
　皆さんにとって理想のまちとはどのようなまちでしょうか。
町田市在住で、東京 2020パラリンピックでパラ射撃日本代表に内定している水田光夏選手、
2019年10月にドイツで開催されたユニセフ「子どもにやさしいまち世界サミット2019」に
日本代表として出席した立本浩大さんと海野愛乃さんに、世界の人々と交流して感じたことや、

みんなにやさしいまちづくりについて石阪市長と語っていただきました。
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人口と世帯（外国人含む） 2020年12月1日現在人口 ： 429,112人（ 男：209,953人・女：219,159人）（前月より146人減） ／ 世帯 ： 199,993世帯（前月より42世帯増）
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　中学 ２ 年のときに難病
を発症して車いすで生活
するようになりました。
高校生のときパラリンピ
ック経験者と話す機会が
あり興味を持ったのが、
射撃を始めたきっかけで
す。２019 年の世界選手権
で 24 位となり、日本の出
場枠を獲得して代表の内定をいただきました。
パラ射撃の醍

だ い ご み
醐味は、競技の際安定した状態を

保つために、自分の身体に
意識を集中し、自分自身と
向き合う時間が持てるこ
と。昨年から社会人になり、
新しい環境の中で仕事と射
撃に励んでいます。

外国の人々との交流で得たものは

石阪　明けましておめでとうございます。水田さん
は射撃の選手として、立本さんと海野さんは海外
生活の経験やドイツで開催された「子どもにやさし
いまち世界サミット２019」への参加で、外国の人
々と交流されています。まず水田さんは遠征中、
外国の人々とどんな交流をされているのですか。
水田　東京 ２0２0 大会の開催が決まってからは、
海外の選手に話し掛けられる機会が増えました。
母国語が英語ではない多くの選手とはお互いに英
語でやり取りできるのですが、英語圏の選手とは、
スマホの音声通訳機能が役立ちました。これ、意
外と会話が弾むんですよ。
石阪　立本さんと海野さんはドイツでのサミット
で何を感じましたか。
立本　僕と同世代の若者たちが、子どもにやさし
いまちのために何ができるかを真剣に考えている
ことに刺激を受けました。意見を組み立てる力や、
広い会場で何百人もの人を前にして自分の考えを
発表する姿も印象的でしたね。一緒にケルンの街
を歩き回って話した時にはとても楽しくて、彼らの
人間性にも引かれました。
海野　私がびっくりしたのは、みんなの意思の強
さです。私と年齢が変わらない子どもたちが、自
分の目標や、目標の実現に向けて取り組んでいる
ことについて堂々と話をしていました。私も、自ら
の思いを心に秘めるのではなく、とにかく口に出
して、更にそれを着実に実行に移すようにしていこ
うと思うようになりました。

いろいろな意見を聞くことが
やさしいまちにつながる

石阪　ところで、皆さんが考える「やさしいまち」
ってどんなまちでしょうか。
水田　国内外ともにバリアフリーな場所が増えて
いますが、意外と車いすユーザーにとって不便な所
があったりします。例えば滑り止めのボコボコやお
しゃれなタイルなどの上を通ると、振動で身体に負
担がかかることがあるんです。障がいがある人た
ちの意見を取り入れることで、皆にとっても暮らし
やすい、やさしいまちになるのかなと思います。
海野　町田は東京都でありながら、自然が豊かで
す。郊外だとよくタヌキを見かけたりして。田んぼの
あぜ道や林道を歩いていると、空気が新鮮で、すが
すがしい気分になります。もちろん開発も大切です

が、子どもにとってのやさしいまちは、こうし
た自然が残っているまちではないでしょうか。
立本　学校の科目でもイベントでもそうです
が、選択の幅を広げているまちです。例えば
今回の子どもサミットでも、たくさんのプログ
ラムが用意されていて、参加するディスカッシ
ョンを選ぶことができました。多様なプログラ
ムがあると、興味のあるテーマが必ず見つかる
し、視野が広がります。それから、子どもが自
分の意見を発信しやすいまちであることも大切
だと思います。
石阪　確かに子どもが自らまちに意見を訴えに
行くってハードルが高いですね。町田市では「若
者が市長と語る会」を開催しているほか、市の
事業評価に高校生世代の方に参加してもらって
います。若者は発想が自由で、大人では思いつか
ない意見が飛び出すのが良いところです。それか
ら、水田さんが段差について話してくれましたが、
こうして実際に話を聞いて気付くことも多いです
よね。いろいろな立場の人の話を聞くこと、それ
がみんなにやさしいまちへの第一歩なのでしょう。

今後の夢

立本　受験生なので、まずは合格です。大学に入
ったら、留学もして更に異文化に触れたいです。
今回のサミットで国連機関主催のプログラムに参
加して僕自身の可能性が広がったと思うので、将
来的には自分が国連に入ってさまざまなプログラ
ムを主催してみたいですね。
海野　外国の方々と話して思うのは、人と人はこ
んなに仲良くなれるのに、どうして国と国だと利害
が生まれて問題が発生してしまうのだろうという
ことです。いろいろな人と協力をしたり、話をしたり
しながら、国と国が仲のいい関係を築けるような
仕事をしていくことに引かれます。
石阪　水田さんはいよいよ東京 ２0２0 大会ですね。
水田　パラリンピックは大きい舞台ですがいつも
通りに、そして最大限パフォーマンスを発揮し、
自⼰ベストを更新したいと思っています。将来
的には、もっと多くの人に射撃競技を知っても
らいたいですね。パラ射撃は若い選手、女性
の選手が少ないので、興味を持って始めてく
れる人が増えるよう普及していきたいです。
石阪　皆さんのチャレンジを応援していま
す。そしてその経験を、日本や町田市にフィー
ドバックしてくれたらうれしいですね。

みんなの意見で
みんなにやさしいまちを作ろう
市長と語る、国際交流やまちづくり

市長からのメッセージ
　市では英語教育に力を入れたり、町田創造
プロジェクト（MSP）で若者の意見を取り入れ
るなど、子どもや若者を応援する取り組みを
しています。子どもにやさしいまちはみんな
にやさしいまちになると思います。これから
日本を支えていく若い人たちを、社会全体で支えていきたいですね。

水田 光夏さん

▶�東京 2020パラリ
ンピック「射撃」
の代表に内定
▶ �2020 年パラ射撃
全日本選手権優勝
（大会 2連覇達成）

プロフィル

パラ射撃選手・㈱白
寿生科学研究所所属

　幼少期の ３ 年間をアメリ
カで過ごし、さまざまな人種
の友だちと触れ合いながら、
自分の主張をはっきりと伝
えることの大切さを学びま
した。それがきっかけにな
り、世界に関心を持つよう
になりました。最近では、
サミットでの経験を生かし、
国連のオンラインイベント
等で世界の人たちとつながっています。皆、同世代
とは思えないほど視野が広く、発想も豊かで、刺激
を受けています。今通っている中学校では、生徒会
副会長を務めていま
す。趣味はピアノで、
弾くと心が落ち着く
ので、毎日の練習を
楽しんでいます。

海野 愛乃さん

プロフィル

中学 2年生
ユニセフとドイツ�ケ
ルン市主催「子ども
にやさしいまち世界
サミット 2019」日
本代表

　７ 〜 12 歳までアメリカに
住んでいて、現地の小学校
に通っていました。同級生
にはイタリア系 、インド系、
中国系など多様な民族的背
景を持つ人がいて、自分と
は全く違う価値観に触れ、
新たな気付きを得ました。
今も世界中の文化を知るこ
とに興味があります。

　中学・高校ではサッカー部に所属し、目標達成
のために我慢強く努力することが必要ということ、
つらいことも楽しいことに変えるということを学
びました。

立本 浩大さん

プロフィル

高校 3年生
ユニセフとドイツ�ケ
ルン市主催「子ども
にやさしいまち世界
サミット 2019」日
本代表

石阪 丈一町田市長

新春
座談会

2021
自分について一言！

水田選手への応援メッセージ募集中！詳細は8面

サミットの様子
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お知らせお知らせ
マイナンバーカードの 
申請書を順次送付します
　マイナンバーカードをまだお持ち
でない方へ、１月下旬～３月下旬に申
請書を順次送付します（地域ごとに
送付）。
※７５歳以上の方、２０２０年中に出生
したお子さん、永住者でない外国人
の方などは対象外です。
※急ぎで申請書が必要な場合や届か
ない場合は、お問い合わせください。

【マイナポイントの申し込みをする
方へ～マイナンバーカードの申請は
お早めに】
　マイナポイントの申し込みには、
マイナンバーカードが必要です。
　マイナンバーカードの申請から受
け取りまでには約１か月半かかりま
す。申請に不備があった場合は、さら
に時間がかかります。マイナポイン
トの申し込みをご希望の方は、お早
めに申請してください。
　なお、１月下旬以降は、申請件数の
増加によりカードのお渡しまでに時
間がかかる場合がありますので、１
月中に申請してください。
問市民課☎☎８６０・６１９５
ご覧（縦覧）いただけます

都 市 計 画 案
　都市計画法第１７条に基づく縦覧
で、期間中、住民及び利害関係人は、
都市計画の案について、意見書を提
出することができます。

【①相原駅東口地区関連】
縦覧期間１月５日㈫～１９日㈫、午前８
時３０分～午後５時（土・日曜日、祝休
日を除く。ただし、第２日曜日は堺市

民センターで縦覧可）
場都市政策課（市庁舎８階）、堺市民
センター
内町田都市計画地区計画の決定（相
原駅東口地区地区計画）、用途地域の
変更、高度地区の変更、防火地域及び
準防火地域の変更

【②町田都市計画道路の変更】
縦覧期間１月５日㈫～１９日㈫、午前８
時３０分～午後５時（土・日曜日、祝休
日を除く）
場都市政策課（市庁舎８階）
内町田都市計画道路の変更（町田３・
４・１３号木曽学園線）

◇
対住民及び利害関係人
意見書の提出１月１９日まで（消印有
効）に直接、郵送またはＥメールで都
市政策課（市庁舎８階、〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２、遍ｍｃｉｔｙ４７１０
＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
問都市政策課☎☎７２４・４２４７
利用者を募集します

盲導犬・介助犬・聴導犬
　盲導犬・介助犬・聴導犬の利用を希
望する方は、１月１３日までにお住ま
いの地域の障がい者支援センターへ
お問い合わせください。
対都内在住の１８歳以上で次のすべ
ての要件を満たす方　①盲導犬＝視
覚障がい１級の方、介助犬＝肢体不
自由１・２級の方、聴導犬＝聴覚障が
い２級の方②都内におおむね１年以
上居住している③世帯の所得税課税
額が月平均で７万７０００円未満であ
る④盲導犬・介助犬・聴導犬の飼育
を、家屋の所有者・管理者から認めら
れている⑤決められた訓練を受け、
盲導犬・介助犬・聴導犬を適切に管理
できると認められる⑥盲導犬・介助
犬・聴導犬の利用が、社会活動への参

加に効果があると認められる
問各地域の障がい者支援センター
（堺☎☎７９４・８７９０返７９８・２２９０、忠生
☎☎７９４・４８５１返７９４・４８５２、鶴川☎☎
７０８・８８２１返７０８・８９７７、町田☎☎７０９
・１３０１返７０９・１３０２、南☎☎７０６・９６２４
返７９９・２１４５）、町田市障がい福祉課
☎☎７２４・３０８９返０５０・３１０１・１６５３
冬号を発行しました！～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１～
３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
（右記二次元バーコード）
でもご覧いただけます。
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１

せせらぎの里　町田市自然休暇村～
７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１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）。
※初日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選（自然休暇村ホームペ
ージで受付分も含む）、午後１時以降
は申し込み順に受け付けます。詳細
は自然休暇村（☎☎０２６７・９９・２９１２）
へお問い合わせいただくか、自然休
暇村ホームページの空室情報をご覧
ください。
※７月１日は利用できません。
※７月２８日～８月１９日の夏季期間は
抽選です。詳細は今後の本紙等でお
知らせします。

　募集内容、申込方法等の詳細は、募集要項（町田市ホームページでダウンロード）をご覧いただくか、お問い合
わせください。
任用期間4月1日～2022年3月31日（3は4月1日～5月31日の間で32日以内）
※社会保険・雇用保険等勤務条件により加入有り（6を除く）／通勤手当相当分の支給有り／1、2、4、5は勤務条
件により期末手当の支給対象となる場合有り。

会計年度任用職員募集
▲町田市ホームページ

職　種 勤務場所 勤務日数・募集人数 報　酬 申込期限 問い合わせ

1 一般事務（市民部） 市庁舎勤務を含む市民部各課
所管施設のいずれか 月16日＝15人程度

月額19万2200円
1月14日 市民総務課☎☎724・4346

2 一般事務（生涯学習センター） 生涯学習センター 月16日＝若干名 1月8日午後5時 生涯学習センター☎☎728・0071
3 生活指導補助者 市立小学校 月16日＝30人程度 月額10万800円 1月27日 指導課☎☎724・2154

4 特別支援教育支援員 市立小・中学校
①年間192日間（月16日相当）
②年間144日間（月12日相当）
※募集人員は①②合わせて10
～20人程度です。

①月額11万5200円
②月額7万2000円 1月22日 教育センター☎☎793・3057

5 スクールソーシャルワーカー 教育センターまたは指導課
（市庁舎10階） 月16日＝若干名 月額24万8000円 1月21日

教育センター☎☎793・2481
6 一般事務（教育センター） 教育センター 月8日＝1人 月額5万400円 1月19日

みんなで描くまちだの未来みんなで描くまちだの未来

はじめの一歩

Vol.10

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

問市民協働推進課☎☎７２４・４３６２、福祉総務課☎☎７２４・２１３３
　年始はオンライン
帰省されている方も
いらっしゃるのでは
ないでしょうか。
　新型コロナウイル
ス感染症の拡大で、
生活スタイルが大きく変わったこ
となどにより、コミュニティーの
希薄化が懸念されており、これま
で以上に人と人とのつながりやさ
さえあいの必要性が高まっていま
す。
　このような状況に対応するた
め、市では地域づくりと地域福祉
を一体的に進める「（仮称）町田市
地域ホッとプラン」の策定に取り
組んでいます。
　この計画では、身近な地域でさ
さえあい、自分の役割や活躍の機
会を得られ、誰もが自分らしく暮
らすことのできるまちの実現を目
指しています。

　そのためには、まずは第一歩と
して人々が地域のつながりを「自
分ゴト」として考えることが必要
です。新年のどんど焼きや町内会
の活動など、自分にあった形で地
域での活動へ参加してみてはいか
がでしょうか。身近な地域での交
流を通じて、困りごとを抱える人
を早期に発見することや、適切な
支援にもつながります。
　将来にわたって地域でささえあ
い、お互いを尊重し合えるあたた
かい関係性の先にある、誰もがホ
ッとできるまちを、市民の皆さん
と一緒に築きあげていきたいと考
えています。

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

1月8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

町田市情報公開・
個人情報保護運営
審議会

1月18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

町田市環境審議会
1月19日㈫午
後6時30分～
8時30分

市庁舎2階会
議室2－2

3人
（申し込み順）

1月18日までに電話で
環境政策課（☎☎724・
4386）へ

まちだの新たな学
校づくり審議会

1月25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

1月26日㈫午
後2時～4時

中央図書館6階
ホール

5人
（申し込み順）

事前に電話で中央図
書館（☎☎728・8220）へ
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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

お知らせお知らせ
大地沢青少年センター

７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１月９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。
※７月６日、１３日、２０日は利用できま
せん。
移動図書館そよかぜ号

巡回日程表配布しています
　そよかぜ号の日程表は、各市立図
書館、各市民センター等で配布して
いるほか、町田市立図書館ホームペ
ージでもご覧いただけます。
　そよかぜ号では本の貸し出し・返
却のほか、本の予約、利用券の発行も
できます。
※巡回場所等の詳細は、町田市立図
書館ホームページをご覧ください。
問さるびあ図書館☎☎７２２・３７６８、堺
図書館☎☎７７４・２１３１

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 公 開 講 座
【感染防止について～消毒剤の種類
と感染しない行動】
　町田市薬剤師会と共催です。
※要約筆記があります。
日２月２７日㈯午後２時３０分～４時ごろ
場健康福祉会館
※公共交通機関をご利用ください。
講町田市薬剤師会副会長・大谷芳彦氏
定３０人（申し込み順）
申１月７日正午～２月２４日にイベン
トダイヤル（☎☎７２４・５６５６）または
イベシスコード２１０１０７Ａへ。
※Ｚｏｏｍでのライブ配信もありま
す（事前申し込み不要）。詳細は町田
市薬剤師会ホームページ

（右記二次元バーコード）
をご確認ください。
問保健総務課☎☎７２２・６７２８

防 災 フ ェ ア
　１月１５日～２１日の「防災とボラン

ティア週間」に合わせて開催します。
日１月１２日㈫～１５日㈮、午前８時３０
分～午後５時（１２日は午前９時から、
１５日は午後４時３０分まで）
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
内備蓄品など家庭での震災対策の展
示、防災マップの配布等

【メール配信サービスのご案内】
　大雨、台風、集中豪雨な
どの際に、気象警報や避
難に関する情報等を配信
します。町田市ホームペー
ジ（右記二次元バーコー
ド）で登録できます。

◇
問防災課☎☎７２４・２１０７

気象キャスター・山神明理 
さんと考える地球温暖化

【未来の地球はどうなるの？】
　持続可能な社会の
実現に向けて、地球温
暖化と近年の異常気
象について考えます。
対市内在住、在勤、在
学の方
日２月６日㈯午後７時から
場生涯学習センター
講気象キャスター・山神明理氏
定１００人（申し込み順）
申１次受付＝１月１日正午～５日午後
７時にイベシス（インターネット）コ

スマホ版

モバイル版

ード２１０１０６Ａへ／２次受付＝１月６
日正午～１７日にイベントダイヤル

（☎☎７２４・５６５６）またはイベシスへ。
問環境・自然共生課☎☎７２４・４３９１

普 通 救 命 講 習 会
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）
日２月２０日㈯午後１時～４時
場健康福祉会館
内心肺蘇生法、ＡＥＤの使用方法、窒
息の手当て、止血の方法等
※救命技能認定証を発行します。
定２０人（申し込み順）
費１５００円（教材費）
申１月６日正午～２０日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２１０１０６Ｄへ。
問保健総務課☎☎７２４・４２４１

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２月１４日㈰午後１時３０分～４時４５
分
場市庁舎
内講演会「災害に備えた実践的マン
ション防災対策」、経験交流会
講災害対策研究会主任研究員・釜石
徹氏
定１５人（申し込み順）
申電話で住宅課（☎☎７２４・４２６９）へ。

感染リスクを下げる工夫にご協力を安心して新年を過ごすために　 問保健総務課☎☎７２４・４２４１

適用期間を延長します
新型コロナウイルス感染者等への傷病手当金

問保険年金課☎☎７２４・２１３０

お店や会社の広告を載せてみませんか

まちだガイド広告募集
問広報課☎☎７２４・２１０１

　町田市国民健康保険に加入の被
用者（会社等に勤めていて給与の
支払いを受けている方）のうち、次
の方に傷病手当金を支給していま
す。この度、この適用期間を３月３１
日まで延長します。
対次の①と②のいずれかによる療

養のため、労務に服することがで
きなくなった方　①新型コロナウ
イルスに感染②発熱等の症状があ
り感染が疑われる
※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。

　転入者や希望者に配布する「ま
ちだガイド（市内全図）」に掲載す
る、市民生活に関連の深い会社や
お店の広告を募集します。
対市内または近隣市に事業所等を
有する事業者
※業種や掲載できる広告に制限が
あります。
発行部数２万２０００部（年１回発行、

３月中旬以降配布）
費１枠４万円
募集枠数４枠（１枠＝縦３．８㎝×横
９㎝）
※最大２枠まで申し込めます。
申募集要項（町田市ホームページで
ダウンロード）を参照し、１月２９日
まで（消印有効）に郵送で広報課へ。
市HP まちだガイド  検索

　新しい年を迎え、親族や友人との交流の機会も増える季節です。一方で、依然新型コロナウイルス感染症の不安は続くなか、年始も引き続き外出を控
え、静かに過ごすことが求められています。オンライン新年会や、ふるさとへの分散帰省や帰省の延期などリスクを下げる工夫をお願いします。

　まずは、かかりつけ医にご相談ください。かかりつけ医がいない方や受診機関に迷う場合は以下のいずれかにご相談ください。
町田市発熱相談センター（月～金曜日〔1月1日～3日を除く〕:午前９時～午後５時）☎☎７２４・４２3８

　※帰国者・接触者電話相談センターから名称が変更されました。
東京都発熱相談センター（土・日曜日、祝休日を含む２４時間）☎☎０3・５3２０・４５９２

症状がある方の相談窓口

感染リスクが高まる５つの場面 新年会など会食時に気を付けたいこと

○飲食を伴う懇親会等
○大人数や長時間の飲食
○マスク無しでの会話
○狭い空間での共同生活
○居場所の切り替わり

○普段から一緒にいる人と少人数で行う
○体調が悪い人は参加しない
○会話する時は必ずマスクを着用する
○短時間で、適度な酒量に留める
○回し飲みや箸の共用をしない
○座る位置は正面や真横を避け、斜め向かいにする
○感染拡大防止徹底宣言ステッカーが掲示されているお店を利用する　等

マスクの着用 こまめに換気 3密を避けるこまめな手洗い アルコール消毒 体調がすぐれない
ときは外出しない 等

引き続き守ろう！感染予防の基本行動
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男女平等推進センター
登 録 団 体 企 画 講 演 会

【世界や日本の歌・歌詞を通してジェ
ンダー問題の歴史を考え深める】
音楽の世界の男女差別、歌につづ
られた歴史や当時の価値観を紹介し
ます。
日２月１２日㈮午後２時～４時
場町田市民フォーラム
講シンガーソングライター・大熊　
啓氏
定１４８人（申し込み順）
申１次受付＝１月１日正午～５日午後
７時にイベシス（インターネット）コ
ード２１０１０６Ｂへ／２次受付＝１月６
日正午～２月４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６人）は、１月２７日
までに併せて申し込みを。
問同センター☎☎７２３・２９０８

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１月１９日、２月１６日、３月１６日、い
ずれも火曜日午後２時～４時２０分（１
人３０分程度）
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親族後見人のための勉強会・個別
相談会】
　後見業務のワンポイントアドバイ
スや家庭裁判所への報告方法につい
て分かりやすく説明します。講義終
了後、個別相談会を実施します。

対親族後見人等をすでに受任してい
る方（おおむね５年以内）
日２月１３日㈯、勉強会＝午後１時～３
時、個別相談会＝午後３時～５時
講司法書士・工藤正一氏
※個別相談会はリーガルサポート町
田支部会員が応じます。
定２０人（申し込み順）
※個別相談会は１２人までです（勉強
会申込者対象、先着順）。

◇
場町田市民フォーラム
申氏名・電話番号を明示し、①電話ま
たはＦＡＸで②直接、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

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１月２６日㈫～２８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

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１月１６日、３０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に関する知識を
学びます。
日①１月１８日㈪午後２時～３時②１月
１８日㈪午後３時１５分～４時１５分③１
月２８日㈭午後２時～３時④１月２８日
㈭午後３時１５分～４時１５分
内①応用・経営～伝える技術のキホ
ンを知る、広報・ＰＲ戦略②応用・財務
～キャッシュフロー計算書について
③応用・人材育成～就業規則はじめ
てセミナー④応用・販路開拓～物撮
り写真のライティング術
講①（株）コマキ・アンド・カンパニー
小巻朱美氏②（株）ウィルパートナー
ズ・馬場郁夫氏③（株）ウィルパート
ナーズ・藤田知哉氏④フォトグラフ
ァー・戸井田夏子氏
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

疫病文学を読むⅡ
いま、疫病マンガを読むこと

【朱戸アオ『リウーを待ちながら』を
中心に】
　疫病を描いた文学を読み直し、ポ
ストコロナ社会での生き方のヒント
を学びます。
日１月２３日㈯午後２時～４時
場町田市民文学館
内感染症を題材にしたマンガについ
て
講マンガ研究者・トミヤマユキコ氏
定５０人（申し込み順）
申１次受付＝１月２日正午～４日午後
７時にイベシス（インターネット）コ
ード２１０１０５Ａへ／２次受付＝１月５
日正午～２１日にイベントダイヤル
（☎☎７２４・５６５６）またはイベシスへ。
問同館☎☎７３９・３４２０
生涯学習センターコンサート事業

マ リ ン バ ＆ パ ー カ ッ
シ ョ ン ア ン サ ン ブ ル
　群馬交響楽団首席奏者の三橋敦氏
を始め、マリンバや打楽器の演奏家
によるアンサンブルです。
日２月１９日㈮午後４時開演
場生涯学習センター
曲目日本の歌メドレー、アイネクラ
イネナハトムジーク、剣の舞　他
出演三橋敦、小田もゆる、須長竜平、
荒木美栄
定７９人（抽選）
申１次受付＝１月２日正午～４日午後
７時にイベシス（インターネット）コ
ード２１０１０５Ｅへ／２次受付＝１月５
日正午～２５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

パブリック
コメント
概　要

町田市成人式
「二十祭まちだ２０２１」は２回に分けて開催します

問文化振興課（二十祭まちだ実行委員会事務局）☎☎7２４・２１８４

　今年度は、市立中学校通学区域
（学区）ごとに参加する部を指定し
ています。市内に住民票のある新
成人の方へお送りする「町田市成
人式の案内状兼入場券」で参加す
る部をご確認ください。
対２０００年４月２日～２００１年４月１
日生まれの方
日１月１１日㈷、第１部＝午前１１時
３０分～正午（午前１０時３０分受付
開始）、第２部＝午後２時３０分～３
時（午後１時３０分受付開始）
場市立総合体育館
※式には手話通訳がつきます。
内二十祭まちだ実行委員会の制作
による動画の上映等（予定）
※当日成人式に参加できない方の
ために、式の様子を撮影し、オン
ラインで配信する予定です。

【注意事項】
○新型コロナウイルスの感染状況
等により、開催を中止する場合が
あります。最新の情報、参加に関す
る注意事項及び交通規制区間等の
詳細は、町田市ホーム
ページをご覧くださ
い。
○当日午前９時～午後５時に会場
周辺で交通規制を行います。なお、

終了時刻は午後６時から午後５時
に変更となりました。
○新型コロナウイルス感染防止の
ため、マスクの着用・入場時の手
指消毒をお願いします。また、あら
かじめ案内状兼入場券内にあるチ
ェックリストに記入いただき、当
日ご持参ください。
○新成人以外の入場はご遠慮くだ
さい（支援や配慮が必要な方の付
き添いを除く）。

二十祭まちだ応援事業
誕生日の新聞のコピーを

差し上げます
問中央図書館☎☎7２８・８２２０

　新成人の皆さんにお誕生日の新
聞のコピーをプレゼントします
（３ページまで）。
対市内在住の２０００年４月２日～
２００１年４月１日生まれの方
日１月５日㈫～３１日㈰の図書館開
館日
場各市立図書館
申申込書に必要事項を記入し、直
接各市立図書館のカウンターへ
（申し込みは本人に限る）。
※新聞のコピーは後日郵送となり
ます。

　市では、２０１９年度に町田市地域防災計画第１章～第３章の、主に震災
対策に係る内容を修正しました。２０２０年度は、主に町田市地域防災計
画第４章～第１０章の風水害対策等に係る内容を修正します。

【修正の概要】
○各種計画修正への対応　東京都地域防災計画（風水害編・大規模事故
編・原子力災害編）の反映　他
○既往災害等への対応　令和元年東日本台風の対応を踏まえた対応や避
難施設における感染症対策について反映　他
○法改正等への対応　警戒レベルを用いた防災情報の発信　他
○その他　地区防災計画の反映
○募集期間　１月５日㈫～２月３日㈬
○資料の閲覧・配布　計画（修正案）は、町田市ホームページに掲載する
ほか、次の窓口で閲覧及び資料の配布を行っています（各窓口で開所日時
が異なる）。
　防災課（市庁舎３階）、市政情報課・広聴課（市庁舎１階）、男女平等推進
センター（町田市民フォーラム３階）、生涯学習センター、各市民センタ
ー、各連絡所、各市立図書館、町田市民文学館
○意見等の提出方法　郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、または防災課ほか、資料を
配布している窓口へ直接提出してください。郵便の場合は配布資料に添
付している専用封筒（料金受取人払郵便）をご利用いただけます。
○担当課　防災課（〒１９４-８５２０、森野２-２-２２、市庁舎３階、☎☎７２４・
３２１８返０５０・３０８５・６５１９遍ｍcity４８３０@city.ｍachida.tｏkyｏ.jp）

―注意事項―
〇書式は自由ですが、住所・氏名・連絡先・件名を明記してください。
〇電話、窓口での口頭によるご意見は、お受けできません（合理的配慮と
して必要と判断する場合は、この限りではありません）。
〇ご意見への個別回答は行いません。
〇公序良俗に反するもの、特定の団体・個人等に対する誹

ひ

謗
ぼう

中傷が含ま
れるものは無効とします。
〇寄せられたご意見の概要及び市の考え方は、個人情報を除き、３月ご
ろに町田市ホームページ及び上記資料配布場所で公表します。

皆さんのご意見をお寄せください
町田市地域防災計画 2020年度修正（修正案）

問防災課☎☎7２４・3２１８
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催し・講座催し・講座
生涯学習センター
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１月１２日、１９日、２月２日、いずれ
も火曜日午後２時～４時（自由遊び時

間含む）
内自由遊び、歌・絵本の紹介、スキン
シップ遊び、子育て情報交換等
定各５組（申し込み順）
【パパと一緒にきしゃポッポ】
　お父さんが赤ちゃんと楽しく過ご
すためのヒントが見つかるひろばで
す。
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１月１７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１月４日午前９時から電話で同セン
ター（☎☎７２８・００７１）へ。
文学館でたのしむ
おとなのためのおはなし会
日１月２８日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分
場町田市民文学館２階大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「飯島敏
宏」／おはなし＝「九百九十九まいの
金貨」（トルコの昔話）、「つるにょう
ぼう」（日本の昔話）、「山のグートブ

ラント」（アルプス地方の昔話）
語り手（特）まちだ語り手の会
定４０人（先着順）
問同館☎☎７３９・３４２０
かしの木山自然公園
自 然 観 察 会

【冬の野鳥観察】
日１月１７日㈰午前９時３０分～１１時
（雨天中止）
場同公園
※集合は同公園管理事務所前です。
※駐車場はありません。
問同公園☎☎７２４・１６６０

●八王子年金事務所～老齢年金を受
けている方に源泉徴収票を送付しま
す
　雑所得として所得税が課税される
老齢年金等を受けている方へ、１月
中旬から、２０２０年分として支払わ
れた年金額と年金から控除された源
泉徴収税額等を記載した「２０２０年
分公的年金等の源泉徴収票」をお送
りします。なお、障害年金や遺族年金
は非課税所得のため、源泉徴収票は
送付されません。複数の年金を受け
ている方や、公的年金以外に給与所
得がある方等は、確定申告をする際
に源泉徴収票が必要ですので大切に
保管してください／紛失した場合等
は再発行ができます問ねんきんダイ
ヤル☎☎０５７０・０５・１１６５、０５０から
始まる電話の方＝☎☎０３・６７００・
１１６５、八王子年金事務所☎☎０４２・
６２６・３５１１
●八王子都税事務所からのお知らせ
【不動産取得税における認定長期優
良住宅の特例について】
　２０２２年３月３１日までに一定の要
件を満たす認定長期優良住宅を新築
した場合、または新築未使用の認定
長期優良住宅を購入した場合の不動
産取得税については、住宅の価格（評
価額）から１３００万 円（ 価格が
１３００万円未満である場合はその
額）が控除されます。認定長期優良住
宅の特例適用を受けるには申告が必
要です。詳細は、お問い合わせいただ

くか東京都主税局ホームページを参
照問八王子都税事務所資産税課不動
産取得税班☎☎０４２・６４４・１１１７
【点字で課税内容をお知らせします】
　東京都主税局では、納税通知書の
内容を点字でお知らせしています。
対象となる税金は、個人事業税、自動
車税種別割です。また、お知らせする
内容は、税金の種類、納税義務者氏
名、納税通知書番号、納期限、税額、問
い合わせ先です。ご希望の方は、２月
２６日までにご連絡ください。２０２１
年度分から点字のお知らせを同封し
ます問東京都主税局総務部総務課相
談広報班☎☎０３・５３８８・２９２５
●町田消防署～町田消防少年団員募
集
　現在、小学生～高校生の団員４９人
と指導者２１人が在籍しています。防
火・防災の知識や技術を身に付け、規
律ある団体・奉仕活動を通じ、未来の
防災リーダーを育成することを目指
しています対市内在住、在学の小・中
学生活動内容消防に関する訓練及び
学習（月１回程度）、市内約３０ｋｍを
歩く徒歩訓練、夏季キャンプ等の屋
外活動問町田消防署警防課消防少年
団事務局☎☎７９４・０１１９（内線３２３）
●町田市観光コンベンション協会～
新春２０２１原町田七福神巡り「年初
め開運祈願ガイドウォークツアー」
　２０２１年の丑年にちなんで、和牛
ランチの付いたコース・七福神を巡
るコース・坐禅体験コースを用意し
ています日①１月１４日②２月１日③１
月２１日④２月２６日、午前９時４５分か
ら２時間３０分程度（ランチ時間を除

く）、集合は町田ターミナルプラザ市
民広場（小雨実施）内①七福神巡り＆
特別和牛ぎゅーランチ②七福神巡り
③④七福神巡り＆坐禅体験費①
３３００円②１３００円③④各１５００円／
保険料、七福神色紙代、資料代等含む
申希望ツアー番号・希望日・参加者住
所・氏名・電話番号・生年月日・性別を
明記し、①１月１０日まで②１月３０日
まで③１月１９日まで④２月２４日まで
に、ＦＡＸで町田ツーリストギャラリ
ー（返８５０・９３１２）へ（町田市観光コ
ンベンション協会ホームページで申
し込みも可）問同ギャラリー☎☎８５０
・９３１１（受付時間＝午前１０時～午
後７時）
●町田商工会議所からのお知らせ
【税理士による税務相談会】
　年末調整に係る書類（給与支払等）
は会場にもあります対市内の小規模
事業者日１月８日午前１０時～午後４
時
【売上ＵＰにつながる！補助金申請に
も役立つ事業計画策定セミナー】
対経営者・従業員日１月１３日午後２
時～４時内予期せぬ環境変化に対応
しながら、継続的に売り上げを上げ
ていく視点で、事業計画を作成する
ポイント（準備、ストーリーの組み立
て・作成等）を解説

◇
場同会議所申電話で同会議所（☎☎
７２２・５９５７）へ
●南多摩保健所～地域保健医療協議
会委員募集
　地域の保健医療サービスの在り方
などを検討する委員を募集します対

町田・八王子・日野・多摩・稲城市在住
の２０２１年４月１日時点で２０歳以上
の方（都職員及び当圏域の市職員を
除く）募集人数３人以内任期２年以内
申作文（テーマ＝住み慣れた地域で、
誰もが健康で安心して暮らし続ける
ために、地域でできること、協議会委
員として提案したいこと、１２００字
以内）と住所・氏名・電話番号・年齢・
性別・職業を明記し、１月２２日まで
（消印有効）に郵送で南多摩保健所企
画調整課（〒２０６－００２５、多摩市永
山２－１－５）へ問同保健所企画調整
担当☎☎０４２・３７１・７６６１
●東京法務局八王子支局～預けて安
心！！自筆証書遺言書保管制度
　ご自身で書いた遺言書を法務局で
お預かりすることができます。手続
き方法や必要書類、制度の概要等の
詳細は、法務省ホームページ「法務局
における自筆証書遺言書保管制度に
ついて」、または法務局に設置のパン
フレットをご覧ください問同局八王
子支局☎☎０４２・６７０・６２４０
●玉川大学～赤ちゃんラボ研究協力
者募集
　同ラボでは、赤ちゃんのことばと
心の発達の仕組みを心理学・脳科学
的に解き明かす調査を行っていま
す。自宅から参加可能な調査にご協
力いただけるお子さんを募集してい
ます。詳細は同ラボホームページを
参照対生後５か月～１１か月のお子さ
んとその保護者申Ｅメールで同ラボ
（遍ｂａｂｙ＠ｔａｍａｇａｗａ．ａｃ．ｊｐ）へ問
同ラボ☎☎７３９・８４９４

情報コーナー情報コーナー

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。

名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談 月～金曜日
（祝休日を除く）

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 １３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 5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 １2日㈫
⑤登記相談 7日㈭
⑥行政手続相談 １４日㈭
⑦年金・社会保険・労務相談 ６日㈬
⑧国の行政相談 5日㈫
⑨建築・耐震相談 ６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

（2日、祝休日を除く）
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
（2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
（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＝１８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

（特に相続・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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日1月10日㈰午前7時30分～ 8時30分（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

地 域 公 開 講 座
対小学生以下のお子さんがいる保護
者
日２月２日㈫午前１０時～正午
場生涯学習センター
内ことばの発達について
講おおきなかぶ言語聴覚士・岡本朗
子氏

定５０人（申し込み順）
申１月５日正午～２８日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２１０１０５Ｄへ。保育希望
者（４か月以上の未就学児、申し込み
順に９人）は併せて申し込みを。附室
からの親子鑑賞希望者（未就学児、申
し込み順に４人）は電話で要予約。
問子ども発達支援課☎☎７０９・３４５５

　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）

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４～６歳の未就学児、小学生日２月
２日～３月１６日の火曜日（２月２３日
を除く）、①午後３時３０分～４時１５分
②午後４時３０分～７時５０分（Ａ～Ｃ各
１時間）、各全６回定①１０人②各１５人
／抽選費①３６００円②各４８００円申
往復ハガキに必要事項を明記し、１
月１９日まで（必着）に同プールへ

●鶴間公園☎☎８５０・６６３０
【ヨガベーシック】
対１６歳以上の方日毎週火
・金・土曜日、午後０時５分～０時５０分

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。

／開催日の詳細はお問い合わせくだ
さい定各１２人（申し込み順）費各
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）内座位
と立位の姿勢をバランス良く取り入
れ、集中力とリラクゼーション効果
を高める
●サン町田旭体育館☎☎７２０
・０６１１
【太極拳】
対１８歳以上の方日第２・４月曜日、毎
週木曜日、午前９時～９時５０分定各
３０人（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
●町田市フォトサロン☎☎７３６・８２８１
【２０２０年　私のこの一枚写真展】
　皆さんから募集した「おすすめの
この一枚」を、いただいたコメントと
合わせて展示します日程１月２７日㈬
～２月８日㈪

国際版画美術館企画展案内
問市役所代表☎☎７２２・３１１１、同館☎☎７２６・２７７１

開館時間火～金曜日＝午前１０時
～午後５時（入場は午後４時３０分
まで）、土・日曜日、祝休日＝午前
１０時～午後５時３０分（入場は午後
５時まで）
休館日月曜日（祝休日の場合は開
館し、翌日休館）
※いずれの展示も状況により会期
等を変更する場合があります。来
館前に同館ホームページまたはＳ
ＮＳ（Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ）をご確
認ください。

町田市公立小中学校作品展
　子どもたちが学校で学習した図
画工作、美術の意欲あふれる作品

中学校美術作品展　出品予定作品

を集めた展覧会を開催します。　
※今年度は「小学校書写展」の開催
はありません。
【中学校美術作品展】
１月１５日㈮～２４日㈰
【小学校図画工作展】
１月２９日㈮～２月７日㈰
場同館企画展示室１

新収蔵作品展 
Present for You

　２０１９年度後半から本年度前半
にかけて同館が新たに収蔵した作
品の中から、主要な作品約９０点を
展示します。
会期１月５日㈫～２月２１日㈰
場同館企画展示室２
【シリーズ現代の作家　草間彌生】
　世界的な現代アーティスト・草
間彌生氏の版画とマルチプル作品
を同館収蔵品から約３０点紹介し
ます。
会期１月５日㈫～４月１１日㈰
場同館常設展示室

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

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

１月１日
㈷

午前９時～午後５時 内科
甲斐内科クリニック(成瀬が丘２-２４-２) ☎☎７９６・８７１１
玉川クリニック(玉川学園７-５-６) ☎☎７２５・８２０７
玉川学園土屋クリニック(南大谷２１９-２３) ☎☎７２９・５２２８

午前９時～翌朝９時
内科系 町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０

外科系
南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１
町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

２日㈯

午前９時～午後５時 内科
園田クリニック(南成瀬１-８-２１) ☎☎７３９・７３２２
横沢クリニック(大蔵町５００２-２) ☎☎７０８・８５５０
久田内科・呼吸器内科クリニック(忠生３-２０-２) ☎☎７９３・４１１４

午前９時～翌朝９時
内科系 あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１

外科系
多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１
町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０

３日㈰

午前９時～午後５時

内科 内山胃腸科(旭町１-１５-２３) ☎☎７２８・１３７１
内科
小児科 沼田医院(鶴川６-２-１) ☎☎７３５・２０１９

内科 多摩境内科クリニック(小山ヶ丘３-２４) ☎☎７０３・１９２０

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
町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

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

１０日㈰

午前９時～午後５時 内科
町田南ホームクリニック(南町田５-３-２８) ☎☎７８８・２５８１
しあわせ野医院(成瀬台２-４０-１) ☎☎７３９・０４７７
鶴川胃腸科(鶴川２-１７-１) ☎☎７３４・１９５８

午前９時～翌朝９時
内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

外科系
あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１
町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

１１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
鶴川台ウィメンズクリニック(真光寺２-３７-７) ☎☎７３７・１１０３
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
町田市民病院（旭町２-１５-４１） ☎☎７２２・２２３０
南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１

１２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
１３日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１
１４日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

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
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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。
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

　定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、訪問介護員または
訪問看護師が要介護者の自宅を定期訪問し、介護・看護を提供
する２４時間対応の介護サービスです。
　日中、夜間を通して、定期巡回や緊急時等、必要に応じて随
時対応します。
対要介護１～５の方
※詳細は事業所にお問い合わせください。
所在地成瀬が丘２－３－３　ＳＫ ｌａｎｉ １０２
申電話またはＦＡＸで、そよ風定期巡回　まちだ（☎☎７８８・７２２０
返７８８・７２２１）へ。

東京2020オリンピック・パラリンピックイヤー展示
　市は、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、気運醸成に取り組んでいます。
　東京２０２０オリンピック・パラリンピックの開催される年を記念して、町
田市にゆかりのあるアスリートや競技をパネル・映像で紹介します。
　また、会場では男子マラソンで東京２０２０オリンピックの出場が内定している
大迫傑選手、１・２面で紹介した、射撃で東京２０２０パラリンピックの出場が内定
している水田光夏選手への応援メッセージを集めます。ぜひご来場ください。
日１月１２日㈫～２９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）

　認定農業者への認定書授与式を、昨年１２
月１８日に市庁舎で行いました。
　認定農業者制度は、市内の農家の中で特に
意欲をもって経営の改善・発展に取り組む方
を、市が支援する制度です。今回は新規２人、
更新１５人、合計１７人の方を認定しました。
　授与式では、新たに認定された認定農業
者２人に、認定書が手渡されました。

東京2020オリンピック・パラリンピック関連情報東京2020オリンピック・パラリンピック関連情報
水田光夏選手が第33回全日本障
害者ライフル射撃競技選手権大会
男女混合エアライフル伏射で優勝

　水田光夏選手は、昨年１１月７日に宮城県石巻
市で行われた男女混合エアライフル伏射で２年
連続の優勝を果たしました。
　今後の更なる活躍に期待しています。 授与された選手権証とメダル

7月9日に町田へ!

東京2020オリンピック聖火リレー
　東京都ルート１日目のゴール地点は町田シバヒロに決定
しました。
　今後の情報は、決定次第、本紙や町田市ホームページ等で
お知らせします。

開
幕
１
年
前
展
示
の
様
子

　出初式とは、消防団員の士気高揚と市民の防災意識
を高めるため、決意を新たにする式典です。
　当日は、消防団長による訓示のほか、長年にわたって
消防団活動に尽力した団員や、優れた功績を残した団
員に対する表彰等を行います。
※新型コロナウイルス感染防止のため、来場者を制限
し、消防演習や玉川大学吹奏楽団による演奏は行いま
せん。
※午前７時に市内消防器具置場のサイレンを鳴らしま
す。火災とお間違えのないようご注意ください。
日１月１０日㈰午前９時～１０時
場町田第一小学校（雨天中止）

昨年の出初式の様子

町田市消防団では、各地
域で活躍する消防団員を
募集しています。

認定農業者認定書授与式
を行いました

問農業振興課☎☎７２４・２１６６

ポケモンマンホール「ポケふた」

ⓒ２0２１ Pokémon.
ⓒ１995-２0２１ 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・ゲームフリークの登録商標です。

問いきいき総務課☎☎７２４・３２9１ 町田市消防団出初式町田市消防団出初式 問防災課
☎☎７２４・３２5４

まちだの「ポケふた」パネル展まちだの「ポケふた」パネル展
問広報課☎☎７２４・２１0１

　昨年８月に芹ヶ谷公園内に設置された６枚の「ポケ
ふた」のレプリカ（原寸大パネル）や、国際版画美術館
で実施した「摺

すり

体験～木版画でポケふたを摺ろう！」
で使用した版木や摺り見本等を展示します。
　そのほか、「ポケふた」お披露目式の様子を撮影し
た動画の放映や、ぬりえ、周辺施設のチラシ、街歩き
マップの配架等も行います。
○「ポケふた」とは　
　（株）ポケモンが各地の来訪促進を目的に全国に寄
贈しているもので、それぞれ世界に１枚しかないオ
リジナルデザインで製造されています。
　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、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。
　都内初となる町田市のポケふたは、全国で累計
１００個目の記念すべき設置となりました。

日１月４日㈪～８日㈮、午前８時３０分～午後５時
（最終日は午後４時まで）
場イベントスタジオ（市庁舎１階）

「そよ風定期巡回　まちだ」

開設しました
◆◆◆◆新 春 恒 例新 春 恒 例

問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎☎７２４・４４４２


