
　近年、大規模な被害を伴う風水害が各地で発生しています。ま
た、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、多くの方が集まる
避難施設での感染症予防対策が課題となっています。災害発生時
に、自分の命を守るのは自分です。いざというときの情報収集・
状況判断・避難方法の選択など、慌てることなく対応できるよう
平常時の準備と災害時の冷静な判断が大切です。
� 問�防災課☎ 724・2107

あなたのとるべき避難行動は？あなたのとるべき避難行動は？

ハザードマップ（洪水・土砂災害）で自宅の場所を確認

自宅の場所に色が塗られて…

あなたの判断が命を守る
難難をを避避けるける

▶�移動に時間がかかる高齢者や幼児や子どもなどがいる場合は、雨が強くなる前に避難するなど、早めの行動が大事
▶避難先までの移動経路や移動にかかる時間等を平常時に確認しておくと、いざというとき慌てない
▶避難の際、高齢者や障がい者・病気やけがをしている方等へご協力を

避難するときの留意点避難するときの留意点

自宅の倒壊や崩落の恐れなどはあるか 安全な場所に住んでいる、親戚や知人の元に
身を寄せられるかはい

いるいない

いいえ いいえはい

自宅にとどまる（在宅避難）

マップに色がなくても、災害が起きることがあります。
身の危険を感じたら躊

ちゅう

躇
ち ょ

なく自発的に避難しましょう。

避難施設に避難

感染症対策を行いましょう。

安全な場所に住んでいる
親戚や知人宅に避難

普段から相談しておきましょう。

　避難施設以外にも、安全な場所に住ん　避難施設以外にも、安全な場所に住ん
でいる親戚や知人宅に避難することも有でいる親戚や知人宅に避難することも有
効です。効です。

　避難とは「難」を「避」けることです。安　避難とは「難」を「避」けることです。安
全な場所にいる人が避難施設に行く必要全な場所にいる人が避難施設に行く必要
はありません。はありません。

　土砂災害ハザードマップは土砂災害の危険がある市内の区域、洪水ハ
ザードマップは浸水被害の発生が予測される区域が示されています。お
住まいの近くの危険箇所や、いざというときの避難経路を確認しておき
ましょう。ハザードマップは防災課 ( 市庁舎 ３ 階 ) や各市民センターで
配布しているほか、町田市ホームページでご覧いただけます。

QQuestionuestion

風水害に備え まず、知っておこう風水害に備え まず、知っておこう！！
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あなたのとるべき避難行動は？あなたのとるべき避難行動は？

町田市地域防災計画を
修正しました

　市では、各種計画修正や法改正への対応、な
らびに既往災害等を受けた災害対応力の強化の
ため、防災行政の基本となる「町田市地域防災
計画」を修正しました。
　計画本文は町田市ホームページでご覧いただ
けます。

　知人宅への避難や避難施設への移動にも危険が伴いま
す。万全の注意が必要です。

移動移動する際はする際は気を付けて気を付けて！！

⃝ 冠水しているときは足元に注意
⃝ 車での避難は控えて
⃝ 土砂災害にも注意
⃝ 強風の中、避難することは危険。早めに避難を
⃝ アンダーパス（くぐり抜け式通路）に気を付けて
⃝ 動きやすい服装、２ 人以上での避難を
⃝ ないと困る物資は、自分でも用意して持参
⃝  避難行動要支援者（高齢者・障がい者・病気やけ

がをしている方等）の避難にご協力を

情報収集 難を避避けるける
町田市ホームページ
　大規模災害発生時、トップページに災
害発生状況や避難施設の情報を掲載。ま
た、町田市気象情報のページで、市内の
雨量情報や気象レーダー等を掲載。
� 問広報課☎ 724・2101

防災行政無線
　避難情報などを放送。放送した内容は町田市メール配
信サービス、防災行政無線フリーダイヤル（➿0800・
800・5181）でも確認可。� 問防災課☎ 724・2107

アプリ「Yahoo！防災速報」
　大規模災害発生時、ゲリラ豪雨や緊急地震速報、今後
の予報・予測など １４ 種類の緊急情報をプッシュ通知で
お知らせ。

今も未来も大切に

町田市のＳＤＧｓ

　住み慣れた家や親戚・友人宅で過ごすことによってストレスが減り、心身の健康を
保ちやすくなるメリットがあります。

　市では災害発生時、あるいは発生のおそれがある場合、市内
の施設を避難施設として開放します。各施設はそれぞれ役割が
異なります。事前にお近くの避難施設を確認しておきましょう。
対象の施設は町田市ホームページで確認してください。

　食料・水が足りないからとい
ってスーパーへ急いで買い物に
行くと、人が密集してしまい結
果として感染症の可能性が高ま
ってしまいます。
　在宅避難には備蓄品が必要で
す。日頃から自宅で利用してい
るものを少し多めに備えましょ
う。

準備しておきたいこと準備しておきたいこと

□ 飲料水
□  食料品
□  ばんそうこう
□  包帯
□  消毒液
□  常備薬
□ カセットコンロ

□ 懐中電灯
□ ラテックス手袋
□ 携帯電話予備バッテリー
□ 充電式ラジオ
□ 使い捨てカイロ
□ ウェットティッシュ
□ 簡易トイレ　　等

場　所 役　割 対　象
避難施設

（洪水 ･ 土砂）
避難者を直接収容する避難者仮宿泊施設の
ある避難施設 小・中学校、都立高校等

臨時避難施設
（洪水 ･ 土砂）

避難者を一時的に収容する避難施設。避難施
設（洪水・土砂）よりも早期に、自主避難者の
受け入れも行う。

市民センター等

予備避難施設
（洪水 ･ 土砂）

災害等の状況により、上記の施設に加えて、
予備的に開設する避難施設 小・中学校、都立高校等

▲風水害時避難施設一覧

災害時等障がい者支援バンダナ
　災害時に身に着けることで周囲に障
がいがあることを知らせ、避難行動など
の際に支援を受けやすくするものです。
市内在住の障がいのある方に配布して
います。
問 障がい福祉課☎724・2147
　℻050･３101･1６5３

　ペットの防災対策は、日頃からの備えが大切です。愛するペットと共に
普段から心掛けておくこと、備えておくことについて紹介しています。

ペットも大切な家族

市ＨＰ ペット　災害に備えて 検索

１ 面１面の結果が…の結果が…

１面１面の結果が…の結果が…

自宅にとどまる

避難施設に避難

親戚や知人宅に避難

必要なものの例

事前に確認事前に確認！！ 　避難施設の換気・消毒の方法や、感染症防止対策を講じた受付
方法、体調不良者等のスペース及び導線の確保など、避難者への
感染防止対策をまとめています（＝下記二次元バーコード）。

避難施設感染防止対策マニュアル

▶�感染防止対策マニュアル・
避難施設運営動画

　町田市町内会・自治会連合会と市が
「避難施設感染防止対策マニュアル」を
もとに作成した動画です。避難施設で
の感染症対策がどうなっているのかを
紹介しています。市連ホームページで
公開しているほか、町田市ホームペー
ジからも閲覧できます。

コロナ禍における避難施設運営動画

▶避難施設における感染防止対策
▶避難施設機材の操作方法

内　容

AAnswernswer

町田市メール配信サービス、LINE
　「防災情報」や「気象・地
震情報」「ごみ・資源情報」
などを地域別に配信。防災
行政無線の内容も確認可。
� 問広報課☎724・2101

FMラジオ「東京町田インフォメー
ション」・アプリ「FMプラプラ」
　FM�HOT�839（ エ フ エ ム さ が み
83.9MHz）で、防災・災害情報をお知
らせ。アプリ「FMプラプラ」でスマー
トフォンからも聴取可。防災・災害情報
は、アラームと文字を使ったプッシュ通
知でお知らせ。�問広報課☎ 724・2101

スマホ版 携帯電話版

2 2021．5．15 市外局番の記載のない電話番号等の市外局番は（04２）です



32021．5．15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

エフエムさがみ 83.9MHz　「東京町田インフォメーション」で町田の情報を放送中

募　集募　集
認 可 保 育 所 等 職 員
　詳細は各施設へお問い合わせくだ
さい。
対有資格者
○まなざし保育園（☎☎７９３・３２１６）
＝保育士（常勤）
○アスク木曽西保育園（☎☎０３・６４５５
・８０３６）＝保育士（常勤、非常勤）
○町田プチ・クレイシュ（☎☎７２７・
９１８８）＝保育士（常勤、非常勤）
○子どもの森南町田保育園（☎☎８５０
・６１４０）＝保育士（常勤）
○わ か く さ の お う ち（☎☎８１２・
４３９４）＝保育士（非常勤）
○認定こども園光幼稚園（☎☎７９６・
１９１２）＝保育士（常勤、非常勤）、幼
稚園教諭（常勤）
問保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３８

お知らせお知らせ
成年後見制度利用支援
　成年後見制度の利用が必要な方
で、申立費用及び後見人等への報酬
の支払いが困難な場合、その費用を

市が負担します。
※保険者等が町田市以外の方、区市
町村長の審判請求により成年後見人
等が付された方及び任意後見制度の
利用者は対象外です。
※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。

【申立費用の助成】
対次のすべてに該当する被後見人等
の方　①生活保護を受給中、または
準じている②住民票が町田市にあ
る、または施設等への入所、入居等に
伴って市外に転出した方で保険者等
が町田市となっている③他の助成の
対象とならない
内申し立て後に、申立費用のうち、診
断書料・収入印紙代・郵送費・鑑定費
用を助成（予算額に達した場合は受
付終了）
申申込要項（町田市ホームページで
ダウンロード）を参照し、必要書類を
審判確定日から３か月以内（消印有
効）に郵送で福祉総務課へ。

【報酬費用の給付】
対次のすべてに該当する被後見人等
の方　①生活保護を受給中、または
準じている②住民票が町田市にあ
る、または施設等への入所、入居等に
伴って市外に転出した方で保険者等

が町田市となっている③他の助成の
対象とならない④当該年度を含む直
近１年間以内の分の報酬付与の申し
立てを、２０２２年１月７日～３１日の間
に必ず家庭裁判所へ行う
内報酬費用を被後見人等へ給付（予
算の範囲内での給付となるため、該
当者の人数により金額が変動）
※市への申し込みは報酬付与の申し
立て前に行ってください。
申申込要項（町田市ホームページで
ダウンロード）を参照し、必要書類を
１２月６日まで（必着）に郵送で福祉総
務課へ。

◇
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７
実施します

令 和３年 経 済 セ ン サ ス 
活 動 調 査
　６月１日を調査期日として、全国す
べての事業所・企業を対象に、事業所
・企業の経済活動を明らかにするこ
とを目的とした基幹統計調査を実施
します。調査結果は行政施策の立案
のほか、経営の参考資料として事業
者にも広く活用いただいていますの
で、調査へのご協力をお願いします。
調査方法５月中旬から、調査員の訪

問または国からの郵送により調査票
を配布
回答方法インターネットまたは調査
票への記入
※インターネット回答をご利用くだ
さい。受付期間内はパソコンやスマ
ートフォン等で２４時間回答できま
す。

【かたり調査にご注意ください】
　経済センサス活動調査に便乗し
た、かたり調査が発生する可能性が
あります。不審な点がありましたら、
まずは調査員証をご確認ください。
調査員は必ず顔写真付きの調査員証
を携帯しています。
問調査の概要や調査票の記入の仕方
について＝コールセンター錆０１２０・
４３０・１０３、ＩＰ電話の方＝☎☎０３・６６３０
・７６４１（受付日時＝９月３０日までの午
前９時～午後８時）、インターネット回
答の操作方法について＝コールセン
ター錆０１２０・６１９・７３０（受付日時＝９
月３０日までの午前９時～午後８時）、
調査書類を紛失した場合・その他に
ついて＝町田市市政情報課☎☎７２４・
２１０６（受付日時＝６月８日までの月～
金曜日、午前８時３０分～午後６時、６月
９日以降は午後５時まで）

６月から高齢者へごみ袋を配付します
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４１

介護保険料・国民健康保険税

納入・納税通知書をお送りします
問�介護保険料について＝介護保険課☎☎７２４・４３６４、国民健康保険税につ
いて＝保険年金課☎☎７２４・２１２４

　６月～７月末までに町田市シル
バー人材センター会員が順次ご自
宅にお届けします（不在の場合は、
２０２２年３月まで再配付も可）。
※新型コロナウイルスの感染状況
によっては、配付時期を変更する
場合があります。
※受け取りを辞退する方は配付時
にお申し出ください。
対４月１日現在、市内在住の７０歳
以上の方がいる世帯で、かつ世帯
員全員の令和２年度市・都民税が
非課税の世帯
※４月２日以降に転入出した方、生
活保護受給者、税申告が未申告等
のため税情報がない方は対象外で
す。
内燃やせるごみ専用袋（小袋２０枚
＋中袋４０枚）、燃やせないごみ専
用袋（中袋１０枚）、１世帯当たり年

間７０枚を配付
○南地区（容器包装プラスチック
の指定収集袋による収集の対象地
域）は次のとおり配付します
内燃やせるごみ専用袋（小袋２０枚
＋中袋２０枚）、燃やせないごみ専
用袋（中袋１０枚）、容器プラスチッ
ク専用袋（中袋２０枚）、１世帯当た
り年間７０枚を配付
※再配付の依頼・お問い合わせは、
ごみ袋配付事務局（町田市シルバ
ー人材センター内、専用ダイヤル
☎☎７１０・７１０１、受付期間＝６月１日
～７月３１日）へ。配付期間中は電話
でのお問い合わせが大変混み合い
ます。つながらない場合は、時間を
おいておかけ直しください。

【ごみ袋の交換中止について】
　新型コロナウイルス感染防止の
ため、当面の間、交換を中止します。

　それぞれの納入・納税通知書を
下表のとおり７月から順次お送り
します。
　記載されている料（税）額は、市
で把握した前年所得等をもとに算
出しています。所得の申告等によ
り、料（税）額が変更になる場合は、
改めて通知します。
※料（税）額の計算方法等の詳細
は、各通知書、町田市ホームページ
をご覧ください。

【新型コロナウイルス感染症の影
響による減免等】
　新型コロナウイルス感染症の影
響で収入に相当の減少等があった
方は、減免等に該当する場合があ
ります。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。

【還付金詐欺にご注意ください】
　「還付金がある」「住所や口座番
号を教えて」等の、市の職員を名乗
る不審な電話がかかってきたら、
いったん電話を切り、市役所代表
（☎☎７２２・３１１１）に電話をかけて
確認してください。

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１７１

　季節が進んで、気温も夏日を記録
するようになりました。先日、大地沢
青少年センターから草戸山（標高
３６４ｍ）に上がりました。ツバメに続
いて、オオルリやキビタキがやって
きました。同センター本館前の樹林
から、キビタキのにぎやかな囀

さえず

りが
聞こえ、少し上ったところでは、コナ
ラの大きな木の上で、オオルリの伸
びやかな歌を聞くことができまし
た。さらに、クロツグミにも出会いま
した。シジュウカラ、ヤマガラ、ウグ
イスの囀りに混じってヒガラの囀り
も聞こえました。南から渡ってくる
夏鳥たちがそろって、本格的な春と
いうより初夏になりました。
　さて、来る５月２２日㈯に、玉川学園
コミュニティセンターがリニューア
ルオープンします。今から５０年近く
前の１９７４（昭和４９）年に、町田市の
地域センターの第一号として開館し
ました。名前は最近まで「玉川学園文
化センター」でした。今でも、玉文（た
まぶん）と呼ぶ人が多くいます。当時
の町田市の人口は約２４万人、高齢化
率は約４％でした。ちなみに、現在の
高齢化率は約２７％です。市役所庁舎
（中町）までは小田急線を使って行く
ことになっていましたが、住民票な
どはこの文化センターで取れるよう
になりました。この施設はその名前
のとおり、小さいながらもホールも

あり、会議室とあわせて、それこそ、
文化・芸術、地域活動の拠点として、
地域の象徴的施設として活用されて
きました。
　新築した「玉文」改め玉川学園コミ
ュニティセンターの特徴は、なんと
いっても、アクセス動線のバリアフ
リーが徹底していることです。セン
ターの上の道路から下の駅前の道路
まで、コミュニティセンターのエレ
ベーター等を使って移動することが
でき、また、デッキを通って駅・改札
に行くことができます。なお、現在工
事中のデッキは９月に開通予定で
す。
　新しくなり、２倍以上に広くなっ
たコミュニティセンターを、これま
で以上に、コミュニティーの活動拠
点として使っていただきたいと思い
ます。

建て替え前の「玉川学園コミュニティ
センター」の様子

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
会臨時会

５月１７日㈪午後
２時から

市庁舎3階会議
室3－１

直接会場へ問教育総
務課☎☎７２４・２１７２

種　類 発送日 宛　先

介護保険料 ７月１日㈭ 本人

国民健康保険税 ７月8日㈭ 世帯主
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■問納税課　724・2121☎☎5月は、「固定資産税・都市計画税」の納付月です 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。

お知らせお知らせ
Ｊアラート（全国瞬時警報システム）
の試験放送
全国一斉情報伝達訓練

　弾道ミサイル情報や緊急地震速報
等が発信されたときに、町田市防災
行政無線屋外スピーカーで市内全域
に放送する訓練です。　
※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５月１９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
問防災課☎☎７２４・３２１８
２０２２年度実施事業募集
農業振興事業補助金

　市では、市内の農家が経営改善を
目指して行う機械・施設の導入等の
総額が３０万円以上の事業に対して
補助金を交付しています。
対５年以上農業を続ける意欲のある
市内の農家、農家３戸以上が参加す
る営農集団、農業経営を行う法人で、
次のいずれかに該当する方　①牛ま
たは馬＝５頭以上飼育②豚＝１０頭以
上飼育③鶏＝５００羽以上飼育④ホダ
木＝５００本以上栽培⑤ハウス＝２００
㎡以上設置⑥田畑＝２０ａ以上耕作⑦
生産緑地＝１０ａ以上耕作
内機械・施設の導入等、経営改善を目
指した総額が３０万円以上の事業に
対し、認定農業者・認定就農者・営農
集団・農業法人は経費の２分の１

（１５０万円を限度）、その他の農家は
３分の１（１００万円を限度）を交付
※選定審査を行い、不承認となる場

合もあります。
申申請書（農業振興課〔市庁舎９階〕・
ＪＡ各支店に有り）に関係書類を添え
て、６月１５日まで（必着）に直接また
は 郵 送 で 農 業 振 興 課（ 〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２）へ。
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

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。

介護の基本を学びたい方へ
介 護 講 習 会
対市内在住の①家庭で介護をしてい
る方②介護職に就労したい方等
日６月２０日㈰午後２時〜４時
場なるせ駅前市民センター
内実技＝車いすの移乗、立ち座りや
歩行の介助、講義＝コミュニケーシ
ョンの取り方
講（公社）東京都介護福祉士会
定２０人（申し込み順）
申住所・氏名・電話番号を明示し、６
月７日午後５時までに、電話またはＦ
ＡＸで、町田市介護人材開発センター

（☎☎８５１・９５７８返８５１・９５７９、受付
時間＝祝休日を除く月〜
金曜日の午前９時〜午後
５時）へ（同センターホー
ムページで申し込みも可）。
問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６
いろいろな仕事がある介護の仕事！
町田市介護人材バンク

【出張・就労相談会ｉｎ町田商工会議
所】
　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５月２６日㈬午後１時３０分〜４時
場町田商工会議所第１会議室
※事前予約は同バンクへ（予約無し
での参加も可）。
※詳細は町田市介護人材
開発センターホームペー
ジをご覧ください。
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

高齢運転者安全運転教室
　加齢に伴い、運転に必要な認知機
能・身体機能が低下します。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６月２４日㈭午前９時１０分〜午後０
時３０分
場町田ドライヴィングスクール（南
大谷）
内交通安全講話、運転適性検査、実車
走行等
定２４人（抽選、結果は６月１１日ごろ
送付）
申５月１９日正午〜３１日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２１０５１９Ａへ。
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３

消 費 生 活 セ ン タ ー
【①くらしに役立つ学習会～今から
はじめる相続対策　自分は関係ない
と思っていませんか？】

日６月２日㈬午前１０時〜正午
講森川司法書士事務所司法書士・森
川和明氏
定２０人（申し込み順）
【②くらしに役立つ学習会～元気な
うちに備えよう後悔しない終活の準
備】
日６月９日㈬午前１０時〜正午
講シニア生活文化研究所代表理事・
小谷みどり氏
定２０人（申し込み順）
【③くらしに役立つテスト教室～ハ
ーバルライフを楽しもう！ドクダミ
で作る化粧水と石けん】
日６月１４日㈪午前１０時〜正午
講ＬＳアカデミーソープサイエンテ
ィスト・小嶋淳子氏
定８人（申し込み順）
費４００円（材料費）

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
申①５月２６日まで②６月２日まで③５
月１８日正午〜６月７日に、イベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード①２１０５１４Ａ②２１０５１４
Ｂ③２１０５１８Ｃへ。保育希望者（１歳
以上の未就学児、申し込み順に各３
人）は①５月２０日まで②５月２７日ま
で③５月３１日までに併せて申し込み
を。
問同センター☎☎７２５・８８０５
忠生公園
定 例 自 然 観 察 会

【初夏の生きもの】
日６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５月１７日午前９時から電話で同公
園（☎☎７９２・１３２６）へ。

2021年1月～3月の航空機騒音児童育成手当

該当する方は申請を
問子ども総務課☎☎７２４・２１４３

　１月〜３月に頂いた苦情の件数は
右下表のとおりです。
　市では、騒音解消に向けて国・米軍
に対し要請活動を行っており、今後
も粘り強く要請を行います。皆さん
から頂いた苦情は、国や米軍へ伝え
るほか、要請の際の資料として活用
しています。苦情は企画政策課・環境

保全課で電話受付しているほか、Eメ
ール（遍mcity４７０@city.mａchidａ.to
kyo.jp）でも受け付けています。な
お、具体的な被害状況を把握するた
め、苦情をお受けする
際に、お住まいの町名、
騒音の発生時間をお聞
きしています。

　新年度の児童育成手当の申請を
受け付けます。
　新年度の資格は、２０２０年中の
所得で審査します。前年度は所得
超過で支給されなかった方や、ま
だ申請していない方等で支給対象
と思われる方は申請してくださ
い。制度の概要、所得限度額は下 
表のとおりです。
※既に受給中の方は、申請の必要

はありません。６月に更新手続き
として現況届をお送りします。
※１月２日以降町田市に転入した
方は、２０２０年中の所得について
情報連携制度で確認できない場
合、１月１日に住民登録していた区
市町村から所得証明書を取り寄せ
ていただきます。
※所得証明書等の添付書類は申請
後に提出することもできます。

手当の種類と対象等
名　称 対　象 支給月額 申請に必要なもの

児童育成手当
（育成手当）

2003年4月2日以降に生ま
れた児童を養育している、ひ
とり親家庭または父か母が
重度の障がいを有する家庭

1万3500円
（請求翌月から）

請求者及び児童の戸
籍謄本、請求者の振
込先が分かるもの

児童育成手当
（障害手当）

身体障害者手帳1・2級、愛の
手帳1～3度、脳性まひ、進行
性筋萎縮症のいずれかに該
当する20歳未満の児童を養
育している方

1万5500円
（請求翌月から）

障がいの状況が分か
るもの（手帳または
所定の診断書）、請求
者の振込先が分かる
もの

※所得（給与所得者は給与所得控
除後の額）から控除可能なものを
控除して所得を審査します。控除
可能なものについては、お問い合
わせください。
※左記の所得限度額は、一律控除
額8万円を加算して表示していま
す。

所得限度額表（前年度と同額）
扶養親族等の数 所得限度額

0人 368万4000円
1人 406万4000円
2人 444万4000円
3人 482万4000円
1人増えるごとに38万円加算

測定場所 測定月 騒音発生回数（回） 月間最高�
音（ｄB）70～79ｄB 80～89ｄB 90～99ｄB 100ｄB以上 合　計

本町田東小学校
1月 50 6 0 0 56 82.1
2月 85 5 0 0 90 85.5
3月 151 6 0 0 157 83.3

小山小学校
1月 266 19 0 0 285 87.4
2月 238 20 0 0 258 88.2
3月 307 13 3 0 323 96.5

町田第五小学校
1月 98 12 0 0 110 84.5
2月 133 18 0 0 151 84.5
3月 147 31 0 0 178 84.3

忠生第三小学校
1月 59 1 0 0 60 82.2
2月 55 1 0 0 56 83.0
3月 106 7 0 0 113 86.3

南中学校
1月 36 0 0 0 36 79.8
2月 46 2 0 0 48 81.3
3月 61 2 0 0 63 88.7

※�発生回数は、70ｄB(デシベル)以上の騒音が5秒以上継続した回数です／音の目安は、
70ｄB…セミの鳴き声(直近)・騒々しい事務所の中、80ｄB…パチンコ店内・救急車のサイレ
ン(直近)、90ｄB…騒々しい工場内・カラオケ(店内中央)、100ｄB…電車通過時のガード下

市HP 航空機騒音測定結果  検索
問環境保全課☎☎724・2711

測定結果（速報値）

問企画政策課☎☎724・2103
市HP 航空機騒音苦情件数  検索苦情受付件数

月 件 数
1月 7件
2月 10件
3月 7件
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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１０００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 リタイアやテレ勤務の男性
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２０００円・月３０００円 河野☎☎０８０・５０３８・５２２９ 楽しく学びます・体験無料
全然話せない人の英会話 月３回㊌午後１時から、２時３０分から 高ケ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
ビジネス英語、テキスト使い脳活性化 毎月第１・３㊎午後２時～４時 せりがや会館 入会無料・月２５０円 村田稔尚☎☎８１２・９６２０ いつでも見学・加入可
ＨｅｌｌｏⅡ発音丁寧な豪英語教師初中級 毎週㊋午前１０時～１１時３０分 町田市民文学館他 入会１０００円・月３５００円 ながの☎☎７２０・４１１６ 無料体験・見学お気軽に！！
１０倍楽しむ英国～ジョークと紅茶 毎月第１・３㊋午後１時～３時 町田市民フォーラム他 入会無料・月２０００円 クリーム・ティー☎☎０９０・２４２３・６２１９ 見学者歓迎！
ふじの会書道教室 毎週㊍午前９時～正午 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
実用書道サークル会（書道全般） 毎月第２・４㊌㊎午前９時３０分から 忠生市民センター 入会１０００円・月２５００円 石永弘子☎☎７９７・６２１０
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☎☎０９０・５５２７・１９４６ 見学無料体験歓迎です
書道　創習会　漢字　かな　ペン習字 毎月第１・３㊍午後１時１５分～３時１５分 生涯学習センター他 入会無料・月２０００円 髙田☎☎０９０・２７６６・３１６１ 見学無料体験歓迎します
楽しく一緒にフラワーアレンジ！ 毎月第２㊍午後２時 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会１０００円・月無料 八木沢☎☎０９０・８０４６・５９３５ 要電話　材料費のみ
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
よそおい・着物着つけ基礎から手結び 月２回㊋午前９時４５分～１１時４５分 生涯学習センター他 入会無料・月１１００円 山崎幸子☎☎０４４・９８６・５５１８ いつでも見学・入会大歓迎
町田詩話会 毎月第４㊌午後２時～５時 町田市民文学館 入会無料・月１０００円 町田詩話会☎☎７７２・５１３５ 書くことは新世界の入口
歩み句会　初心者俳句講座生募集 毎月第１㊋午前１０時～正午 町田市民文学館他 入会無料・月１０００円 歩み句会・金子☎☎７９１・１９４７ 俳句を基礎から学びます
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
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 お気軽においで下さい
たかんな句会 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 竹田☎☎０９０・１６５１・７０１３ 月１０００円は誌代　吟行有
青山（セイザン）町田句会 毎月第３㊏午前１０時～正午 玉川学園コミュニティセン

ター 入会無料・月１２００円 山岸☎☎０８０・６５５５・１５３８ 俳句結社「青山」主宰指導
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・初心者歓迎
詩吟成瀬会ストレスに効果的発声吟詠 毎月第１・２・４㊏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 明るく楽しい教室です
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 佐藤☎☎７２８・９４９０ 毎回無料講習会参加大歓迎
詩吟愛好会病気に無縁の腹圧呼吸吟詠 月４回㊏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３０００円 川添☎☎７２８・０４６８ 健康長寿をめざす
詩吟幸風会・やさしく楽しい詩吟教室 毎週㊍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 かっ達で明るい教室です
詩吟春風会・腹式発声吟詠で健康良好 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 お気軽においでください
忠生誠吟会誤嚥予防に効く詩吟教室 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 カラオケ上達効果大の吟詠
町田こども詩吟教室・吟詠と礼儀学ぶ 毎月第１・３㊐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１０００円 川添☎☎７２８・０４６８ 楽器を使って楽しい教室
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 玉川学園コミュニティセン

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
ビューティ　スマイルダンスサークル 毎月第１～３㊊午後６時から 木曽森野コミュニティセン

ター 入会無料・月３０００円 山本☎☎０８０・４４２８・８３８１ ＪＤＳＦＰＤ審査員指導者
タンゴなど世界の音楽を楽しむ会 毎月第４㊎午後２時～４時 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会無料・月２００円 中村美紀子☎☎０７０・５５７５・５０２３
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
玉川フラサークル　音楽で楽しく踊る 毎月第１・３㊌午後１時３０分から 玉川学園さくらんぼホール 入会無料・月３０００円 原　葊子☎☎７２６・０６３７ どなたでも歓迎　体験有り
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５月２４日午後１時
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
健康に腹式呼吸で吹き矢を御一緒に 毎週㊌午前９時～１１時 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 気軽に見学にお越し下さい
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☎☎０９０・４０００・２２３６ 見学自由　初心者歓迎
健康太極拳サークル大海（ダーハイ） 月３回㊌午前１０時～１１時４５分 市立総合体育館第一武道場 入会１０００円・月１５００円 浅野俊行☎☎７９９・２０６６ 見学・体験有、初心者歓迎
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
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
太極拳クラブ悠々 毎週㊏午後１時～３時 木曽森野コミュニティセン

ター 入会２０００円・月２０００円 野中☎☎７９３・１２４８
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 この御時世元気でやろう
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
太極拳木曜会 毎週㊍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 楊名時太極拳指導歴３５年
ポトス太極拳クラブ 毎週㊏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 楊名時太極拳指導歴３５年
カスタネット　軽体操　骨盤体操も有 毎週㊌午前９時４５分～１１時１５分 わくわくプラザ町田他 入会１０００円・月２０００円 加藤☎☎８５０・５２８６　要電話受付 中高年向　見学者大歓迎
リズムストレッチ・音楽に合わせて 毎月第１・２・４㊊午前１０時～１１時３０分 鶴川市民センター 入会１０００円・月２０００円 佐藤朋子☎☎７３５・２６１９ 体をほぐして楽しく健康に
まちだポールウォーキングクラブ 毎週㊏午前１０時から 町田市近郊の公園等 入会無料・月無料 大石益雄☎☎０９０・５８２８・７４５１ レンタルのポール有ります
ハイキングクラブ山ぼうし 毎週㊏・㊐　平日もあり 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
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
たまがわコーラス（混声合唱団） 月３回㊏午後５時３０分～７時３０分 玉川学園コミュニティセン

ター 入会１０００円・月３０００円 小野☎☎７９４・１６９０ 歌が好きで合唱が好きな方
金井コール・一緒に歌って朗らかに！ 毎月第２・４㊋午前１０時～正午 金井クラブ 入会１０００円・月２０００円 半田暁穂☎☎７３７・１５３６ マスク間隔換気で合唱指導
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 山下☎☎７３５・７５８１ 見学可・お気軽に・要連絡
シニアの混声合唱　アルモニー 月２回㊎午後２時～４時 玉川学園コミュニティセン

ター他 入会無料・月２０００円 井上☎☎０９０・１２０５・０９４２ 男性・初心者大歓迎！
上を向く会～気流～ 月１回㊏午後１時～３時 生涯学習センター 入会無料・月２０００円 松島☎☎７９５・０９１６ 障がい者歓迎の歌の会です
ポプリギターアンサンブル 月２回㊏午後１時から 和光大学ポプリホール鶴川 入会無料・月１０００円 笹川☎☎０９０・３９１３・９３１３
萌美会・油彩水彩パステル等創作活動 毎週㊌午後１時～４時 国際版画美術館他 入会３０００円・月１２５０円 桜井政之☎☎７２５・５２８８ 第４６回萌美展・版画美術館
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
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 棋友会☎☎０７０・５３６３・９４７５ 初級者・女性の方も歓迎
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
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☎☎０８０・２１５８・５２３９ 今尾先生と地図を楽しもう
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

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集

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。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
二宮海岸にて室内鑑賞石を探そう会／参加者募集 ５月１６日㊐午前７時５０分集合 小田急線町田駅下り待合室 交通費実費 堀泰洋☎☎０９０・８６８４・４７１６ 主催　武相愛石会
アンサンブル・ヴァリエ　街の小さなコンサート ５月２９日㊏午後２時から 玉川学園コミュニティセン

ター １０００円 こそし☎☎７２５・９５８５ 上質のクラシック　要予約
東日本大震災チャリティ井阪美恵バイオリン演奏会 ５月３０日㊐午後２時～３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
フラワーアレンジメント講習会 ６月３日㊍午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター ３０００円 フラワーズ西川☎☎０９０・６５０６・５９０７ 素敵なひとときをお約束
映画「日本と原発４年後」と仙台高裁勝訴のお話 ６月１４日㊊午後１時３０分から 町田市民フォーラムホール ７００円 酒井芳博☎☎０９０・７８３４・２５６６ お話は中野直樹弁護士です

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:次回は11月15日号です。次回申込締切日＝1０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。
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催し・講座催し・講座
か ら だ 測 定 会
対市内在住の１８歳以上の方
日６月４日㈮、午前１０時１５分～１１時
２０分、午前１１時３０分～午後０時３５
分（各回とも同一内容）
場鶴川保健センター　
内血管年齢測定、口の健康チェック、
講話「血管年齢を若く保とう！」
定各１０人（申し込み順）
申５月１９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２１０５１９Ｂへ。
問保健予防課☎☎７２２・７９９６
まちだ市民大学ＨＡＴＳ
公 開 講 座

【人間科学～安楽死・尊厳死の現在　
やわらかな危機的状況を考える】
日６月１６日㈬午後６時～７時５０分
場中央図書館
講東京大学大学院客員教授・小松美

彦氏
定１０人（申し込み順）
申５月１６日午前９時から電話で生涯
学習センターへ。
【町田の歴史～巨大地震とその影響　
元禄・安政・関東大震災とは？】
日来場＝６月１８日㈮午後２時～４時
※講座を録画し、オンラインで配信
します（６月１８日〔予定〕）。
場同センター
講小島資料館館長・小島政孝氏
定来場＝２０人、オンライン＝３０人
／申し込み順
申来場＝５月２０日正午～６月１０日にイ
ベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）または
イベシスコード２１０５２０Ａへ。オンライ
ン＝５月２０日正午～６月６日午後１１時
５９分にイベシスコード２１０５２０Ａへ。
【まちだの福祉～介護保険のきほん　
ケアマネさんって、何をしてくれる
の？】
日６月２２日㈫午後２時～４時
場中央図書館
講居宅介護支援事業所こころ・大島
泰嗣氏

定２０人（申し込み順）
申５月１７日午前９時から電話で同セ
ンターへ。

◇
問同センター☎☎７２８・００７１
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）。
【藍の抜染技法を使ってトートバッ
グを作りましょう】
対１５歳以上の方（中学生を除く）
日６月２７日㈰午前１０時～午後２時３０分
場町田市生涯学習センター
講女子美術大学芸術学部非常勤講師
・眞田玲子氏
定１２人（抽選）
費５５００円
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、５月３１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

疫 病 文 学 を 読 む Ⅲ
【19世紀フランス文学『椿姫』『レ・ミ
ゼラブル』などと感染症】
　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６月２７日㈰午後２時～４時
場町田市民文学館
内１９世紀フランス文学での感染症
の描かれ方について
講フランス文学研究者・寺田光徳氏
定４５人（申し込み順）
申１次受付＝５月１６日正午～１８日午後
７時にイベシス（インターネット）コー
ド２１０５１９Ｃへ／２次受付＝５月１９日正
午～６月２４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

暮らしに関する相談
市HP 暮らしに関する相談 検索

　今号は1か月分の相談日程を掲載しています。なお、
次号から毎月15日号に1か月分を掲載します。

　新型コロナウイルス感染防止のため、相談が中止になる場合があります。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。
※当面の間、①～⑨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
（５月２４日～２８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
※５月２１日は予約受付を行いません。次
回分は５月２８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 ５月１９日、２６日、６月９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人権身の上相談(人権侵害など
の問題） ６月４日、１１日㈮

市内在住の方

電話予約制（随時）

④国税相談 ５月１８日、６月１日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）

⑤不動産相談 ５月２５日、６月８日㈫
⑥登記相談 ５月２０日、６月３日㈭
⑦行政手続相談 ５月２７日、６月１０日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 ６月２日㈬
⑨建築・耐震相談 ６月２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（Ａ＝弁護士・
宅地建物取引士、Ｂ＝司法書士・税
理士・宅地建物取引士）

Ａ＝６月１４日㈪
Ｂ＝６月２８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）

Ａ＝６月２日、Ｂ＝６月１６日、いずれも午後４時までに電話で住
宅課（☎☎７２４・４２６９）へ
※いずれも祝休日の場合は翌火曜日

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＝２１０３０４Ｍ、Ｂコー
ス＝２１０３０４Ｎへ

１６～３５週の
妊婦とその夫 健康福祉会館

Ａコース ７月２日、９日㈮ 午後１時３０分～３時
妊娠中の過ごし方、歯の衛生等

保健予防課
母子保健係

☎☎７２５･５１２７

分娩経過とリラックス法等

Ｂコース ６月１９日、７月１７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６月開催分＝５月３１日午前８
時３０分から、７月開催分＝６月
２８日午前８時３０分から、①③
開催日３日前の午後５時まで②
④開催日２日前の午後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 ６月２１日、７月２６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子どもセンターばあん ６月１１日㈮

③小山市民センター ７月１２日㈪

④鶴川保健センター ６月９日、７月７日㈬

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 ６月３日、１０日、１７日、２４日

７月１日、８日、１５日、２９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

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 ＝２１０３１８Ｓ、 後 期 ＝
２１０３１８Ｋへ

４～６か月児
の保護者

健康福祉会館
初期

６月７日㈪、７月８日㈭、２７日㈫ 午前１０時５分～１１時１０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 ６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

６月８日、７月１３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 ６月２２日㈫

お気軽にご相談ください　6月、7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。
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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

里 山 散 策 と 田 植 え
　北部丘陵の里山・谷戸の散策と、小
野路町奈良ばい谷戸で田植えをしま
す。
対８歳以上の方（ただし、小学生を含
む場合は保護者同伴）
日６月１２日㈯午前１０時～午後３時
（雨天時は１３日に順延）
※集合は浅間神社下の駐車場です。
定２０人程度（申し込み順）
費１人（複数人で参加の場合は１団
体）１０００円（材料費、保険料等）
申氏名（ふりがな、参加者全員の分）
・住所・電話番号を明記し、５月３１日
までに、Ｅメールで（特）まちだ結の
里事務局（遍ｙｕｉ－ｉｎｆｏ＠ｎａｒａｂａｉ．ｏｒ
ｇ）へ。
問同事務局☎☎０８０・７４６５・７６５１、町
田市農業振興課☎☎７２４・２１６４
国際版画美術館～企画展「＃映える
風景を探して」関連イベント
プロムナード・コンサート

【歌唱旅行　歌で巡る西欧の国々】

日６月５日㈯、①午後１時から②午後
３時から（各３０分程度）
場同館エントランスホール
※座席の用意はありません。なお、新
型コロナウイルス感染防止のため、
人数を制限する場合があります。
出演テノール・奥村浩樹、ピアノ・鵜
戸西到
問同館☎☎７２６・２７７１
町田市民文学館～上半期　保育付き
紙芝居上演会
紙 芝 居・ 大 人 の 時 間
　保育希望者以外は直接会場へおい
でください。
日①６月４日②７月２日③８月６日④９
月３日⑤１０月１日、いずれも金曜日
午前１０時３０分～１１時３０分
※受け付けは午前１０時からです。
場同館２階大会議室
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」　
定４０人（先着順）
※新型コロナウイルス感染防止のた
め、定員制となります。

※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は、①５月１５日②
６月１５日③７月１５日④８月１５日⑤９
月１５日、午前９時から電話で同館（☎☎
７３９・３４２０）へ。
国際版画美術館
私たちのステップ・ワン

【講座受講生と講師による展覧会】
　２０１９年度～２０２０年度に同館で

実施した創作講座の受講生と講師に
よる銅版画、リトグラフ、スクリーン
プリント、木版画の作品約３０点を展
示します。
日５月２６日㈬～３０日㈰、午前１０時
～午後５時
※５月２６日は午後１時から、５月３０
日は午後４時までです。
場同館市民展示室
問同館☎☎７２６・２８８９

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
【手づくりのじかん「プラ板ゆらゆら
モビールづくり」】
対市内在住、在学の小・中学生日６月
５日㈯午前１０時～正午場ひなた村陶
芸室定８人（申し込み順）費３００円申
５月１７日午前１０時から電話でひな

た村へ
●スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６
【スポーツにチャレンジ！】
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（小学１～３年生は保護者同伴）
日６月１２日㈯午後０時３０分～２時ご
ろ場市立総合体育館内複合種目、ボ
ッチャ等（予定）講町田市スポーツ推
進委員定３０人（申し込み順）費１人
２００円（保護者も参加費が必要）申５
月１８日正午～２８日にイベントダイ
ヤル（☎☎７２４・５６５６）へ

●市立室内プール☎☎７９２・
７７６１
【幼児・小学生（Ｘ・Ｙ）短期水
泳教室】
　時間等の詳細はお問い合わせくだ
さい対市内在住、在学、在園の、幼児
＝４～６歳の未就学児（保護者同伴）、
小学生＝初心者／いずれも初参加者
優先日６月１１日～７月２日の金曜日、
幼児＝午後３時３０分～４時２０分、小
学生（Ｘ）＝午後４時３０分～５時２０
分、小学生（Ｙ）＝午後５時３０分～６時
２０分、各５０分間、各全４回定各２０人
（抽選）費６００円申往復ハガキに必要
事項を明記し、５月２７日まで（必着）
に同プールへ　
●サン町田旭体育館☎☎７２０・
０６１１
【①小学生バドミントン教
室②中学生バドミントン教室】
対①小学４～６年生②中学生日７月
２６日㈪～３０日㈮、①午前９時～１０
時２０分②午前１０時２５分～１１時４５
分、各全５回定各５０人（申し込み順）
費１０００円申７月２５日までに電話で
同館へ

●市立総合体育館☎☎８５０・
９７０７
【第２期ハンドボール教室】
対小学生日６月１８日～９月２４日の金
曜日、小学１～２年生＝午後３時５０分
～４時５０分、小学３～６年生＝午後４
時５０分～５時５０分、各全８回定各２０
人（抽選）費９６００円申往復ハガキに
必要事項を明記し、５月２２日まで（消
印有効）に同館へ（同館ホームページ
で申し込みも可）
●三輪みどり山球場☎☎８５０・
９７０７
【無料開放】
対小学生以下のお子さんとその保護
者日毎週火曜日（祝休日を除く）、午
後３時～５時
●小野路宿里山交流館☎☎８６０・４８３５
【小野路宿寄席】
　落語とかっぽれを楽しみませんか
日６月２４日㈭午後１時３０分～３時３０
分ごろ出演林家錦平、萬来亭一柳、花
見亭一平定２０人（申し込み順）申５月
２８日正午～６月２１日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２１０５２８Aへ

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。

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

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

受付時間＝日曜日、祝休日の午前９時～午後４時３０分（予約
制） 健康福祉会館内

☎☎返７２５・２２２５
（左地図参照）障がい者

歯科診療
受付時間＝水・木曜日（祝休日を除く）の午前９時～午後４
時３０分（予約制）

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 電話受付時間＝午後６時～９時３０分（診療は午後７時から） 健康福祉会館内

☎☎７１０・０９２７
返７１０・０９２８
（左下地図参照）

日曜日
祝休日

電話受付時間＝午前８時４５分～午後４時３０分（診療は午前
９時から）

※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・眼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。

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
５月
１５日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町１４９１） ☎☎７９７・１５１１

１６日㈰

午前９時～午後５時
内科

中澤医院(つくし野３-１３-４０) ☎☎７９５・５４１５
よこやま内科(原町田４-２-２) ☎☎７９４・６２１１
西村内科(根岸２-３３-３) ☎☎７９３・２６７７

耳鼻科 つくし野耳鼻咽喉科(小川１-２-３２) ☎☎７９６・８７３３
午前１０時３０分～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 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

１７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
１８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
１９日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２
２０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
２１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
２２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

２３日㈰

午前９時～午後５時

内科
川口内科クリニック(中町１-３０-２４) ☎☎７２５・６２０６
グリーンヒルクリニック(小野路町１６５１-１) ☎☎７３６・７８７７

内科
小児科 たかはしクリニック(常盤町３２００-１) ☎☎７９８・７７５５

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 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

２４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
２５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
２６日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７９９・６１６１
２７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
２８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
２９日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４３） ☎☎７８９・０５０２

３０日㈰

午前９時～午後５時

内科
はなみ内科(鶴間１-１９-３５) ☎☎７９６・１１１１
メディカルクリニック悠々(能ヶ谷３-２-１) ☎☎８６０・２０６１

内科
小児科 泰生医院(小山町２４７０-５) ☎☎７９７・７４２３

耳鼻科 はぎの耳鼻咽喉科(玉川学園７-１-６) ☎☎７２８・８７３７

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

３１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

次号から「急病のときは」は、毎月１日号に１か月分をまとめて最終面に掲載します
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環境パネル展を開催します

【リサイクル広場】
　以下の対象品目を資源として無料で回収
します。
対象品目陶磁器・ガラス食器、フライパンな
どの家庭金物、ビデオテープ、廃食用油、ヨ
ーグルトの紙容器、洗剤の計量スプーン、ペ
ットボトルのふた、パン袋の留め具、インク
カートリッジ、小型家電等
【スケルトンごみ
収集車“みえるく
ん”の展示】
　ごみの収集体験
や、運転席に座っ
て記念撮影をする
ことができます。

【剪定枝堆肥の販売】
　市内で回収した剪

せん

定
てい

枝
し

を堆
たい

肥
ひ

化した剪定
枝堆肥（土壌改良材）を販売します。
同時開催  
【粗大ごみの再生販売】
　市内で収集した粗大ごみを洗浄、研磨、部
品交換等することにより再生した家具等を
販売します。
【フードドライブを実施】
　家庭で余っている食材をお持ちくださ
い。集まった食材は、地域の福祉団体や施
設、フードバンク等に寄付します。
※その他の出展ブース・イベントの詳細は、
町田市ホームページをご覧ください。

町田GIONスタジアムのバックスタンドが完成しました
　５月上旬に完成したバックスタンドは３階建てで、スタジアム全体の観客席数が、これ
までの１．５倍の約１万５千席となりました。
　より多くの方々に、迫力あるトップスポーツの観戦や大規模イベント等をお楽しみい
ただけます。

【概要】
階数：３階建て
増席数：バックスタンド約５０００席
面積：建築面積約３７００㎡、延べ床
面積約６５００㎡
高さ：約３０m
附帯施設：売店、トイレ、授乳室、多
目的室、エレベーター

新しいばら広場のばらが見頃と
なりました
　北入口の芝生広場横に移転した、新しいばら広
場が３月に完成しました。約４５０種、１４００株のば
らが植えられており、現在見頃を迎えています。
　ぜひおいでください。

　７月９日㈮に市内を走る聖火リレーについて、交通規制
等の説明会を行います。直接会場へおいでください（先着
順）。
　なお、定員超過後の来場者の方には、資料配布のみの対
応とさせていただきます。説明会の内容は、後日町田市ホ
ームページでも公開します。
※公共交通機関をご利用ください。
※詳細は町田市ホームページをご覧ください。

　この機会に自宅周辺の散乱ごみ清掃や定期的な清掃活動など、地域の環境美化にご
協力をお願いします。
【清掃活動にご協力くださる方へ】
　清掃活動で拾い集めたごみは、自宅で「資源とごみの出し方」に従って分別し、通常の
家庭ごみの出し方でお出しください。まちの美化にご協力をお願いします。
　今年は、新型コロナウイルス感染防止のため、散乱ごみ一斉清掃は中止します。

　さまざまな団体の３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）に関する取り組みを参考に、
日々のごみ減量のヒントを見つけることができるイベントです。ステージでは歌やトー
クで３Ｒについて楽しく学べる、３Ｒ公開講座も予定しています。
日６月５日㈯午前１０時３０分～午後２時３０分（雨天中止）
場町田シバヒロ

日５月３１日㈪～６月４日㈮、午前８時３０分～午後５時（初日
は午前１０時から、最終日は午後３時まで）
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
【町田市バイオエネルギーセンターの紹介】
　来年１月に稼働予定の同センターについて、ドローン
で撮影した映像やパネル展示で紹介します。
【まちの美化の取り組み紹介】
　喫煙マナーの向上やポイ捨て禁止などの取り組みを展
示します。
【まちだ３Ｒ賞の紹介】
　まちだ３Ｒ賞の概要や、２０２０年度受賞事業所とその取
り組みを展示します。
【まちだエコ宣言事業者の紹介】
　省エネやごみ減量など、環境配慮活動に取り組む市内
の事業者を紹介します。
【スマホでレポート生きもの
み～つけた】
　スマホアプリにより投稿さ
れた市内の生きものの情報を
パネル展示します。
※その他、環境に関する取り
組みを幅広く紹介します。

　６月１日号から広報まちだの紙面構成が一部変更にな
ります。主な変更点は、「急病のときは」コーナーが毎月１
日号の最終面に１か月分の掲載になり、「暮らしに関する
相談」コーナーは毎月１５日号に１か月分掲載になります。
　またお知らせの分類を細分化し、より情報を探しやす
くします。

野津田公園関連情報野津田公園関連情報 東京２０２０オリンピック東京２０２０オリンピック
聖火リレー地域説明会聖火リレー地域説明会
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環境にやさしい暮らし
５月３０日はごみゼロデーです

さんあーる広場㏌町田シバヒロ

広報紙の紙面構成が一部
変わります

日　程 時　間 会　場 定　員

６月１日㈫
午後６時４５分
～７時４５分

木曽山崎コミュニティセ
ンターホール １５０人

６月３日㈭ 町田市民フォーラム３階
ホール ９４人

６月８日㈫ 市庁舎３階会議室３－２・３ ４８人

６月１２日㈯ 午前１０時～
１１時

子ども創造キャンパスひ
なた村カリヨンホール ６８人

６月１３日㈰ 市庁舎３階会議室３－１ ３６人

この機会に自分にこの機会に自分に
　できることは何か　できることは何か
　　考えてみましょう　　考えてみましょう

問環境保全課☎☎７２４・２７１１

問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０

問公園緑地課
☎☎７２４・４３９８

問広報課☎☎７２４・２１０１

問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎☎７２４・４４４２

問環境政策課☎☎７２４・４３８６６月は環境月間！

町田市エコキャラクター
ハスのん

６月１日号から

8 2021．５．15 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。


