガラス作家・松本建夫氏

定５人（抽選）
費７７００円
【④ヘラ彫金体験】
　銅板に絵を描いて、裏から膨らま
せてレリーフにし、表札を作ります。
対小学生以上の方（保護者の見学の
みの参加は不可）
日１２月１９日㈯、午後２時～２時３０
分、午後４時～４時３０分（各回とも同
一内容）
講金属造形作家・安東佳氏
定各５人（抽選）
費１５００円
【⑤アマビエをつくってみよう！】
　疫病退散の妖怪アマビエを粘土で
作ります。講師が用意したベースの
人形に表情等を描きます。講師が釉
掛け・焼成し、完成品は約１か月半後
に着払いで郵送します。
対小学５年生以上の方（保護者の見
学のみの参加は不可）

日１２月２０日㈰午前１０時～正午
講陶磁器作家・くつわだりえ氏
定５人（抽選）
費１０００円（送料別）
【⑥木のブロックで作るクリスマス
ツリー】
対小学５年生以上の方（保護者の見
学のみの参加は不可）
日１２月２０日㈰午後２時～４時
講家具デザイン作家・伊藤洋平氏
定５人（抽選）
費１５００円

◇
場町田市民ホール４階ギャラリー
申１１月１８日正午～２７日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード①２０１１１８Ｄ②２０１１１８
Ｆ③２０ １ １ １ ８Ｇ④２０１ １ １ ８Ｃ⑤
２０１１１８Ｂ⑥２０１１１８Ｅへ。
※いずれも抽選結果は１２月８日ごろ
までに電話で連絡します。

問同館☎☎７２６・１５３１多摩クラフト協会作家と町田市立博物館が贈る　暮らしに寄りそうアート展

2019年度消費生活相談上位10位
順位 商品名・役務名 件数
1 商品一般（架空請求のハガキ等） 788

2 運輸・通信サービス（引っ越し、パソコン・スマートフォン等の契約や
インターネット上のトラブル等） 626

3 土地・建物・整備（屋根工事・外壁塗装等の住宅に関する工事や賃貸
アパート・マンションの契約等） 464

4 食料品（健康食品や痩身サプリメント等の定期購入契約等） 261

5 教養娯楽品（パソコン関連機器、ＡＶ機器や時計等の購入、投資用
学習教材や新聞の契約等） 242

6 金融・保険サービス 224
7 保健衛生品 220
8 他の役務（仲介・代行サービス、質問サイト、宗教等） 193
9 保健・福祉サービス 192
10 教養・娯楽サービス 181
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町田市農業研修事業
秋 野 菜 の 予 約 販 売
　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
目的に、市が開設した研修農場で、野
菜作りのノウハウが学べる２年間の
農業研修を実施しています。
　例年、研修農場の周知と研修生の
販売実習を兼ねて、キラリ☆まちだ
祭で直売していた野菜を、今年度は
予約販売します。詰め合わせにして
研修農場でお渡しします。
日１１月２９日㈰、購入時間帯＝午前９
時～１０時、午前１０時～１１時、午前
１１時～正午
場町田市農業研修第１圃

ほ

場駐車場
（小野路町）
詰め合わせ内容１セット＝ハクサ
イ、ブロッコリー、ダイコン、ニンジ
ン等６～７種類（総重量７㎏程度を予
定）
※詳細は、１１月２７日㈮ごろまでに
申込者に通知します。
※天候等により野菜の種類や品数、
重量が変わる場合があります。
販売数各時間帯１３セット（１組１セ
ットまで、申し込み順）
費１セット１０００円
申１１月１９日正午～２４日にイベント

ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２０１１１９Ａへ。
※購入時間帯・現地への交通手段（駐
車場有り、１組１台まで）を明示して
ください。
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

国 際 版 画 美 術 館
【創作講座リトグラフ】
対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）
日２０２１年１月２２日、２９日、２月５日、
１２日、１９日、２６日、３月５日いずれも
金曜日、午後１時３０分～４時３０分、全
７回
場同館
内多色刷りの作品（約１８㎝×２８㎝）
を制作（道具、材料は同館で用意）
講版画家・山口茉莉氏
定８人（抽選、結果は１２月１８日ごろ
郵送）
費１万４０００円
申１２月１３日までにイベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード２０１１１０Ｈへ（同館ホームペ
ージで申し込みも可）。
問同館☎☎７２６・２８８９
【企画展「西洋の木版画～５００年の物
語展」シルバーデー】
　１１月１８日㈬は、６５歳以上の方を

対象に入場料が無料になります。
問同館☎☎７２６・２７７１

まちだの体力向上プロジェクト
【自宅で出来る簡単筋トレ＆ストレ
ッチ】
　参加者には、当日のメニューを記
載した資料をお渡しします。
対市内在住、在勤の５０歳以上の方
日１２月１６日、２３日、いずれも水曜日
午前９時３０分～１０時３０分、午前１０
時４５分～１１時４５分（各回とも同一
内容）
場南市民センター
内自体重筋力トレーニング、全身ス
トレッチ
講コナミスポーツ（株）フィットネス
インストラクター・山下竜司氏
定各１５人（申し込み順）
費１００円（保険料）
申１１月１７日正午～１２月１３日にイ
ベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード２０１１１７Ｃへ。
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６
どうなっているの？
思春期のこころとからだ
　思春期の子どもたちの「親にだけ
は話さない」対人関係や恋愛、性に関
するリアルな現状をお伝えするとと

もに、インターネットやＳＮＳの状況、
デートＤＶなど最近の性被害の危険
性にも触れ、自分自身を大切にする
こと、命の大切さを学びます。
対思春期のお子さんがいる保護者等
日１２月１７日㈭午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講武蔵野市助産師会会長・大田静香
氏
定２０人（申し込み順）
申１１月１８日正午～１２月１０日にイ
ベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード２０１１１８Ａへ。
保育希望者（１歳６か月以上の未就学
児、申し込み順に６人）は、１２月２日
までに併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎☎７２３・
２９０８
忠生公園
定 例 自 然 観 察 会

【冬のいきもの】
日１２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１１月２４日午前９時から電話で同
公園（☎☎７９２・１３２６）へ。

お気軽にご相談ください　１２月、２０２１年１月の母子健康案内　※その他の講座等の詳細は、まちだ子育てサイトをご覧ください。

事業名 対　象 会　場 開催日 時　間 内容／その他 問い合わせ
プレママ・パパクラス

（申し込み制）
申イベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）またはイベシスコードＡ
コース＝２００３０３Ｍ、Ｂコース
＝２００３０３Ｎへ

１６～３５週 の 妊
婦とその夫 健康福祉会館

Ａコース
１２月４日、１月８日㈮

午後１時３０分～４時
妊娠中の過ごし方、歯の衛生等

保健予防課
地域保健係

☎☎７２５･５１２７

１２月１１日、１月１５日㈮ 分娩経過とリラックス法等

Ｂコース １２月１９日、１月２３日㈯
第１部＝午前１０時～１１
時、第２部＝午前１１時～
正午（各回とも同一内容）

もく浴実習、新生児の保育体験、
講話

乳幼児・母性相談（申し込み制）
申１２月開催分＝１１月３０日午前
８時３０分から、１月開催分＝１月
４日午前８時３０分から、いずれ
も①開催日３日前の午後５時ま
で②開催日前日の午後５時まで
に、電話で各問い合わせ先へ

２か 月 以 上 の 未
就学児とその保
護者

①健康福祉会館 １２月７日、２１日、１月１８日、２５日㈪

受付時間の詳細はまちだ
子育てサイトをご覧くだ
さい

身長･体重測定、保育相談、栄養
相談、歯科相談、母親のからだや
気持ちの相談

②鶴川保健センタ
ー １２月９日、１月１３日㈬

鶴川保健
センター

☎☎７３６・１６００

母性保健相談、母乳育児相談
申来所相談と乳房マッサージは
要予約、電話で保健予防課へ

市内在住の方（里
帰り中の方の参
加も可）

健康福祉会館 １２月３日、１０日、１７日、２４日、１月７
日、１４日、２１日、２８日㈭

午前１０時～正午、午後１
時～３時

助産師による相談、乳房マッサ
ージ／電話相談は随時可、健康
福祉会館（☎☎７２５・５４１９）へ

保健予防課
地域保健係

☎☎７２５･５１２７

離乳食講習会（初期・後期）／
申し込み制

申イベントダイヤル（☎☎７２４･
５６５６）またはイベシスコード
初 期 ＝２００３１７Ｓ、 後 期 ＝
２００３１７Ｋへ

４～６か月児の保
護者

健康福祉会館
初期

１２月２日㈬、１月７日㈭、
２２日㈮

午前１０時５分～１１時１５
分 離乳食の話（希望者のみ試食も

有り） 保健予防課
保健栄養係

☎☎７２２・７９９６
鶴川保健センター １２月２２日㈫ 午後１時４０分～２時４５分

８～１０か月児の
保護者

健康福祉会館
後期

１２月１０日㈭、１月１２日㈫ 午前１０時５分～１１時３０
分

離乳食後期の話、歯の話、親子遊
び（希望者のみ試食も有り）鶴川保健センター １２月２２日㈫

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（⑧⑨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。

名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談 月～金曜日
（２３日～２７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
※１１月２０日は予約受付を行いません。
次回分は１１月２７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 １８日、２５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 １７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 ２４日㈫
⑤登記相談 １９日㈭
⑥行政手続相談 ２６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
（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

⑨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／第３月曜日は司法書士・宅地建物取引士が実施
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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）
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 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
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 見学可・要予約
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２０２０円・月３０００円 河野☎☎７３６・８５４８ 楽しく学びます・体験無料
ハローⅡ外国人教師と初・中級英会話 毎週㊋午前１０時～１１時３０分 町田市民文学館 入会１０００円・月３５００円 松井☎☎７２３・２５７２ 体験＆見学者大歓迎・無料
ハローに続けの会　初・中級英会話 月３回㊊午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会１０００円・月３０００円 アルガ☎☎７９６・４０４１ 体験５００円・外国人講師
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 時事英語に挑戦しましょう
ドイツ語ビッテ　歌もうたいます 毎月第１・３㊍午後１時から 町田市民フォーラム他 入会無料・月１５００円 ドイツを知る会・吉岡☎☎７９７・６４８８ 基礎のクラス有　見学ＯＫ
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
ふじの会書道同好会 毎月第２・４㊍ 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会無料・月３０００円 森☎☎０９０・６５０８・７２５３ 伊藤靖子☎☎０９０・２５５３・６８４１
書道　第一創習会 毎月第１・３㊍午後１時３０分～３時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月２０００円 髙田☎☎０９０・２７６６・３１６１ 見学無料体験歓迎です
秋津書道会 毎月第２㊋午後１時１０分～３時１０分 生涯学習センター他 入会無料・月２０００円 松井絢子☎☎７９６・６１７６ 初心の方も楽しく書けます
なでしこの会（尚美流きもの着付） 毎月第１・３㊌午前１０時３０分から せりがや会館４階和室 入会無料・月２３００円 深澤☎☎０９０・６３４０・２３２９ 初心者歓迎
フラワーアレンジ　プリザーブド 毎月第３㊎午前１０時～正午 生涯学習センター学習室 入会無料・月無料 四季彩・置地☎☎０８０・１０７０・９７２０要電話 花材費のみ、一回のみ可
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
青山（セイザン）町田句会 毎月第４㊍午後１時～３時３０分 なるせ駅前市民センター 入会無料・月１２００円 山岸☎☎７２３・９０８０ 講師：俳人協会顧問
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
花信社たかんな句会　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
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・見学歓迎します
吟詠洋風会　腹式呼吸で健康増進 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
姿勢よく精一杯声を出す健康法の詩吟 月３回㊋午後１時１５分～４時３０分 生涯学習センター 入会１０００円・月３０００円 小磯☎☎０８０・１０４６・３９６６ 初心者大歓迎です
適度な脳トレや誤嚥の予防になる詩吟 月３回㊎午前１０時～正午 生涯学習センター 入会１０００円・月３０００円 武藤☎☎０９０・６４８４・５１３２ マスクをして練習します
詩吟成瀬会誤えん防止に役立つ詩吟 月４回㊏午後６時～８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
詩吟幸風会・老化かすれ声吟じて改善 月４回㊍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 小市☎☎７２６・１５２８ 大きな声で筋力つけよう
詩吟愛好会　詩吟で声帯を鍛えよう 毎週㊏午後１時３０分～４時 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 川添☎☎７２８・０４６８ 誤えん防止に効果あります
詩吟春風会衰えた声を活性化する詩吟 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 お気軽にご見学下さい
忠生誠吟会カラオケ上達に役立つ詩吟 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
短歌会たまがわ（初心の方も大歓迎） 毎月第３（１・１２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
民謡秀美会町田支部　日本民謡一緒に 毎月第２・４㊎午後１時３０分から なるせ駅前市民センター他 入会１０００円・月３０００円 石川信子☎☎７９２・０８５３ 見学無料　初心者お気軽に
禅文化勉強会　昔日の禅師語録の講話 奇数月１回　午後１時５０分～４時３０分 生涯学習センター 入会無料・月無料 古谷☎☎０７０・５３６２・８８５５ 次回は、１１月２３日㊗
フラサークル　レフアフラクラブ 月３回㊍午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 小林良子☎☎０９０・７２１９・４２７０ ベーシックからしっかり
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１２月７日午後１時
日本舞踊サークル　ひろきの会 月２回㊏午後１時～３時 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会２０００円・月３０００円 正木☎☎０７０・６５５６・１１６５ 見学体験可
ポトス太極拳クラブ 月４回㊏午後７時～８時３０分 成瀬コミュニティセンター 入会１０００円・月２０００円 山岸☎☎７２３・９０８０ 初心者歓迎　楊名時太極拳
太極拳木曜会 月４回㊍午前１０時～１１時３０分 木曽森野コミュニティセン

ター 入会１０００円・月２０００円 藤沼☎☎７２７・４６３５ 初心者歓迎　楊名時太極拳
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 金子栄一☎☎０９０・４０００・２２３６ 見学自由、気軽に連絡を
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 若々しさと健康を保とう
サークル初見月健康太極拳と健康気功 月２回㊋午後１時３０分太極拳、３時気功 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月２２００円 津曲淳子☎☎７２６・９３６６ 無料体験有　種目の選択可
桜台太極拳クラブ　初心者の方どうぞ 毎週㊌午後１時３０分～３時３０分 忠生市民センター 入会無料・月２０００円 高橋☎☎７９７・８４８８ 足裏使って練習してます
ポプリ太極拳　入門～２４式太極拳他 毎週㊏午後１時～３時 和光大学ポプリホール鶴川 入会３０００円・月３０００円 青木☎☎７３５・７４６８ 初めての方の無料体験有り
武術太極拳　山河 毎週㊍午後１時３０分～３時３０分 忠生市民センター 入会無料・月１５００円 神崎☎☎７９３・４８３６ 転ばぬ先の太極拳
桜台ヨーガサークル誰でもできるヨガ 毎月第１～３㊌午後１時３０分～３時 小山田桜台集会所 入会１２００円・月２５００円 佐藤☎☎７９７・６４０６
やさしいヨーガ 月３回㊍午後１時３０分～２時４５分 小山市民センター 入会無料・月３０００円 斉藤☎☎７９８・２５９２
ヨーガグループ・ルーナ 毎月第２・４㊎午前１０時～１１時１５分 町田市民フォーラム他 入会無料・月２０００円 加藤☎☎０８０・３６９０・３７４７ 女性限定　初心者歓迎
健康維持に吹き矢を吹いてみませんか 毎週㊌㊎午前９時３０分～１１時３０分 鶴川市民セン

ターまたは大蔵会館 入会２５００円・月３０００円 和田☎☎０９０・３１０２・２１４５ お気軽にお越し下さい！！
図師合気道　護身術に毎週日曜日 毎週㊐午前９時３０分～１１時３０分 図師小学校体育館 入会無料・月２０００円 茂野☎☎７９８・２３３５ 見学体験無料初心者も良い
さくら健康体操の会　楽しく元気に 月３回㊎午後１時３０分～３時 鶴川市民センター 入会１０００円・月２０００円 後藤☎☎７３５・１８６５ 指導：町田リズム運動連盟
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 田中☎☎７２９・１１３５　要電話受付 中高年向き　見学者大歓迎
健康体操と太極拳 毎週㊍午後６時３０分～８時３０分 鶴川第四小学校体育館 入会１０００円・月２０００円 鶴川桜会・浜川☎☎７３５・０３８８ 初心者歓迎
ひまわり体操クラブ　ゆっくり体操 毎月第１・３㊌午前１０時～１１時３０分 鶴川市民センター和室 入会無料・月８００円 大野☎☎７３４・３９５３ どなたでも
ハイキングクラブ山ぼうし 毎週㊏㊐平日も有り 丹沢、奥多摩他 入会１０００円・月８００円 萩生田☎☎０９０・８６４５・７１６４ 近郊の山登りを楽しむ方
多摩ハイキングクラブ 毎月第１㊍午後６時３０分 生涯学習センター 入会無料・年２０００円 林☎☎０９０・８１７８・１４１９
まちだポールウォーキングクラブ 毎週㊏午前１０時から 町田近郊の公園等 入会無料・月無料 大石☎☎０９０・５８２８・７４５１ レンタルポール有り
混声合唱やまびこ・歌好き集まれ！！ 月３～４回㊏午後１時４５分～４時 鶴川市民センター他 入会無料・月３５００円 青山☎☎７３４・６０４５ 見学可・お気軽に・要連絡
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！見学歓迎
アンサンブルあすなろ・各種楽器演奏 隔週㊌午後１時～４時 木曽森野コミュニティセン

ター 入会１０００円・月１０００円 永瀬☎☎７９２・２３７４ メロ伴奏リズム楽器募集中
町田・ハーモニカフレンズ 月２回㊋午後１時～５時 なるせ駅前市民センター他 入会１０００円・月３０００円 大八木正江☎☎７２５・３６８５ ピアノ・シンセ　初心者可
令雪会（初心者の水墨画サークル） 毎月第２・４㊊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２０００円 令雪会☎☎０９０・３０８７・５５０９ 講師・川田華雪（三郎）
町田シニアパソコンクラブ 毎月第１㊋午後１時～４時３０分 生涯学習センター 入会１０００円・月５００円 因幡☎☎７９５・４７３３ 楽しく仲よく学びましょう
棋友会～気楽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 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
写真同好会　写真の講評他 月２回午前 生涯学習センター６階 入会無料・月２５００円 ノザキ☎☎０９０・４９６４・０５３９ お気軽に見学下さい
キルトサークル「アリス」 毎月第１・３㊌午前９時３０分～１１時４０分 生涯学習センター学習室 入会無料・月２５００円 アリス☎☎７９５・２３２６要申込 手作りを楽しみましょう
町田奇術協会 毎月第２㊐午後６時３０分～８時 町田市民フォーラム 入会２０００円・月２０００円 中里☎☎０９０・３２４７・５２９２ 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 細貝☎☎７２９・５０７７ 今尾先生と地図を楽しもう
世界遺産を楽しむ会 毎月第４㊎午前１０時～正午 生涯学習センター他 入会無料・月２００円 山下☎☎０８０・５８７５・６１０１ 旅に行った気分になれます
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～１０時３０分 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

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
まちだ歌声の会～検温とマスクで楽しい歌声喫茶を １１月２５日午後１時３０分～４時１５分 町田市民フォーラムホール １２００円 まちだ歌声の会・菅☎☎返７２９・１８４５ 毎月開催予定　予約ＦＡＸ
家計カフェ　家計の事、一緒に考えてみませんか １１月２６日㊍午前１０時～１１時４５分 町田市民フォーラム３階 １００円 町田友の会・二階☎☎８５０・８４３７ 定員５名　要予約
鎌倉古道上の道を歩こう　ガイド宮田太郎氏 ①１２月５日②１２月６日午前９時３０分～ ①七国山他②野津田公園他 １０００円 鎌倉古道の会・東野☎☎０９０・３５７９・１７５３ 当日受付先着５０名弁当持参
ドレミから始めるシニアの脳トレピアノ体験しよう １２月７日㊊午前１０時から 木曽森野コミュニティセンター 無料 もずの会☎☎０８０・８８７２・３５０７ 何才からでも始められます
東日本大震災チャリティ江澤隆行ピアノコンサート １２月１２日㊏午後３時～４時３０分 町田市民フォーラムホール ２５００円 中丸重子☎☎０９０・５８１３・８５３１　要予約 かしの木山ＮＥＸＴ主催
英歴史思想家トインビーを語る　水口宏道先生 １２月１６日㊌午前１０時～正午 生涯学習センター視聴覚室 無料 斉藤☎☎７９２・４５８５ 直接会場にいらして下さい
多摩川にて室内鑑賞石を探そう会参加者募集 １２月２０日㊐午前７時５０分集合 小田急線町田駅上り待合室 交通費実費 堀泰洋☎☎０９０・８６８４・４７１６ 主催　武相愛石会

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集

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

●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2021年5月15日号です。次回申込期間
＝2021年2月1日～4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）。� 市HP� 検索市民の広場
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。
※コーナー掲載の申込方法は、必ず「掲載ルール」をご覧ください。

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。



72020．11．15催しや講座など、申込方法の記載がない場合は直接会場へおいでください。

日11月16日㈪午前11時～午後1時（売り切れ次第終了）場市庁舎前問農業振興課　724・2166市役所まち☆ベジ市 ☎

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
【たきびのじかん】
　小学３年生以下は保護者同伴でお
いでください日１２月５日㈯午前１０
時～１１時３０分（正午に消火、雨天・
強風中止）場ひなた村てっぺん広場
内たき木を拾い、たき火体験（焼く物
や軍手等の持参も可）／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】
　お皿や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１２月１３日、２０２１年１月１０
日、いずれも日曜日午前１０時～午後
０時３０分、全２回場同センター内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１２月３日ごろ発送費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、１１
月２６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
【ミズノビクトリークリニ
ック＆ミズノ卓球体感会】
対小学生以上の方日・内１２月１９日
㈯、①午前９時３０分～１１時＝苦手克
服講習会②正午～午後１時＝コミュ
卓（ミズノアドバイザリースタッフ
が混ざったゲーム練習）③午後１時
３０分～３時＝サーブ練習会定各３０
人（申し込み順）費①③各２０００円②
１０００円申電話で同館（☎☎８５０・
９７０７）へ（直接同館で受け付けも
可）
●サン町田旭体育館☎☎７２０
・０６１１
【自重トレーニング】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日毎週金曜日、午前１０時４５分
～１１時３５分定各３０人（開始３０分前
から整理券を配布、配布時点で定員
を超える場合は抽選）費大人３１０円、
６５歳以上・障がい者１００円／別途自
由参加教室料として１００円が必要で
す申電話で同館へ（同館ホームペー
ジで申し込みも可）
●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
【お母さんのストレッチ教
室】
　普段着で参加できます対１６歳以
上の方日１１月１８日㈬午後３時３０分
～４時定１５人（先着順）費３００円申直
接２階インフォメーションカウンタ
ーへ
【リフレッシュ体操】
対１６歳以上で、ビギナートレーニン
グを受講済みの方日毎週水・金曜日
（１１月１８日を除く）、午後３時３０分
～４時定各１５人（申し込み順）費施設
利用料申電話で同プールへ
【５０ｍプールの採暖室側１コース分
を貸し出します】
　期間限定です。先着順で貸し出し
ます日２０２１年３月２０日㈷までの午
前６時～午後７時（２時間１単位）費１
単位につき、月～金曜日＝３９２０円、
土・日・祝休日＝４７１０円／申請時に
支払い申同プール窓口にある申請書
に記入し、利用日の１か月前から申
し込み
【５０ｍプールの採暖室側１コース分
にフィン専用コースを設置します】

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。

　冬期限定で設置します。無料貸出
用のフィンもあります。なお、期間
中、フィンコースの開催日以外は周
回コースとします／コースの貸し出
しを行う時間はフィン・周回コース
ともに休止します対中学生以上で
５０ｍ以上の泳力がある方日２０２１年
３月１９日㈮までの月・水・金・日曜日
費施設利用料申５０ｍプール監視控
え室前で受け付け
●鶴間公園☎☎８５０・６６３０
【ヨガリラックス】
対１６歳以上の方日毎週木
・金・土曜日、午前１１時１０分～１１時
５５分定各１２人（申し込み順）費８８０
円申電話で同公園へ（同公園ホーム
ページで申し込みも可）
●町田市フォトサロン☎☎７３６・８２８１
【ツバキ展】
　日本ツバキ協会町田支部の出展協
力のもと開催します。秋に咲くツバ
キの花々を写真と生花で紹介します
／直接会場へおいでください日程
１２月５日㈯、６日㈰
【「２０２０年　私のこの一枚写真展」
作品募集】
　２０２０年に撮影した写真を募集し
ます。写真は本展に展示します（会期
＝２０２１年１月２７日～２月８日、無審
査で展示）定６０人（先着順）費３００円
（１人１点）写真サイズＡ４申写真裏面
に応募用紙を貼付のうえ、曲がらな
いよう封筒などに入れて、１２月６日
午前１０時から直接同サロンへ
●小野路宿里山交流館☎☎８６０・４８３５
〈臨時休館のお知らせ〉� �
　１２月７日㈪は館内一斉点検及び清
掃のため、臨時休館します
【年忘れ小野路宿寄席】
　同館のお座敷で落語とかっぽれを
楽しみませんか日１２月１０日㈭午後
１時３０分開演、２時間程度出演春風
亭柳若、萬来亭一柳、花見亭一平、桜
川社中定２０人（申し込み順）申１１月
２６日正午～１２月７日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２０１１２６Ａへ
【年末大野菜市】
　新鮮な地元野菜を販売します（売
り切れ次第終了）／直接会場へおい
でください日１２月２０日㈰午前１０時
～午後３時／小野路うどんの提供は
行いません

息苦しさ、高熱、強いだるさなど症状がある時は
新型コロナウイルス感染症相談先

　かかりつけ医がいる方は、電話でかかりつけ医にご相談ください。
相談先帰国者・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〕）、東京都発熱相談センター☎☎03・5320
・4592（土・日曜日、祝休日を含む24時間）

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

１１月
１５日㈰

午前９時～午後５時 内科
木下内科胃腸科（高ヶ坂３-７-１１） ☎☎７２８・５８８４
メディカルクリニック悠 （々能ヶ谷３-２-１）☎☎８６０・２０６１
Ｄｒ.はん診療所（図師町１７８２） ☎☎７８９・７２７０

耳鼻科 あいの耳鼻咽喉科医院（木曽町４９９-１５）☎☎７２５・１１０８

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
南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１

１６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
１７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
１８日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２
１９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
２０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
２１日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

２２日㈰

午前９時～午後５時

内科 仁愛医院（高ヶ坂６-１９-３１） ☎☎７２８・１０５５
内科、
小児科 佐藤寿一クリニック（原町田１-７-１７）☎☎７１０・２２５１

内科 グリーンヒルクリニック（小野路町１６５１-１） ☎☎７３６・７８７７

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 おか脳神経外科（根岸町１００９-４） ☎☎７９８・７３３７
多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１

２３日㈷

午前９時～午後５時 内科
町田せりがやクリニック（原町田４-２７-３３） ☎☎７２２・３１７８
はやし内科クリニック（真光寺２-３７-１１）☎☎７３６・５５０１
南東京ハートクリニック（木曽西２-１８-１２）☎☎７８９・８１００

午前９時～翌朝９時
内科系 多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１

外科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２
町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０

２４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
２５日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１
２６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
２７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
２８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

２９日㈰

午前９時～午後５時
内科 吉野医院（金森２-１２-３１） ☎☎７２２・５７２９

こばやしクリニック（原町田６-３-３）☎☎７１０・３１８３
内科、
小児科 武蔵岡診療所（相原町３１９０-１０） ☎☎７８２・６００１

午前１１時～午後５時 眼科 氏川眼科医院（原町田６-１-１１） ☎☎７２０・０５３０

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
町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

３０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。
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問同館☎☎７２６・１５３１

　町田市で２種類目のマンホールカードとなる
「町田市雨水マンホールカード」を１１月１９日㈭
から配布します。
配布場所まちの案内所　
町田ツーリストギャラリ
ー（ぽっぽ町田１階）
※受付時間は、年末年始
及び臨時休業日を除く午
前１０時～午後７時です。
※汚水マンホールカード
とは配布場所が異なりま
すのでご注意く
ださい。

　今年で１４回目を迎える「まちカフェ！」
は、市内で活動するＮＰＯ法人や市民活動団
体、地域活動団体などが交流を深め、市民の
皆さんが地域活動を始めるきっかけとなる
ことを目指すイベントです。
　今年はオンラインを中心としたイベント
を団体ごとに企画し、１０日間にわたって開
催します。開会式はＦａｃｅｂｏｏｋ Ｌｉｖｅの生配
信で、出展団体・ボランティアがオンライン
上に集まり「緑のバトントークリレー」と題
した一言ＰＲを行います。
　イベントの詳細は、まちカフ
ェ！専用ホームページ（右記二次
元バーコード）をご覧ください。
開催期間１２月４日㈮～１３日㈰
※開会式は１２月５日㈯午前９時～９時４０分
に生配信します。

　「たはらかさね耕作絵巻」とは、江戸時代に上流階級の子どもたちに
農業の大変さを教えるために描かれた絵巻物です。
同館が所蔵している同絵巻から絵画
部分を写真パネルで紹介し、描かれ
ている農具を同館所蔵の民俗資料で
紹介します。
日１１月２４日㈫～１２月４日㈮、午前８
時３０分～午後５時（土・日曜日を除
く）
※１２月４日は正午までです。
場イベントスタジオ（市庁舎１階）

南町田拠点創出まちづくりプロジェクト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「第40回緑の都市賞」
と「第8回プラチナ大賞」をダブル受賞！

問都市政策課☎☎７２４・４２４８ 町田市雨水マンホール
カードを配布します　

問下水道経営総務課☎☎７２４・４２８７

　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、「第４０回緑の都市賞」において国
土交通大臣賞を、「第８回プラチナ大賞」におい
て優秀賞－新しい時代のまちづくり賞をそれぞ
れ受賞しました。
　緑の都市賞は、緑の保全・創出に卓越した成果
を上げた市民活動やまちづくり活動を表彰す
る、今年で４０回目を数える歴史ある賞です。
　プラチナ大賞は、これからの日本が直面する
社会や地域の課題を、新たな切り口、手法で解決
しようとする先進的な取り組みの中で特に優れ
た事例を表彰するものです。
　今回の受賞では、南町田グランベリーパーク
のまちづくりが大切にしてきた、公園を始めと
する「まちのオープンスペース」を新しい価値に
据えた官民一体のまちづくりなどが高く評価さ

れました。
　また、プラチナ大賞受賞により、町田市は都内
で２番目の「プラチナシティ認定自治体」となり
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。

【「町田市市民協働フェスティバル『ま
ちカフェ！』協働ガイドブック２０２０」
を配布します】
　まちカフェ！に出展している団体の
情報を紹介する冊子を作成しました。
期間中、市内公共施設等で配布します。
ぜひご覧ください。
【紹介展示「まちカフェ！の森」】
　まちカフェ！のシンボリックカラー
である「緑」にちなんで、今年は「まちカ

フェ！の森」と題した紹介展示を行いま
す。これまでの歴史や今年度の出展団
体の紹介パネルを、さまざまな緑色の
葉で装飾して森に見立てた展示です。
日１１月３０日㈪～１２月１１日㈮、午前８
時３０分～午後５時（土・日曜日を除く）
場みんなの広場（市庁舎１階）
○市庁舎を緑色にライトアップ
　「まちカフェ！の森」展示期間に合わ
せ、市庁舎を緑色にライトアップします。
日１２月２日、９日、いずれも水曜日午後
６時３０分～９時

「まちカフェ！」取材班募集中
　「まちカフェ！」実行委員会では、「まちカフェ！」１０ｄａｙｓの期間に開
催されるイベント等の取材をするボランティアを募集しています。
詳細は町田市地域活動サポートオフィスへお問い合わせください。

イベント準備の様子

荷鞍（同博物館所蔵）

市
議
会
の
う
ご
き

問議会事務局☎☎７２４・４0４9１２月定例会・常任委員会を開催します
　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（１１月３０日は午後１時）。

※請願・陳情の受付締切は１１月
３０日（月）午後５時です。
※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。

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

月 日 曜日 内　　　　容
１１ ３０ 月 本会議（提案理由説明）

１２

１ 火 議案説明会・全員協議会
３ 木

本会議（一般質問）
４ 金
７ 月
８ 火
９ 水
１０ 木 本会議(質疑)
１１ 金 文教社会常任委員会･建

設常任委員会
１４ 月 総務常任委員会・健康福

祉常任委員会
１５ 火 常任委員会予備日
２３ 水 本会議(表決)

町田市市民協働フェスティバル「まちカフェ！」 １２月４日㈮〜１３日㈰

まちだの底力を体感しようまちだの底力を体感しよう「まちカフェ！」１０ｄａｙｓ「まちカフェ！」１０ｄａｙｓ
問「まちカフェ！」実行委員会事務局（町田市地域活動サポートオフィス）☎☎７８５・４８７１、町田市市民協働推進課☎☎７２４・４３６２

「たはらかさね耕作絵巻」にみる農具展「たはらかさね耕作絵巻」にみる農具展
市立博物館収蔵品展～絵巻の中から飛び出した！？
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8 2020．11．15 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。


