
人口と世帯（外国人含む） 2021年1月1日現在人口 ： 429,152人（ 男：209,979人・女：219,173人）（前月より40人増） ／ 世帯 ： 200,182世帯（前月より189世帯増）
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　小学校が臨時休校となる中、子どもたちの自宅学習をサポートするため
に、学習教材を作成しインターネット配信を行う「ゼル塾」を立ち上げまし
た。学習教材は４月７日から５月1７日まで毎日更新し、学童保育クラブでの
学習や市内小学校の先生をサポートす
る教材としても活用され、先生や子ども
たちからたくさんの反響がありました。

キヤノンキヤノン
イーグルスイーグルス

室田 祐希室田 祐希選手選手

FCFC
町田ゼルビア町田ゼルビア

　市では3つのスポーツチームが活動しています。さまざまな自粛
を求められている中で、サッカーのFC町田ゼルビア、フットサルの
ASVペスカドーラ町田、ラグビーのキヤノンイーグルスは、地域貢
献活動を通じて地域の皆さんを応援しています。
　中でも、FC町田ゼルビアでは、自宅にこもりがちな方々に向けた
応援事業に取り組んでいます。

まちと ひとと つながるホームタウンチーム
地域を応援しています

フレイル
予防

インターネットで自宅学習をサポートインターネットで自宅学習をサポート

　外出自粛等により、運動や交流の機会が減少し、フレイル（虚弱）となる方
の増加を防ぐため、市と協働してフレイル予防に取り組みました。動画配信
を通して食事の栄養バランスや適度な運動･社会参加（コミュニケーション
の機会）の大切さを伝えています。

フレイル予防をお手伝いフレイル予防をお手伝い

＼おうちで楽し
く勉強できた！

／

／
家
の
中
で
も
体
が
動
か
せ
た
！
＼

ラグビーも感染対策も
One For All、

All For Oneです！
一緒に頑張りましょう！

僕たちは感染拡大防止の対策を
しながらトレーニングを頑張っ
ています！  皆さんも新型コロナ
ウイルスに負けないように手洗
い、うがいを徹底しましょう！

最前線で戦い続ける方々に心か
ら感謝するとともに、1日でも早
く収束を迎えることができるよ
う、一人ひとりが感染予防にしっ
かりと取り組みましょう！

僕たちも共に戦います！

選手からのメッセージコロナに負けるなコロナに負けるな！！

ゼル塾

ASVASV
ペスカドーラ町田ペスカドーラ町田

上田 上田 聖聖選手選手平戸 太貴平戸 太貴選手選手

問 スポーツ振興課　☎☎724・4036
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出前フットサルクリニック

ふれあいサッカー

タグラグビー教室カノンちゃんキヤノンイーグルス
マスコットキャラクター

ドーラASVペスカドーラ町田
マスコットキャラクター

子どもたちを対象として、ホームゲーム
終了後に選手とじかに触れ合いながらサッカー
ができるイベントです。
　実際に試合をしたピッチで、現役のＪリーガーと
ボールを蹴ることができます。
このイベントをきっかけに町田から未来のＪリー
ガーが誕生するかもしれません。

スタッフや現役の選手が市内の
小学校、保育園、幼稚園などを訪れ、子ども

たちを対象にしてフットサル講座を行っています。　
　2019年度は市内8か所で実施し、429人が
受講しました。
　世界的に有名なサッカー選手は幼少期にフッ
トサルを経験していたことが多く、幼少期に行うフ
ットサルは判断力を養うために有効と言われて
います。

小学生を対象に、現役の選手が
学校等を訪れてタグラグビーを指導します。

トップアスリートに会える大人気の授業です。
市内では2019年度に3校で実施し、281人が参加
しました。

　　タグラグビーはタックルが禁止されている代わり
に、左右の腰に装着したタグを取り合います。ボールを
持ったら走るか投げる動作だけで、誰でも活躍のチ
ャンスがある競技です。

ゼルビーFC町田ゼルビア
マスコットキャラクター

未来を担う子どもたちに向けた取り組み未来を担う子どもたちに向けた取り組み

各チームや競技の見どころ各チームや競技の見どころ
1月： 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
各チームのシーズンスケジュール

FC町田ゼルビア：２月～12月

キヤノンイーグルス：１月～５月

ASVペスカドーラ町田：６月～翌年１月

　2012年にJリーグに加盟した町田市
のホームタウンチームです。現在はJ2リ
ーグで活躍しています。多くのクラブは
県や多数の市・町などを広域のホームタ
ウンとしている中、町田市のみを単独で
ホームタウンとしています。

　フットサルはスピーディーな展開が見
どころの種目です。ASVペスカドーラ町
田は日本代表歴のある選手も多数在籍す
るチームです。多彩なパスワークや相手
を翻

ほ ん ろ う

弄するドリブルから生まれる鮮やか
なゴールは必見です。

　ラグビーW杯2019™に出場した田村
優選手、田中史朗選手が所属するチーム
です。筋骨隆々の選手たちがぶつかる姿
やフィールドを駆け抜けるスピードが見
どころです。

サッカーFC町田ゼルビア

フットサルASVペスカドーラ町田

ラグビーキヤノンイーグルス
今も未来も大切に

町田市のＳＤＧｓ

Jリーグ2021シーズンホーム初戦は2月28日（日）午後2時から！
モンテディオ山形と対戦します。

※�新型コロナウイルス
感染予防のため
　休止中

※�新型コロナウイルス
感染予防のため
　休止中
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お知らせお知らせ
届いていない方はご連絡を

就 学・ 入 学 通 知 書
　今年４月に小・中学校に入学する
お子さん（小学校＝２０１４年４月２日
～２０１５年４月１日生まれ、中学校＝
２００８年４月２日～２００９年４月１日生
まれ）の保護者の方へ、就学通知書
（新小学校１年生）・入学通知書（新中
学校１年生）を、１月下旬にお送りし
ました。まだ届いていない方は、学務
課へご連絡ください。
　外国籍の方で、町田市立小・中学校
に就学を希望する方は、学務課で手
続きをしてください。なお、国立・都
立・私立の小・中学校に入学する方
は、２月末までに入学承諾書等の原
本を直接または郵送で、学務課（市庁
舎１０階、〒１９４－８５２０、森野２－２
－２２）、または各市民センター、各連
絡所へ提出してください。
問学務課☎☎７２４・２１７６

手 話 通 訳 者 登 録 試 験
　聴覚障がいのある方を支援する手
話通訳者の登録試験を実施します。
対市内在住、在勤、在学の聴覚障がい
者福祉に熱意があり、２０２１年４月１
日時点で満２０歳以上で、手話講習会
養成クラス修了者または同程度の手

話学習経験のある方（おおむね４年
以上）
試験日１次＝３月２日㈫午後７時か
ら、２次＝３月１４日㈰午前９時３０分
から（１次合格者のみ）
場市庁舎
申所定の申込書（障がい福祉課〔市庁
舎１階〕で配布、町田市ホームページ
でダウンロードも可）に記入し、直接
または郵送で２月１５日まで（必着）に
障がい福祉課（〒１９４－８５２０、森野
２－２－２２）へ。
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４８返
０５０・３１０１・３６３８
大地沢青少年センター～８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２月６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。
せせらぎの里　町田市自然休暇村 
８月２０日～３１日分の

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２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）。
※初日の午後１時までの受付分は抽
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
順で受け付けます。詳細は自然休暇
村（☎☎０２６７・９９・２９１２）にお問い合
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２８日～８月１９日の夏期期間は
抽選です。詳細は今後の本紙等でお
知らせします。

玉川学園コミュニティセンター

施設貸出を再開します
問玉川学園駅前連絡所☎☎７３２・９３７２

　現在、建て替え工事中の玉川学
園コミュニティセンターは、５月
２２日㈯午後の時間帯から、施設貸
出を再開します。用途や定員のほ
か貸出備品なども見直し、より快
適に利用していただけるようリニ
ューアルしました。
　施設貸出の再開に先立ち、申し
込みを抽選で受け付けます。多目
的ホールは２月１日㈪から、各多目

的室は３月１日㈪から、まちだ施設
案内予約システムで申し込むこと
ができます。なお、同予約システム
を初めて利用する場合は、事前に
窓口で利用者登録の手続きが必要
です。
　貸出施設の使用料金等は下表の
とおりです。ご不明な点はお問い
合わせください。

http://www.city.machida.tokyo.jp/　　パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話等でご覧いただけますURL町田市ホームページ

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

2月5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

まちだの新たな学
校づくり審議会

2月8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

町田市長期計画審
議会

2月16日㈫午
後3時～5時

市 庁 舎4階 政
策会議室

3人
（先着順）

直接会場へ問企画政
策課☎☎724・2103

町田市地域密着型
サービス運営委員
会

2月19日㈮午
後6時30分～
8時

市 庁 舎2階 会
議室2－1

3人
（申し込み順）

2月15日までに電話で
いきいき総務課（☎☎724・
3291）へ

貸出施設使用料金

施設名 定　員
午　前 午　後 夜　間 全　日

午前9時～
正午

午後1時～
5時

午後5時30
分～10時

午前9時～
午後10時

多目的ホール 140人 1520円 2080円 2080円 5680円
多目的室1A
（保育室） 18人 300円 400円 400円 1100円

多目的室1B 18人 300円 400円 400円 1100円
多目的室2 24人 610円 860円 860円 2330円
多目的室3

（アップライト 
ピアノ有）

24人 610円 860円 860円 2330円

多目的室4
（調理可） 24人 610円 860円 860円 2330円

※ホールの附帯設備使用料金　グランドピアノ=半日（1コマ）520円、全日（2コマ
以上）830円

　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、各課へお
問い合わせください。
任用期間4月1日～2022年3月31日
※社会保険・雇用保険等勤務条件により加入有り（1、5-①②、6-②③、8を除く）／通勤手当相当分の支給有り／
勤務条件により期末手当の支給対象となる場合有り（1、4-③、5-①②、6-②③を除く）

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 申込期間 問い合わせ

1 市民協働推進課
一般事務

成瀬・つくし野・木曽森野・三
輪コミュニティセンター 月4日＝若干名 月額3万1500円 2月10日まで 市民協働推進課☎☎723・2892

2 子育て推進課
一般事務

子育て推進課
(市庁舎2階) 月16日＝1人 月額19万2200円 2月12日まで 子育て推進課☎☎724・4467

3 放課後児童支援員
(補助) 中央学童保育クラブ 月20日＝若干名 月額13万円 2月12日まで 児童青少年課☎☎724・2182

4 学童保育クラブ補助員 中央学童保育クラブ
①月20日＝若干名
②月16日＝若干名
③月12日＝若干名

①月額10万5000円
②月額8万4000円
③月額5万400円

2月12日まで 児童青少年課☎☎724・2182

5
子どもセンター支援員
※希望の勤務地へ申し込
みをしてください。

子どもセンター①3館(ばあ
ん、ただON、まあち)②ただ
ON

①月16日＝ばあん・1人、ただON・
2人、まあち・3人
②月4日＝1人

①月額5万7600円
②月額1万4400円 2月14日まで

ばあん☎☎788・4181
ただON☎☎794・6722
まあち☎☎794・7360

6
子どもセンター補助員
※希望の勤務地へ申し込
みをしてください。

子どもセンター①ばあん②4
館(ばあん、つるっこ、ただ
ON、ぱお分館)③ばあん

①月16日＝1人
②月8日＝ばあん・1人、つるっこ・1
人、ただON・2人、ぱお分館・1人
③月4日＝1人

①月額11万7600円
②月額5万8800円
③月額2万9400円

2月14日まで
ばあん☎☎788・4181
つるっこ☎☎708・0236
ただON☎☎794・6722
ぱお☎☎775・5258

7 下水道経営総務課
一般事務

下水道経営総務課
(市庁舎8階) 月16日＝1人 月額19万2200円 2月10日まで 下水道経営総務課☎☎724・4287

8 副校長補佐 市立小・中学校
※勤務地の指定はできません。 月16日＝3人程度 月額12万4000円 2月8日～17日 教育総務課☎☎724・2173

9 スクール・サポート・スタ
ッフ

市立小・中学校
※勤務地の指定はできません。

年192日（月16日相当）＝8人程度
※配置状況により勤務日数が変更
になる場合があります。

月額10万800円 2月10日まで 教育総務課☎☎724・2173

10 学校用務員 市立小・中学校
※勤務地の指定はできません。 月16日＝若干名 月額19万2200円 2月15日まで 施設課☎☎724・5831

11 町田市民文学館
一般事務 町田市民文学館 月16日＝1人 月額19万2200円 2月12日まで 町田市民文学館☎☎739・3420

税理士による無料申告相談

お 詫 び
　本紙１月１５日号７面に掲載した
「税理士による無料申告相談」は、
新型コロナウイルス感染防止のた
め、中止となりました。
　ご迷惑をおかけして申し訳あり
ません。
問町田税務署☎☎７２８・７２１１、町田
市市民税課☎☎７２４・２１１４
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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２月１３日、２７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①２月９日㈫午後２時～３時②２月９
日㈫午後３時１５分～４時１５分③２月
１７日㈬午後２時～３時④２月１７日㈬
午後３時１５分～４時１５分
内①経営～補助金の基本を知ろう②
財務～決算書の読み方を知ろう③人
材育成～労務管理の基礎について学
ぼう④販路開拓～顧客視点のマーケ
ティングを知ろう
講①（株）ウィルパートナーズ・辺見
香織氏②中小企業診断士和泉朱美事
務所・和泉朱美氏③（株）ウィルパー
トナーズ・藤田知哉氏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。

◇
対創業を予定している方、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

町田市介護人材バンク
【土曜日開催！出張・就労相談会ｉｎ南
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２月２０日㈯午後１時３０分～４時
場南市民センター第１会議室
※事前予約は同バンクへ（予約無し
での参加も可）。
【特別講座～人生１００年、口・喉を鍛
えて元気！】
　「口や喉を鍛える大切さやなぜ健
康につながるのか」を、マスクをした
まま・自宅でもできる口や喉の体操方
法とともに学びます。会場と講師側を
Ｚｏｏｍでつなぐオンライン講座で
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２月２６日㈮午後２時～４時３０分
場町田商工会議所

講町田市リハビリテーション連絡会
・嘉賀啓介氏
定２０人（申し込み順）
申２月１８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

暮らしの手続き無料電話相談会
　遺言書の作成や相続手続き、成年
後見制度や高齢者の財産管理、年金、
社会保険、労働問題全般、賃貸トラブ
ル、不動産の売買や賃貸借契約等に
ついて行政書士、社会保険労務士及
び宅地建物取引士が秘密厳守で、電
話相談に応じます。
※相談時間は１人３０分以内です。
対市内在住、在勤の方
日２月１４日㈰午後１時～４時３０分
申事前に電話で広聴課（☎☎７２４・
２１０２）へ。

まちだ市民セミナー
【知っておきたい性のはなし～子ど
もたちを守るために】
　ＹｏｕＴｕｂｅで配信します。詳細は決
まり次第、町田市医師会ホームペー
ジに掲載します。
日・内２月２８日㈰、①午後２時５分～２

時５０分ごろ＝自分と相手を大切に
するって？～若者の性の現状と、親
として、産婦人科医としての課題②
午後２時５０分～３時３５分ごろ＝ＬＧＢ
Ｔ／ＳＯＧＩの基礎知識　トランスジ
ェンダーの子どもと学校（ビデオ講
演）③午後３時４５分～４時１５分ごろ
＝ゲストスピーカー講演④午後４時
１５分～４時２５分ごろ＝講師４人によ
るディスカッション
講①筑波大学大学院ヒューマン・ケ
ア科学専攻社会精神保健学分野　遠
見才希子医師②岡山大学大学院保健
学研究科教授・中塚幹也医師③（特）
共生社会をつくるセクシュアル・マ
イノリティ支援全国ネットワーク会
員　松尾タクミ氏、教員・流氏
問保健総務課☎☎７２２・６７２８
裁判所の調停委員による
民事調停の利用相談会
　土地建物、金銭債務、近隣問題、交
通事故、パワハラなどの「民事上のも
めごと」について、豊富な経験と知識
をもった裁判所の調停委員が秘密厳
守で民事調停の手続きや利用方法等
について相談に応じます。弁護士の
委員も参加します。
日３月１日㈪午後１時３０分～４時３０分
場市民相談室（市庁舎１階）
申直接または電話で広聴課（市庁舎
１階、☎☎７２４・２１０２）へ。

団地のかるたを一緒に作りませんか

遊団地　読み札を募集します！
問�応募内容について＝町田パリオ☎☎７２５・３７１０、その他のお問い合わせ
＝町田市住宅課☎☎７２４・４２６９

住宅改修に伴う固定資産税（家屋）の減額制度
問資産税課☎☎７２４・２１１8

　市は、市内の大規模団地の再生
と活性化に向け、団地の魅力発信
に取り組んでいます。
　２０１８年に始まった「遊

ゆう

団
だん

地
ち

」で
は、「団地で遊ぼう！団地を知ろう
！」をテーマに、団地の新たな魅力
をアートのイベントなどで発信し
ています。今年は、地域の学生・住
民・アーティストらと、町田木曽団
地をテーマにしたかるたの作成を
行います。
※町田パリオ、町田木曽団地自治
会、町田木曽団地名店会、ＪＫＫ東京
（東京都住宅供給公社）と共催です。

読み札の文章を募集します
　あなたが知っている町田木曽団
地の魅力・思い出・歴史・穴場・団地
あるあるなどを募集します。選ば
れた作品で「遊団地かるた」を制作
し、遊団地ホームページ・ＳＮＳ、４
月～５月ごろに市内で開催予定の
展示会で紹介するほか、市内の子
ども関連施設などに配布します。
※展示会で氏名またはペンネーム
を掲載します。
※入選者には抽選で「遊団地かる
た」を進呈します。

―募集内容―
内容・文字数町田木曽団地をテー
マにした文章（「を」「ん」を含めた、
ひらがな４６音のいずれかを文頭
に定めたもの）、１２～１９文字程度
申住所・氏名（ふりがな）・ペンネー
ム（匿名希望の方）・電話番号・年
齢、Ｅメールの場合は表題に「遊団
地かるた応募」と書き、２月１０日ま

で（必着）に郵送、ＦＡＸまたはＥメ
ールで、町田パリオ「遊団地かる
た」係（〒１９４－００２２、森野１－
１５－１３、パリオビル３Ｆ管理事務
所内、返７２５・１６３２遍ｐｒｏｊｅｃｔ＠ｐ
ａｒｉｏ-ｍａｃｈｉｄａ．ｃｏｍ）へ（応募フォ
ーム〔下記二次元バーコード〕また
は町田木曽団地自治会事務所、浜
名屋精肉店、食品の店おおた町田
木曽店の応募箱で応募も可）。
※入選者には、２月下
旬ごろ電話で連絡しま
す。

―注意事項―
・応募作品はオリジナルかつ未発
表のものに限り、第三者の著作権
などの権利を侵害しないものとし
ます。
・応募作品の返却はできません。
・応募にかかる一切の費用は応募
者負担となります。
・読み札の文章は、子どもにも分
かりやすい表現で作成してくださ
い。
・かるたの編集に際し、作品の一
部を修正する場合があります。
・応募作品の著作権は、町田パリ
オ〔（株）グレースコーポレーショ
ン・ジャパン〕に帰属します。
・応募作品やイベントの様子は、
本企画関係者が運営する誌面、ウ
ェブ、ＳＮＳ等で使用させていただ
く場合があります。
・応募に関しての個人情報は、応
募者への連絡や入選作品の発表
等、本事業に必要な範囲で使用し
ます。

　一定の要件を満たす住宅の改修工事を行った場合、固定資産税を減額
します。工事が完了した日から３か月以内に申告してください。
※詳細は町田市ホームページをご覧ください。また、「固定資産税のあら
まし」を資産税課（市庁舎２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）。

対　象 内　容 減額期間

耐
震
改
修

１９８２年１月１日以前に建築
された住宅を、現行の耐震
基準に適合させるよう改修
工事を行ったもの（工事費
用が５０万円を超えた場合）
※市から補助金が出ている
耐震工事を行っていても、
「簡易耐震工事」の場合は改
修工事に必要な要件・基準
を満たさないため、軽減措
置の対象外です。

１戸当たり床面積
１２０㎡相当分を上
限として、固定資産
税額の２分の１を減
額
※長期優良住宅の
認定を受けて改修
された場合は３分の
２を減額。

２０２０年１月２日～２０２２年３
月３１日に工事が完了した場
合＝改修工事が完了した年
の翌年度１年度分
※ただし、建築物の耐震改
修の促進に関する法律に規
定する通行障害既存耐震不
適格建築物に該当する場合
は翌年度から２年度分。

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

新築された日から１０年以上
を経過した住宅（賃貸住宅
を除く）で、６５歳以上の方、
要介護認定または要支援認
定を受けている方、障がい
のある方で障害者手帳等を
お持ちの方が居住し、バリ
アフリー改修工事を行った
もの（補助金等を除く工事
費用が５０万円を超えた場
合）

１戸当たり床面積
１００㎡相当分を上
限として、固定資産
税額の３分の１を減
額

２０２２年３月３１日までに工
事が完了した場合＝改修工
事が完了した年の翌年度１
年度分

省
エ
ネ
改
修

２００８年１月１日以前に建築
された住宅（賃貸住宅を除
く）で、一定の要件を満たす
省エネ改修工事を行ったも
の（窓の断熱改修工事必須・
補助金等を除く工事費用が
５０万円を超えた場合）

１戸当たり床面積
１２０㎡相当分を上
限として、固定資産
税額の３分の１を減
額
※長期優良住宅の
認定を受けて改修
された場合は３分の
２を減額。

２０２２年３月３１日までに工
事が完了した場合＝改修工
事が完了した年の翌年度１
年度分
※長期優良住宅の認定を受
けて改修された場合は、
２０２０年３月３１日～２０２２年
３月３１日に行われた改修工
事が対象。

※バリアフリー改修及び省エネ改修に伴う減額は、各自の申告により同時に適用され
ますが、耐震改修を行った住宅に係る減額制度と同時には適用されません。
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のための専
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無

む

料
りょう

相
そ う
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だ ん

会
か い

　弁
べん

護
ご

士
し

・行
ぎょう

政
せい

書
しょ

士
し

などの専
せん

門
もん

家
か

が
ビザ・在

ざい

留
りゅう

資
し

格
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けっ

婚
こん
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婚
こん

・健
けん

康
こう

保
ほ

険
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・雇
こ

用
よう

保
ほ

険
けん

・年
ねん

金
きん

・子
こ

育
そだ

て等
など

、日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

で困
こま

っていることの相
そう

談
だん

を、対
たい

面
めん

及
およ

びオンラインで受
う

けます。
※通

つう

訳
やく

言
げん

語
ご

は英
えい

語
ご

、中
ちゅう

国
ごく

語
ご

、韓
かん

国
こく

語
ご

、
スペイン語

ご

、フランス語
ご

、ドイツ語
ご

、
タガログ語

ご

です。
日２月

がつ

２１日
にち

日
にち

午
ご

後
ご

１時
じ

３０分
ぷん

～３時
じ

３０
分
ぷん

場同
どう

センター
申電

でん

話
わ

、ＦＡＸまたはＥメールで２月
がつ

１２日
にち

までに同
どう

センター（☎☎７２２・
４２６０返７２２・５３３０遍ｓｏｕｄａｎ＠ｍａ
ｃｈｉｄａ－ｋｏｋｕｓａｉ．ｊｐ）へ。
※相

そう

談
だん

会
かい

に関
かん

することは同
どう

センター
へお問

と

い合
あ

わせください。
問文

ぶん

化
か

振
しん

興
こう

課
か

☎☎７２４・２１８４

女性のための防災講座
　どんな行動が命を救い、どんな備
えをしておけば良いのか、東京都発
行「東京くらし防災」の編集・検討委
員を講師にお招きし、女性のための
防災を学びます。
日３月１８日㈭午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講（株）危機管理教育研究所代表・国
崎信江氏
定２０人（申し込み順）
申２月２日正午～３月１１日にイベン
トダイヤル（☎☎７２４・５６５６）または
イベシスコード２１０２０２Ｄ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３月４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
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）。

【美ってなんだろう？～美学の世界
へご招待】
　美学という学問世界から、美につ
いての伝統的・基礎的考え方を学び、
自分自身の感性と向き合う術

すべ

を演習
的に探ります。
対１６歳以上の方
日３月６日㈯午後２時～４時１０分
場ユニコムプラザさがみはら（相模
原市）
講女子美術大学芸術学部非常勤講師
・内野博子氏
定２５人（抽選）
費１５００円
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、２月１１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）。
※申込締切日までに定員に達しない
場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎☎７２８・００７１
家庭教育支援講座

深 め よ う！ 親 子 の 絆
【親から子へ幼児期から自然に伝え
る性教育・ふれあい遊び】
　「赤ちゃんはどこからくるの？」と
いう質問に自然に答えられる方法を
考えます。また、親子で楽しむふれあ
い遊びと講座の振り返りを兼ねた交

流タイムもあります。
対市内在住の０～１０歳のお子さんが
いる保護者で、全回参加できる方
日①３月９日②３月１６日、いずれも火
曜日午前１０時～正午、全２回
場生涯学習センター
内①親子の絆を深めるおうち性教育
②親子の絆を深めるおうちふれあい
遊び＆まとめ
講①助産院ＬｕｎａＬｕｎａ助産師・山西
朋子氏②土屋音楽教室・土屋明生氏
定２３人（申し込み順）
申２月２日午前９時から電話で同セン
ター（☎☎７２８・００７１）へ。保育希望者
（３月１日時点で８か月以上の未就学
児、申し込み順に１０人）は併せて申
し込みを。
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】
　お母さん同士で子育て情報の交換
等をしましょう。
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２月９日、１６日、３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、スキンシップ遊び、子育
て情報交換、歌・絵本の紹介等
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２月２１日日午後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２月２日午前９時から電話で同セン
ター（☎☎７２８・００７１）へ。

外国のダンスとお話と
　町田国際交流センターの協力のも
と、開催します。
日２月２８日日午後１時３０分～４時
場生涯学習センター
内第１部＝ペルーの民族舞踊、中国
の二胡の演奏、第２部＝外国の方が
日本で生活して感じる文化や習慣の
違いを聞いて、誰もが住みやすいま
ちづくりについて考える
定３７人（申し込み順）
申２月２日午前９時から電話で生涯学
習センター（☎☎７２８・００７１）へ。

吹きガラスに挑戦 ｉｎ 
芹 ヶ 谷 公 園
　移動式のガラス炉を使って、ガラ
ス作家の指導のもと作成します。金
属製のさおの先に溶けたガラスを巻
き取り、息を吹きこんでガラスを膨
らませて成形し、１人１つ、ガラスの
コップを作ります。
※できたコップは冷ましてから約１
週間後に郵送します。
対小学生以上の方
※保護者の見学のみも可能です。
日３月１３日㈯、１４日日、２０日㈷、①
午前１０時～正午②午後１時～３時③
午後３時～４時／雨天中止（小雨含
む）
※各回とも同一内容です。
場芹ヶ谷公園
講ガラス作家・なかのかずひろ氏
定①各４人②各４人③各２人／市内在
住の方を優先のうえ抽選、結果は２
月２５日ごろまでに連絡
費２５００円（送料込み）
申２月５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①２１０２０５Ａ②２１０２０５
Ｂ③２１０２０５Ｃへ。
問市立博物館☎☎７２６・１５３１

３月は東京都の「自殺対策強化月間」です
問健康推進課☎☎７２４・４２３６

コンビニ証明書自動交付
サ ー ビ ス を 休 止
　システムメンテナンスのため、
２月１８日㈭午後７時～１１時はコン
ビニエンスストアでの戸籍証明書
の自動交付サービスを休止しま
す。
　交付の再開は、２月１９日午前６
時３０分からです。
※住民票、印鑑登録証明書、課税・
非課税証明書は、通常どおり取得
できます。
問市民課☎☎７２４・２８６４

小山市民センター  
エレベーター改修工事の
お 知 ら せ
　改修工事のため、２月１５日㈪～
３月２４日㈬（予定）は、エレベータ
ーの利用ができません。
　ご理解ご協力をお願いします。
問同センター☎☎７９８・１９２７

　日本の自殺者数は近年減少傾向
にあったものの、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大によるストレス
や不安、環境の変化、雇用情勢の悪
化等により、自殺リスクが高まる
おそれがあります。
　町田市でも毎年かけがえのない
＂いのち＂が失われています。こう
した現状を踏まえ、２月から普及
啓発の取り組みを開始します。

【市内各駅での普及啓発キャンペ
ーン】
　市では、身近な人の悩みに気付
き支える人である「ゲートキーパ
ー」について周知するため、学校法
人東京町田学園町田・デザイン専
門学校の協力のもと、ポスターと
クリアファイルを新たに作成しま
した。
　ポスターは、３月３１日まで市内
各駅やバス車内、医療機関や薬局
等で掲示されます。また、クリアフ
ァイルを市内各駅、公共施設等で
配布します。

【ＹｏｕＴｕｂｅ～ゲートキーパー養
成講座】
　医療介護職等の専門職の方や、
過去にゲートキーパー養成講座を
受講した方を対象に、専門職向け
及びフォローアップ向けの講座

「死にたいにどう対応するか～自
殺のリスクアセスメントと介入」
をＹｏｕＴｕｂｅで配信します。下記二
次元バーコードからＹｏｕＴｕｂｅ動
画を閲覧いただき、その後、概要欄
にあるアンケートフ
ォームから問題に回
答していただく形式
の養成講座です。
閲覧期間３月３１日㈬まで
講精神保健福祉士・伊藤次郎氏

【オンライン～ゲートキーパー養
成講座】
　専門職向け及びフォローアップ
向けの講座「自死とどう寄り添っ
ていくか」をオンラインで実施し
ます。
日３月１７日㈬午後２時～２時４０分
講（特）全国自死遺族総合支援セン
ター・秋田整氏
申２月１８日正午～３月１５日にイベ
シスコード２１０２１８Ａへ。
※Ｗｅｂ会議ツール「Ｗｅｂｅｘ」を
使用します。アプリのインストー
ル、会員登録の必要はありません。
※参加者の顔は映しません。
※受講にはインターネットにつな
がるパソコン・タブレット端末・ス
マホ及びＥメールアドレスが必要
です。

民生委員・児童委員は地域の身近な相談相手です

民生委員・児童委員が新たに委嘱されました
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

　３人の民生委員・児童委員が新
たに委嘱されました。担当地域は
下表のとおりです。

※その他の地域の担当は、お問い
合わせください。

民生委員・児童委員（1月異動）
地　区 地　域 担当委員氏名

鶴川第一 大蔵町
491～560、1236、1340～1788
（1771～1777を除く）、2746～
2947、2949、3500～3508

鎌倉真由美（新任）

鶴川第二 能ヶ谷

6丁目6－(26～31)、8～14、34、
36～47

佐々木徹也（新任）
7丁目19－(1～10)、20－(5～7)、
25～55

鶴川第二 三輪町 1～180 矢澤美加栄（新任）
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詳細はお問い合わせください。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131移動図書館“そよかぜ号”ご利用ください！ 検索町田市立図書館

生涯学習センターことぶき大学
まちだ探・探ゼミナール 
学 習 発 表 会
　まちだ探・探ゼミナールの受講生
が、それぞれ知りたい・調べたいテー
マを決め、学習しました。その成果を
模造紙やステージで発表します。
※探・探会と共催です。
日２月１７日㈬午後０時２０分～４時３０
分、１８日㈭午前９時３０分～午後４時
３０分
場生涯学習センター
定４5人（申し込み順）
申２月１日午前９時から電話で同セン
ター（☎☎７２８・００７１）へ。
※定員に余裕がある場合は当日参加
もできます。詳細はお問い合わせく
ださい。
生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催～３水スマイルラウンジ

村野常右衛門家写真の世界
　鶴川とゆかりの深い民権家・村野
常右衛門の資料（自由民権資料館寄
託）の中には、多くの写真が残されて
います。村野家に残る写真の特徴を、
日本における写真の歴史と重ねなが
ら自由民権資料館の学芸員が紹介し
ます。
日２月１７日㈬午前１０時～１１時、午

後１時～２時（各回とも同一内容）
場和光大学ポプリホール鶴川３階多
目的室
定各２5人（先着順）
問同センター☎☎７２８・００７１

東京都公民館研究大会
　公民館関係者が公民館の未来と課
題について話し合うイベントです。
「コロナ時代に向き合う公民館～新
しい生活様式と公民館」をテーマに
開催します。
　新型コロナウイルス感染防止のた
め、基調講演を収録した動画や課題
別に４つの分科会で話し合われた報
告事例等を、東京都公民館連絡協議
会ホームページ（下記二次元バーコ
ード）に掲載します。詳細
は、同協議会ホームペー
ジをご覧ください。
公開期間２月１０日㈬～
２０２２年１月３１日㈪
講放送大学千葉学習センター所長・
長澤成次氏
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１
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、おひ
なさまパズルセットを予定していま
す。
日２月１４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）
※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
付けをしてください（受付時間内で
あれば何時からでも参加可）。
申２月１日午前９時から電話で同セン
ター（☎☎７８２・３８００）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３月１２日㈮、１３日㈯、午前１１時～
午後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２月１９日ごろ

郵送）
費３０００円
申２月１４日までにイベントダイヤル
（☎☎７２４・5６5６）またはイベシスコ
ード２１０１２６Ｈへ（同館ホームペー
ジで申し込みも可）。
問同館☎☎７２６・２８８９
収蔵資料公開記念

遠藤周作のユーモアの手法
【「喜劇新四谷怪談」にそって】
　町田市民文学館の新収蔵資料・遠
藤周作「喜劇新四谷怪談」におけるユ
ーモアの手法について、講師に読み
解いていただき、作品に通底する「ユ
ーモア」について考察します。
日３月６日㈯午後２時～４時
場同館
講文芸評論家・加藤宗哉氏
定5０人（申し込み順）
申１次受付＝２月１日正午～３日午後
７時にイベシス（インターネット）コ
ード２１０２０４Aへ／２次受付＝２月４
日正午～３月４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

催し・講座催し・講座

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（⑨⑪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。
※緊急事態宣言中は、①～⑦は、電話での相談も受け付けますので、希望する方は予約時にお伝えください。

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 10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 2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 9日㈫

⑤登記相談 4日㈭

⑥年金・社会保険・労務相談 3日㈬

⑦建築・耐震相談 3日㈬

⑧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

⑨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

⑩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

⑪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＝8日㈪
Ｂ＝15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（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

情報コーナー情報コーナー
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集

【①ポイント方式（家族向）②単身者
向、車いす使用者向、シルバーピア

（単身者向・二人世帯向）③居室内で
病死等があった住宅】
　都内に３年以上居住等、いずれも

要件有り／詳細は募集案内を参照配
布期間２月９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、都庁等
（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２月１5日
まで（必着）問同公社都営住宅募集セ
ンター☎☎０5７０・０１０・８１０

観光まちづくりシンポジウム２０２１
問観光まちづくり課☎☎7２４・２１２８

　「地元の魅力を磨く担い手づくり～観光教育のススメ」をテーマに、
基調講演とパネルディスカッションを行います。市民全体で来訪者を
おもてなしできるよう「町田の観光」について一緒に考えましょう。
　右下二次元バーコードでインターネット中継も行います。
日２月２３日㈷午後２時～４時
場生涯学習センターホール　
講玉川大学教育学部教授・寺本潔氏、じゃらんリサーチ
センター研究員・森戸香奈子氏
定６０人（先着順）

　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
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日2月15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 ☎

福祉サポートまちだ
成年後見制度出張講座

【ご存知ですか？成年後見制度】
日２月２５日㈭午後２時～３時３０分
場南市民センター
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１５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
自由民権資料館
出 前 講 座

【①出前講座ｉｎ鶴川「小野路の生糸販
売組合　碓

うす

氷
い

社
しゃ

甲
こう

寅
いん

組
ぐみ

」】
　大正期、小野路で生糸販売組合を
営んでいた「碓氷社甲寅組」につい
て、産業組合法に注目しながら紹介
します。　
日３月１３日㈯午後２時３０分～４時
場鶴川市民センター
【②出前講座ｉｎ忠生「幕末の日記『晴

せい

雨
う

日記』を読む」】
　図師村の村役人が記した「晴雨日
記」には、農業に関する記録等が記さ
れています。この日記から、当時の図
師村とその周辺の人々の暮らしを紹
介します。
日３月２７日㈯午後２時３０分～４時
場忠生市民センター

◇
定各５０人（申し込み順）
申１次受付＝２月１日正午～８日午後
７時にイベシス（インターネット）コ
ード①２１０２０９Ａ②２１０２０９Ｂへ／２
次受付＝２月９日正午から①３月１１
日まで②３月２５日までに、イベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスへ。

町田の歴史を歩く２０２１
　学芸員がガイドします。
日①３月１４日②３月２１日③３月２８
日、いずれも日曜日午前９時３０分～
午後０時３０分、集合はＪＲ町田駅前デ
ッキ
内①森野コース＝住吉神社・地神塔
・庚申塔・妙延寺等②金森コース＝
渋池弁財天・金森杉山神社・南平和児
童遊園等③原町田コース＝浄運寺・

勝楽寺・町田天満宮・行幸道路等
定各２０人（申し込み順）
費１００円（資料代、保険料）
申２月９日正午からイベントダイヤ

ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード２１０２０９Ｃへ（１回ずつの申し
込みも可）。
問自由民権資料館☎☎７３４・４５０８

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
　下記以外の講座やワーク
ショップについては、子ども創造キ
ャンパスひなた村ホームページ等を
ご覧ください
【キャンプスキルワークショップ～
火おこし・たき火編】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日２月２８日㈰午前１０時～午後３
時（小雨実施荒天中止）場ひなた村野
外炊事場内火おこし体験、たき火の
応用や安全を考える講座定１０人（申
し込み順）費３００円申２月３日午前
１０時から電話でひなた村へ

●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
【リフレッシュ体操】
対１６歳以上の方日毎週水・金曜日、
午後３時３０分～４時定１５人（申し込
み順）費３００円申電話で同プールへ
【肩膝腰痛改善運動教室】
　直接会場へおいでください対１６
歳以上の方日毎週木曜日、午後１時
～１時５０分定１５人（先着順）費６００
円

◇
　いずれも除外日があります。詳細
はお問い合わせください
●サン町田旭体育館☎☎７２０
・０６１１
【骨盤調整】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上の
方日毎週木曜日、午後０時４０分～１
時２５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

●野津田公園☎☎７３６・３１３１
【オリンピアンが教える「ジ
ュニア陸上教室」】
対市内在住、在学の新小学１～６年生
日４月～２０２２年３月の月曜日、午後
４時１５分～５時４５分／開催日の詳細
は同公園ホームページの教室サイト
をご覧ください内走る・跳ぶ・投げる
技術の習得講元北京オリンピック日
本代表・堀籠佳宏氏定１００人（抽選）
費年間５万１０００円（保険料、諸費用
込み）／前期（４月～９月分）のみ参加
もできます申３月１日～３１日に同公
園ホームページで申し込み
●鶴間公園☎☎８５０・６６３０
【ピラティスベーシック】
　体幹部のコントロール
と、しなやかで強

きょう

靭
じん

な身体づくりを
目指すクラスです対１６歳以上の方日
毎週月曜日、午前１１時１０分～１１時
５５分、第１・３・５木曜日、午前１１時５０
分～午後０時３５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）

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。

●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２月２８日、３月２１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＝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２月１５日ごろ発
送します費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）を明記し、２月９日まで
（必着）に大地沢青少年センター（〒
１９４ー０２１１、相原町５３０７－２）へ

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
東京都医療機関案内サービス

ひ ま わ り
☎03・5272・0303
返03・5285・8080

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
２月１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

２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
３日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 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 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘１-３-８）☎☎７９８・１１２１
５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
６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

７日㈰

午前９時～午後５時

内科
小児科 虫明クリニック（金森３-１９-１１） ☎☎７８８・５０７８

内科
小野寺クリニック（本町田４３９４-９） ☎☎７３２・５６０５
しながわ内科・循環器クリニック（山崎町３３３-１） ☎☎７９１・１５４５

耳鼻科 稲垣耳鼻咽喉科医院（原町田６-２２-１５）☎☎７２２・３１１５

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
町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７９５・１６６８

８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
９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
１０日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１

１１日㈷

午前９時～午後５時
※ミーナ町田ジェイ
クリニックは午前
１０時から診療開始

内科
たけいち内科クリニック（小川１-１４-１）☎☎８５０・６５５５
ミーナ町田ジェイクリニック（原町田４-１-１７） ☎☎７３２・５１２０
おやま内科クリニック（小山町２３３-１）☎☎８６０・０３２６

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
多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１
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 あけぼの病院（中町１-２３-３） ☎☎７２８・１１１１
１３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

１４日㈰

午前９時～午後５時
内科

熊谷医院（金森東４-３３-４） ☎☎７９５・５３２５
町田東口クリニック（森野１-３５-８）☎☎７２１・８８５５
にしむら内科クリニック（大蔵町２２２２-５）☎☎７０８・１０２４

耳鼻科 成瀬台耳鼻咽喉科（成瀬台３-８-１６） ☎☎７２９・３３４１

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
おか脳神経外科（根岸町１００９-４） ☎☎７９８・７３３７

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
返７１０・０９２８
（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

新型コロナウイルスの影響で医療機関や診療時間等が変更になる場合があります。受診
の前に、必ず電話・ＦＡＸで医療機関または東京都医療機関案内サービス「ひまわり」（☎☎０３
・５２７２・０３０３返０３・５２８５・８０８０）へお問い合わせください。また、休日耳鼻咽喉科の医院
については、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
２
０
９
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
）。

　７月９日㈮に市内で開催予定のオリン
ピック聖火リレーを支える「まちだサポ
ーターズ（市民ボランティア）」を募集し
ます。聖火リレー当日の軽微な資機材の
設置・撤去や、ルート沿道での観覧者・一
般歩行者等の整理、案内等の活動をして
いただきます。
　応募いただいた方には、東京２０２０オ
リンピック・パラリンピックの市内関連
イベントやさまざまな催しのボランティ

ア募集についてもお知らせします。
対４月１日時点で満１５歳以上の方
申指定申込用紙（各市民センター等で配
布、町田市ホームページでダウンロード
も可）に記入し、３月３１日まで（消印有効）
に直接、郵送、ＦＡＸまたはＥメールでオリ
ンピック・パラリンピック等国際大会推
進課（市庁舎１０階、〒１９４－８５２０、森野
２－２－２２、返０５０・３０６６・０１７８、遍ｍｃｉ
ｔｙ３８７０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。

東京2020オリンピック聖火リレーのボランティアを募集します

　現在、全国的に新型コロナウイルス感染症の第３波の感染拡大が止まらな
い状態となっています。
　こうした中、国は１月７日に東京都を始めとする１都３県に緊急事態宣言を
発令し、１月１３日には新たに７府県が追加されました。
　町田市内の感染者数も１２月２８日から１月３日までの１週間で１０５人であっ
たのが、翌週１月４日から１０日までの１週間で３３３人と、約３倍に増えました。
市では、こうした状況を憂慮し、感染拡大を防止するため、一部の施設利用の
休止や利用時間の短縮、成人式の会場での実施を断念してオンラインのみの
配信に変更するなど、苦渋の決断を行ってきましたが、なかなか収束の糸口が
つかめないのが現状です。
　こうした状況を打開するため、現在、市では、新型コロナウイルス感染症の

ワクチンが供給され次第、できるだけ早く安心して接種していただけるよう、
１２月末に市役所内に組織を立ち上げて準備を進めています。２月中旬にはワ
クチン接種に関するコールセンターを開設して、市民の皆様が相談しやすい
環境を整えてまいります。また、ワクチン接種に必要な接種券を３月中旬から
順次、お届けできるようにしたいと考えています。
　市民の皆様におかれましては、感染拡大に不安な毎日をお過ごしのことと
思います。また、長期にわたる感染予防の対策で、お疲れのことと思います。
　市は、より一層の努力でワクチン接種の準備を進めてまいりますので、ぜ
ひ、市民の皆様におかれましても、引き続き粘り強く感染予防対策に努めてい
ただきたいと思います。
　市民みんなで力を合わせて感染予防に努め、この難局を乗り切りましょう。

市民の皆様へ～新型コロナウイルスに関する緊急メッセージ� 町田市長　石阪丈一

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は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☎☎７２４・４２３８（月～金曜日：午前９時～午後５時）
東京都発熱相談センター☎☎０３・５３２０・４５９２（毎日：２４時間）
東
とう

京
きょう

都
と

新
しん

型
がた

コロナコールセンター☎☎０５７０・５５０５７１（英えい語ご 、中ちゅう国ごく語ご 、韓かん国こく語ご での相そう談だんも可か 、毎まい日にち：午ご 前ぜん９時じ ～午ご 後ご １０時じ ）
返０３・５３８８・１３９６（電話での相談が難しい方）

症状がある方の相談窓口

※この記事の内容は１月２６日現在の情報で作成しています。

市内の最新の感染者数等は町田市ホームページで公開しています。
また、緊急事態宣言の発令に伴い、一部の公共施設等は営業時間の短縮等を行っています。
最新の情報は、町田市ホームページ「新型コロナウイルス感染症特設ページ」をご確認ください。

市内累計感染者数　１７６１人（１月２５日現在）
市内累計退院者等　８１５人（１月１０日現在）

　東京２０２０オリンピック・パラリンピックイヤーを記念し
て、町田市の取り組みを紹介する街中装飾を実施しています。
場ペデストリアンデッキ、原町田大通り、多摩境駅前広場ほか

街中装飾を実施しています

　緊急事態宣言が発令されています。引き続き、不要不急の外出を控え各自の感染予防を徹底するなど、感染リスクを下げる工夫をお願いします。
　最近の感染原因の傾向として、家庭内感染のケースが目立っています。高齢者や基礎疾患がある方等の感染リスクが高い方と同居している場合は、特に
注意しましょう。

引き続き感染予防を徹底しましょう 問保健総務課☎☎７２４・４２４１

○マスクの着用
○こまめな手洗い
○こまめに換気
○アルコールで手指消毒
○密閉・密集・密接を避ける
○テレワークや時差出勤をする

感染防止のための基本行動
○会話をするときは家でもマスク
○対面で長時間話さない
○タオルや歯みがきのコップなどは共有しない
○こまめに換気する
○大皿料理は避け一人分ずつ盛り付ける
○ドアノブやスイッチなどはこまめに消毒する

家庭内感染を予防するために
○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

感染リスクが高まる５つの場面

＋＋

東京2020オリンピック・パラリンピック関連情報
問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎☎７２４・４４４２

不要不急の外出自粛をお願いします緊急事態宣言発令中です


