
タイトル写真：（左上から時計回りに）自転車ロードレースコースサポーター、自転車ロードレース（テストイベント）、町田第一小学校の皆さん、鶴川第二中学校合唱部の皆さん

　東京都聖火リレー初日の7月9日に、
聖火が町田市にやってきます。

聖なる聖なる がが町田町田へへ火火

東東京京20202020大大会会
町田町田で、で、みんなみんなで、で、応援応援しようしよう

問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎☎724・4442

　いよいよ東京2020オリンピック・パラリンピックが目前に迫りました。町田市ではオリンピ
ック自転車競技ロードレースやオリンピック聖火リレーが行われます。なお、今号で紹介するイ
ベントは、今後、変更となる場合があります。� ※この記事の内容は６月24日現在の情報です。

人口と世帯（外国人含む） 2021年6月1日現在人口 ： 429,770人（ 男：210,131人・女：219,639人）（前月より52人減） ／ 世帯 ： 202,018世帯（前月より139世帯増）

今号の紙面から 　●3面　新型コロナワクチン接種のお知らせ・新型コロナウイルス感染症に関する支援策のご案内　●4面　介護保険に関するお知らせ
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　まちだサポーターズ、（一財）町田市体育協会、町内会・自治会、商店会、大
原簿記医療秘書公務員専門学校の皆さんなど、総勢千人以上の方が聖火リ
レーサポーターとして活躍します。聖火リレーサポーターは、市のオリジ
ナルユニホームを着用して、心をひとつに聖火リレーの成功を支えます。

私たちも支えています～ボランティア紹介～

こちらで紹介したイベントは、今後、やむを得ず、変更となる場合があります。詳細は、お問い合わせいただくか、市HPやTwitterをご覧ください。



～東京2020オリンピック自転車競技ロードレース～

熱き熱き のの22日間日間がが町田町田へへ闘い闘い
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　自転車競技ロードレースでは、男子は57か国から130人、女子は42か国
から67人が出場予定です。日本からは男女それぞれ2人が出場します。都立
武蔵野の森公園のスタートから約1時間後に町田市内3.4㎞を通過、富士ス
ピードウェイ（静岡県）のゴールを目指します。平均時速約40㎞のスピード
感あふれるレースをぜひコース沿道でご観戦ください。

町田市ゆかりの選手が
オリンピック・パラリンピック

 日本代表に内定！

選手たちに町田から熱い声援を届けましょう

畠田瞳選手畠田瞳選手
（南成瀬中学校出身）（南成瀬中学校出身）
女子体操代表女子体操代表

水田光夏選手水田光夏選手
（桜美林大学出身）（桜美林大学出身）
パラ射撃代表パラ射撃代表

大迫傑選手大迫傑選手
（金井中学校出身）（金井中学校出身）
男子マラソン代表男子マラソン代表
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今も未来も大切に

町田市のＳＤＧｓ

　東京2020大会に向けた事前トレーニングキャンプ実施に関する
覚書を締結したインドネシアのバドミントン（オリンピック）・空手（オリンピック）、南
アフリカの陸上競技（オリンピック）、中国のバドミントン（オリンピック）は、練習スケ
ジュールの調整等の結果、町田市で事前キャンプを実施しないこととなりました。

お知らせ

　こちらで紹介したイベントは、今後、やむを得ず変更となる場
合があります。詳細は、市HPをご覧いただくか、お問い合わせく
ださい。
問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎☎724・4442

1964年当時は、市立町田第二
中学校3年生でした。陸上部の

部長を務めていましたが、顧問の先
生から、2・3年の長距離のメンバー10人ほどに、「随走をしてみ
ないか」との声掛けがありました。陸上競技を中心にオリンピ
ックは楽しみにしていましたし、オリンピックという大きなも
のに参加できる喜びがありました。
　前日までの雨でぬかるんだ御殿峠から相原方面へと、私は聖
火ランナーの後に、五輪の旗を持ちながら随走しました。風の
ない日でトーチからの煙が流れてきたことを思い出します。沿
道の人はまばらで、総勢10人ほどで黙々と一区間、走りました。
　オリンピックも陸上部のメンバーと見に行きました。1万メ
ートル競技の最後の100mの熱戦を覚えています。

1964年の聖火リレー
随走者に聞く

大塚光明さん原町田在住の

　7月18日（日）まで、自転車競技ロードレース
の東京都内8市のコースを自転車・ランニング・
ウォーキングで楽しみながら巡っ
ていただくオンラインイベントを
開催中。完走された方の中から抽選
で賞品プレゼントがあります。

スマイルロードプロジェクト
　インドネシアのパラバドミントン
代表チームが、東京2020パラリン
ピック直前の8月19日〜26日に市
立総合体育館で事前トレーニングキ
ャンプを行います。
　滞在中は万全の感染症対策を行うとともに、選手との接触
を避けた公開練習等を実施する予定です。詳細は市ＨＰをご確
認ください。

町田市と交流のある海外代表チームを応援しよう！

2020年１月１日号でも、オリンピックを支える人たちを紹介しました。こちらもご覧ください！

コミュニティライブサイト中止のお知らせ
　7月24日（土）、25日（日）に開催を予定していた、「コミュニティラ
イブサイト」は、新型コロナウイルス感染防止のため、中止します。

東京２０２０大会交通対策のお知らせ
〈スムーズビズの推進〉
　東京都では、テレワーク、時差出勤、物流の工夫などの取り組みを

「スムーズビズ」として推進しています。
　大会時の混雑回避や感染防止対策に有効です。
問東京都オリンピック・パラリンピック準備局大会施設部輸送課
　 ☎☎03・5320・4244

「明日の混雑予報」ポータルサイト
　大会期間中の交通混雑の緩和のため、日々の混雑予報を行
います。詳細は、右記二次元バーコードをご覧く
ださい。
仮公開日7月1日（木）予定
※本公開日はサイト等で発表します。

全文は市HPで
紹介します
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新型コロナウイルス感染症　ワクチン接種のお知らせ

国等が実施する大規模接種会場での接種を予約した方へ
　市での予約が重複している場合は、速やかに市での予約を取り消し
てください。
　また、大規模接種会場で使用するワクチンはモデルナ社製です。
　２回目の接種も同じ場所・種類のワクチン接種を受けてください。
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問新型コロナワクチン接種相談コールセンター
☎☎７３２・３５６３　毎日午前８時３０分～午後７時

ワクチン情
報の詳細は
こちら▶

１６歳以上のすべての方に接種券を発送しました

対象年齢 接種券の発送

予約・接種が可能な接種会場

町田市内
（ファイザー社製ワクチン） 国等が実施する

大規模接種
（モデルナ社製ワクチン）集団接種 個別接種

６０～６４歳の方 ６月２１日に発送済み ○ ○ ○

５０～５９歳の方 ６月２３日に発送済み ○ ○ ○

４０～４９歳の方 ６月２８日に発送済み 決まり次第お知らせ ○

１８～３９歳の方 ６月３０日に発送済み 決まり次第お知らせ ○

１６・１７歳の方 ６月３０日に発送済み 決まり次第お知らせ ×　（６月２４日現在）

①パソコン・スマートフォンから予約
右記二次元バーコードから２４時間予約可能です。

②電話で予約
町田市新型コロナワクチン接種予約センター ☎☎０４２・７８５・４１１７
受付時間＝午前８時３０分～午後７時
※番号のかけ間違いにご注意ください。

国等が実施する大規模接種会場での接種予約は
こちらから▶

ワクチン接種の予約方法

新型コロナウイルス感染症に関する　支援策のご案内 ※詳細はお問い合わせいただくか、市ＨＰをご覧ください。

子育て世帯生活支援特別給付金を支給します（ひとり親世帯以外の子育て世帯）
問子ども総務課☎☎７９４・７３３８給付額　児童１人につき５万円

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育てに対する負担の増加や収入の減少等を支援す
るため、所得要件のいずれかに該当し、かつ養育要件のいずれかに該当する方を対象に給付金を支給します。
※子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）を支給済みの場合は対象外です。
※同じ児童について、他の養育者に支給済みの場合は対象外です。

所得要件 養育要件 申請方法

令和３年度の住民税
均等割が非課税の方

①令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当（支給停止含
む）の支給を受けている方

原則、申請不要
※給付金を希望しない方は届出
が必要です。
※公務員は申請が必要です。

②令和３年５月分～令和４年３月分の児童手当または特別児童扶養手
当（支給停止含む）の受給資格または額改定の認定を受けた方
③平成１５年４月２日～平成１８年４月１日の間に生まれた児童のみを監
護養育している方 申請が必要

※申請書をまちだ子育てサイト
からダウンロードして、郵送で
子ども総務課（〒１９４−８５２０、
森野２−２−２２）へ。

新型コロナウイルス感染症
の影響を受けて令和３年１
月以降の家計が急変し、収
入について令和３年度の住
民税均等割が非課税の方と
同じ水準となっている方

①令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当（支給停止含
む）の支給を受けている方
②令和３年５月分～令和４年３月分の児童手当または特別児童扶養手
当（支給停止含む）の受給資格または額改定の認定を受けた方
③平成１５年４月２日～平成１８年４月１日の間に生まれた児童のみを監
護養育している方

適用期間を延長します
新型コロナウイルス感染症
感染者等への傷病手当金

問保険年金課☎☎７２４・２１３０

　市では、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
適用期間を９月３０日まで延長します。
　詳細はお問い合わせいただくか、市
ＨＰをご覧ください。
対次の①か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

健康案内健康案内
薬物乱用防止普及啓発イベント
　薬物乱用のない社会を目指す「ダ

メ。ゼッタイ。」普及運動（７月１９日ま
で）にちなんで、薬物乱用防止を推進
するイベントを開催します。
日７月５日㈪～９日㈮、午前８時３０分
～午後５時（７月５日は午前１０時か
ら、９日は午後４時まで）場イベント
スタジオ（市庁舎１階）内薬物乱用防
止に関するパネル及び２０２０年度に
市内の中学生から募集した薬物乱用
防止ポスター・標語の優秀作品等の
展示
問健康推進課☎☎７２４・４２３６

募　集募　集
まちだ男女平等フェスティバル
実 行 委 員 を 募 集 し ま す
　２０２２年２月５日㈯、６日㈰に開催
予定の「まちだ男女平等フェスティ
バル」の実行委員（市民・団体）を募集
します。同フェスティバルでは、男女
共同参画社会づくりの推進に向けて
活動している団体などが中心とな
り、講演会やワークショップ、展示な
どを行います。
活動日時７月～２０２２年２月、毎月第
２火曜日、午前９時３０分～１１時３０分
場町田市民フォーラム申電話で男女
平等推進センター（☎☎７２３・２９０８）
へ。

お知らせお知らせ
国 民 健 康 保 険 高 齢 受 給 者 証 

（ 更 新 証 ）を お 送 り し ま す
　国民健康保険に加入している７０
～７４歳の方が現在お持ちの国民健
康保険高齢受給者証の有効期限は、
７月３１日です。８月１日からお使いい
ただく高齢受給者証は、７月中に世

帯主の方宛てに届くように普通郵便
でお送りします。なお、今回お送りす
る高齢受給者証の有効期限は２０２２
年７月３１日までです（途中で７５歳に
なる方は誕生日の前日まで）。医療機
関を受診する際は、保険証と高齢受
給者証の２枚を提示する必要がある
ため、保険証は捨てないようご注意
ください。
問保険年金課☎☎７２４・２１２４

記 事 内 の 表 記 に つ い て
○イベントダイヤル＝町田市イベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）に
電話で申し込み（電話受付時間＝
午前７時～午後７時）／番号のかけ
間違いにご注意ください
○イベシス＝町田市イベント申込
システム。インターネットのイベ
ント申込システム（下記二次元バ
ーコード）にコードを入力し、２４
時間申し込み可／イベ
シスで１次受付を行う
催し・講座の募集数は
定員の半数です
○市ＨＰ＝町田市ホームページ
○ＨＰ＝ホームページ
※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。
※新型コロナウイルス感染防止の
ため、催し・講座等に参加の際は、
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。

株式会社ゼルビアと「健康づくりに向けた
包括的連携に関する協定」を締結

問健康推進課☎☎７２４・４２３６

　市では、健康づくりに向けた取り組みを相互に連携して、推進すること
を目的とし、６月１日に（株）ゼルビアと「健康づくりに向けた包括的連携
に関する協定」を締結しました。
　今後、協働して健康づくりに関する啓発活動を行っていきます。
　協定締結後の第一弾として、

（株）ゼルビアと、既に町田市と
同協定を締結している明治安田
生命保険相互会社との協働で制
作したハンドタオルを寄贈して
いただきました。
　なお、いただいたハンドタオ
ルは１歳６か月児健診の際に、受
診者にプレゼントしています。
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お知らせお知らせ
鶴川駅周辺再整備プロジェクト等に係る
動 画 配 信 及 び 説 明 会
　「鶴川駅周辺再整備プロジェクト」
及び「鶴川駅北口広場整備工事」に関
する情報を、ＹｏｕＴｕｂｅ「町田市公式
動画チャンネル」で配信します。鶴川
駅周辺に在住、在勤、在学の方及び利

害関係者向けの動画配信です。
配信日７月１２日㈪
●動画が視聴できない方向けに説明
会を開催します　
日７月１５日㈭午後６時３０分～８時場
和光大学ポプリホール鶴川ホール定
１４０人（先着順）／新型コロナウイル
ス感染防止のため、定員を減らす場
合があります。
問地区街づくり課☎☎７２４・４２１４

明るい選挙について自由に描いてみよう！
ポ ス タ ー を 募 集 し ま す
　明るい選挙を呼び掛けるポスター
作品を募集します（応募者全員に参
加賞有り）。応募作品の著作権は主催
者に帰属します。なお、作品は啓発紙
等への掲載や、展示会等で展示する
ことがあります。
対市内在住、在学の小学生～高校生
画材描写材料は自由（紙や布を使用
した貼り絵も可）サイズ画用紙の４
つ切り（５４２ｍｍ×３８２ｍｍ）、８つ切
り（３８２ｍｍ×２７１ｍｍ）またはそれ
に準じる大きさ申作品裏面の右下
に、学校名・学年・氏名（ふりがな）を
明記し、９月１０日までに直接選挙管
理委員会事務局（市庁舎９階）へ（学
校を通じて提出する方は、学校で決

められた日まで）。
問選挙管理委員会事務局☎☎７２４・
２１６８
移動図書館そよかぜ号
巡回日程表を配布しています
　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
います（町田市立図書館ＨＰでダウン
ロードも可）。そよかぜ号では、本の
貸し出し・返却・予約のほか、利用券
の発行もできます。日程表をご覧い
ただき、ぜひご利用ください。巡回場
所等の詳細は、町田市立
図書館ＨＰ（右記二次元バ
ーコード）をご覧くださ
い。
問さるびあ図書館☎☎７２２・３７６８、堺
図書館☎☎７７４・２１３１

介護保険に関するお知らせ ※介護保険のしおりは、介護保険料決定通知書に同封しています。

町田市マイナンバーカードセンターがオープンします
問市民課☎☎８６０・６１９５

前町田市消防団長・佐藤 誠氏

令和３年春の叙勲（瑞宝双光章）を受章しました
問防災課☎☎７２４・３２５４

２０２１年 度 から 介 護 保 険 
制 度 が 改 正 さ れ ま し た

介護保険料が変わりました 
（介護保険のしおりＰ．３２・３３参照）

【介護保険料月額基準額を５４５０円
から５７５０円に改定しました】
　今後３年間に必要とされる介護サ
ービス量の見込みを立て、介護サー
ビスの提供に必要な費用を推計した
結果、４月からの介護保険料月額基
準額を５７５０円に改定しました。
　ご自身の介護保険料額は７月１日
発送の「介護保険料納入通知書（決定
通知書）」をご確認ください。
【所得要件の算出方法が変わりまし
た】
○第１段階から第５段階の場合　
　合計所得金額に給与所得が含まれ
ている場合は、給与所得から１０万円
控除した額を用います（控除後の額
が０円を下回る場合は０円とする）。
給与所得と課税年金所得が両方ある
方に対する所得金額調整控除が適用
されている場合は、当該所得金額調
整控除の額を加えて得た給与所得か
ら１０万円を控除します。
○第６段階から第１５段階の場合　
　合計所得金額に給与所得または課

税年金所得が含まれている場合は、
給与所得及び課税年金所得の合計額
から１０万円を控除します（控除後の
額が０円を下回る場合は０円とする）。
問介護保険課保険料係☎☎７２４・４３６４

認定有効期間の延長
　４月１日から、更新申請における認
定有効期間の上限が３６か月から４８
か月になりました。
問介護保険課認定係☎☎７２４・４３６５

施設利用時の食費・居住費を 
軽減する制度の適用要件が 
変わります　　　　　　　　 

※８月利用分から（介護保険のしおりＰ．２２参照）

　ショートステイを利用する際や介
護保険施設（特別養護老人ホーム・介
護老人保健施設・介護療養型医療施
設・介護医療院・地域密着型特別養護
老人ホーム）に入所・入院したときに
かかる食費・居住費を軽減する制度
について、下記の２点が変更になり
ます。
１．所得要件の第３段階について、「本
人年金収入等が８０万円超」から、下
記の２つに細分化されます。

（１）本人年金収入等が８０万円超
１２０万円以下

（２）本人年金収入等が１２０万円超

２．資産要件について「本人（単身）
１０００万円、夫婦で合計２０００万円以
下」から、利用者負担段階ごとに預貯
金額が設定されます。
問介護保険課給付係☎☎７２４・４３６６

サービス利用料が高額になった
ときの利用料の一部をお返しす
る制度の適用要件が変わります 
※８月利用分から（介護保険のしおりＰ．２４参照）

　介護保険では、１か月ごとの利用
者負担が所得区分に応じた負担上限
額を超えると、超えた額を高額介護
サービス費としてお返ししています

（対象の方には、町田市から申請書を
お送りしています）。
１．年収約７７０万円以上約１１６０万円
未満の方の負担上限額が、４万４４００
円（世帯）から９万３０００円（世帯）に
変更となります。
２．年収約１１６０万円以上の方の負担
上限額が４万４４００円（世帯）から１４ 
万１００円（世帯）に変更となります。
問介護保険課給付係☎☎７２４・４３６６

「介護保険負担限度額認定証」
「生計困難者に対する利用者
負担額軽減確認証」は更新手
続きが必要です

　「介護保険負担限度額認定証」「生

計困難者に対する利用者負担額軽減
確認証」の有効期間が７月３１日で終
了します。同認定証・確認証をお持ち
の方が、８月１日以降もそれぞれの軽
減を受けるためには更新手続きが必
要です。
申各申請書（介護保険課〔市庁舎１階〕、
各高齢者支援センターで配布、市ＨＰ
でダウンロードも可）に記入し、必要
書類を添えて、８月３１日まで（消印有
効）に直接または郵送で、現在入所中
の市内施設、または介護保険課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
※新型コロナウイルス感染防止のた
め、申請書のダウンロードや郵送申
請にご協力ください。
問介護保険課給付係☎☎７２４・４３６６

「介護保険負担割合証」を 
７ 月 １ ４ 日 に 発 送 し ま す

　介護認定を受けている方に、８月１
日からお使いいただく「介護保険負
担割合証」を７月１４日に発送します。
　届きましたら、ケアマネジャーや
利用している介護保険サービス事業
所にご提示ください。なお、適用期間
の終了年月日が令和３年７月３１日と
なっている介護保険負担割合証は、
８月１日以降、使用できません。
問介護保険課給付係☎☎７２４・４３６６

　７月２５日㈰にマイナンバーカー
ドセンターがオープンします。
　詳細は市ＨＰをご覧ください。
受付日時火・木・土・日曜日＝午前
８時３０分～午後５時、水・金曜日＝
午前８時３０分～午後６時３０分
休所日日曜日、祝休日、毎月第３土
曜日の翌日の日曜日、年末年始

（１２月２９日～１月３日）。システム
メンテナンスにより、臨時休所を
する場合があります。
所在地レミィ町田５階（原町田６－
８－１）
※駐車場、駐輪場はありません。公
共交通機関をご利用ください。
【取扱業務】
○マイナンバーカードの業務＝申
請・再交付申請、受け取り、暗証番
号初期化・変更、住所・氏名等変更、
紛失・廃止届、有効期間変更、一時

停止解除、申請取消
○電子証明書の業務＝新規発行、
暗証番号初期化・変更、失効
○マイナンバーカード申請のため
の顔写真撮影
○マイナポイント申し込み支援

（９月３０日まで）
○マイナンバーカードの健康保険
証利用の申し込み支援
【注意事項】
　７月２５日以降、市庁舎ではマイ
ナンバーカードが受け取れませ
ん。マイナンバーカード受け取り
以外の手続きは、引き続き市庁舎
でも行います。
　なお、マイナンバーカードセン
ターでは、マイナンバーカードに
関する手続きのみを行いますの
で、転入、転居、転出、戸籍の届出や
証明書の発行はできません。

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 7月2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

7月12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(☎☎7 2 4・
8407)へ

ごみの資源化施設地区連
絡会(町田リサイクル文化
センター周辺エリア)

7月12日㈪午
後6時から

忠生市民セン
ター2階ホール

3人程度
（申し込み順)

事前に電話で循環
型施設整備課(☎☎
724・4384)へ

町田市環境審議会
7月13日㈫午
後6時30分～
8時30分

市庁舎
※会場の詳細
は申込時にお
伝えします。

3人
（申し込み順）

7月12日までに電
話で環境政策課（☎☎
724・4386）へ

町田市介護保険事業計画
・高齢者福祉計画審議会

7月14日㈬午
後6時30分～
8時

市庁舎3階会
議室3-1

3人
（申し込み順)

事前に電話でいき
いき総務課(☎☎724
・2916)へ

町田市国民健康保険運営
協議会

7月15日㈭午
後3時30分～
5時30分

市庁舎3階第
1委員会室

3人
(申し込み順)

7月8日までに電話
で保険年金課(☎☎
724・4027)へ

町田市立図書館協議会 7月21日㈬午
前10時～正午

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(☎☎72 8・
8220)へ

　長年にわたる消防活動への多大な
る尽力が評価され、前町田市消防団
長の佐藤誠氏が令和３年春の叙勲

（瑞宝双光章）を受章しました。今年
は新型コロナウイルス感染防止のた
め、国に代わり市で５月１８日に伝達
式を行い、賞状とメダルが手渡され
ました。
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シニアシニア
認 知 症 カ フ ェ（ Ｄ カ フ ェ）
　認知症の方や家族、支援者などが
気軽に集まり、情報交換や交流を行
う場「認知症カフェ（Ｄカフェ）」の取
り組みをオンラインで実施していま
す。認知症の方や家族、認知症に対し
て関心のある方等、お気軽にご参加
ください。
対認知症の方や家族、支援者等日７
月１４日㈬、８月１９日㈭、９月１７日㈮、
午後１時～３時参加方法Ｚｏｏｍでミ
ーティングＩＤ（８６８ １００６ ７９８４）
・パスコード（ｄｃａｆｅ）を
入力し、入室（右記二次元
バーコードで入室も可）。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

認知症サポーター養成講座
　認知症の基礎知識や対応方法を学
びます。講座終了後に、認知症サポー

ターの証しとなる認知症サポーター
カードをお渡しします。
対市内在住、在勤、在学の方日７月２１
日㈬午後２時～３時３０分場鶴川市民
センター定２０人（申し込み順）申７月
２日正午～１６日にイベントダイヤル
またはイベシスコード２１０７０２Ｆ
へ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

子ども・子育て子ども・子育て
小学生向け講座
ちょっぴり図書館員になってみよう！
　休館日の図書館で、図書館員のお
しごと体験を行います。館内の写真
撮影もできます。
対市内在住、在学の小学生（親子参加
も可）日７月２６日㈪午前１０時～１１
時４５分場中央図書館定１０人（申し
込み順）申７月２日午前１０時から直
接または電話で同館（☎☎７２８・８２２０）
へ（申し込みは２人まで）。

組５００円（１台につき）申７月３日午前
１０時から電話でひなた村へ。その他
の講座やワークショップ
については、同キャンパ
スひなた村ＨＰ等をご覧
ください。
問同キャンパスひなた村☎☎７２２・
５７３６

子ども創造キャンパスひなた村
親子で「スパイスボックスづくり」
対市内在住、在学の小・中学生とその
保護者日７月３１日㈯午前１０時～正
午（雨天時は室内で実施）内身近な材
料と森の素材を組み合わせて調味料
入れを作る定１０人（申し込み順）費１

国民年金保険料の免除・納付猶予制度のご案内
問保険年金課☎☎７２４・２１２７、八王子年金事務所☎☎０４２・６２６・３５１１

後期高齢者医療制度のお知らせ 問保険年金課☎☎７２４・２１４４

【納付が困難な場合】
　失業や所得減少などで、国民年
金定額保険料（月額１万６６１０円）
を納めることが困難な場合に、所
得審査により、保険料納付が免除
や猶予となる制度があります。２
年１か月前までの未納保険料につ
いて免除や猶予の申請ができま
す。
　承認を受けた期間は、老齢基礎
年金等の受給資格期間に加えら
れ、全額免除の場合は、年金額にも
一部反映されます。一部免除の場
合は、残りの必要な保険料を納め
ないと未納の扱いとなり、受給資
格期間に加えられず、年金額にも
反映されません。

　なお、免除や猶予の承認を受け
た期間は、保険料を全額納めたと
きに比べて、老齢基礎年金の年金
額が少なくなるため、１０年以内で
あれば、これらの期間の保険料を
「追納」することで、将来受け取る
年金額を増やすことができます。
【免除・納付猶予の申請受付】
　７月～２０２２年６月分保険料の免
除や猶予の申請を受け付けていま
す。
場保険年金課（市庁舎１階）、各市
民センター持ち物年金手帳、免許
証等本人確認書類（失業を理由に
申請する方は、離職票等も必要）
※必要な書類等の詳細はお問い合
わせください。

負担割合が変わる方に新しい後期高
齢者医療被保険者証を発送します
　８月から負担割合が変わる方の新し
い被保険者証を７月中旬に簡易書留
郵便で発送します。今まで使用して
いた被保険者証は８月１日以降に市
役所へお返しください。負担割合が
変わらない方は、現在お持ちの被保
険者証を引き続きお使いください。
○負担割合について　
　医療機関の窓口で支払う医療費の
負担割合は、１割または３割です。負
担割合は毎年８月１日を基準に前年
度の所得や収入に応じて判定し、有
効期限内であっても変更されます。

３割負担から１割負担に変
更できる場合があります
（基準収入額適用申請）

　該当すると思われる方には、基準
収入額適用申請書を送付していま
す。収入金額を証明できる書類（確定
申告書の写しなど）を添えて申請し
てください。
※収入額が右表の基準額を超える方
は該当しません。また、収支上の損益
にかかわらず、確定申告したものは
すべて収入額に含まれます。

自己負担割合１割の方へ� �
限度額適用・標準負担額減額認定証
（減額認定証）の更新は８月１日です
　現在お持ちの減額認定証の有効期
限は、令和３年７月３１日です。
　既に交付されていて、世帯全員が
住民税非課税の方には、新しい減額
認定証を７月下旬に郵送します。改
めて申請する必要はありません。
　減額認定証を医療機関の窓口に提
示すると、保険適用の医療費の自己
負担限度額と入院時の食費が減額さ
れます。
　世帯全員が住民税非課税の申告を
している方で、まだお持ちでない方
は、申請により減額認定証の交付を
受けることができます。
自己負担割合３割の方へ� �
限度額適用認定証（限度額認
定証）の更新は８月１日です
　現在お持ちの限度額認定証の有効
期限は、令和３年７月３１日です。
　既に交付されていて、同じ世帯に
いる後期高齢者医療制度の被保険者
の中で、令和３年度住民税課税所得
の最も高い方が１４５万円以上６９０万
円未満の世帯の方には、新しい限度

額認定証を７月下旬に郵送します。
改めて申請する必要はありません。
　限度額認定証を医療機関の窓口に
提示すると保険適用の医療費の自己
負担限度額が適用されます。
　同じ世帯にいる被保険者の中で、
令和３年度住民税課税所得の最も高
い方が１４５万円以上６９０万円未満の
世帯の方で、まだお持ちでない方は、
申請により限度額認定証の交付を受
けることができます。

確定申告の期限延長によ
る影響について
　新型コロナウイルス感染防止の観
点から、所得税の確定申告期限が延
長されました。延長期間内に確定申
告を行った方がいる世帯の場合、今
回お送りする保険証の自己負担割合
（１割または３割）や、減額認定証及び
限度額認定証の適用区分が暫定的な
ものとなる場合があります。
　
　
　
　
　
　
　

　今後、令和３年度住民税課税所得
等が決定し、自己負担割合や適用区
分に変更があった場合は、変更後の
保険証の交付、減額認定証及び限度
額認定証の差し替え、または返却の
お知らせをします。変更前の保険証、
減額認定証及び限度額認定証を使用
した場合は、差額分の納付や支給の
手続きをお願いすることがあります。

新型コロナウイルス感染症の影響
による後期高齢者医療保険料減免
　新型コロナウイルス感染症の流行
に伴い、要件を満たす方は、申請によ
り保険料が減免となる場合がありま
す。
　詳細は、市ＨＰ、７月１２日㈪発送予
定の「令和３年度後期高齢者医療保
険料額決定通知書」に同封のチラシ
をご確認ください。
申請受付期間７月１５日㈭～令和４年
３月３１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

2040年の未来予測～まちだの乗り物事情

Vol.17

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

問交通事業推進課☎☎７２４・４２６０

　「朝、目が覚める。今日は週に一
度の新宿への出勤日。ミニバス、モ
ノレール、電車を乗り継ぐけど、昨
夜スマホで予約して支払いも完了
しているので楽チンだ。時間に余
裕もあるしバス停まで歩こう。家
を出ると、近所の友だちに出会う。
仕事や子育ての空き時間に、地域
内を走る小さなカートの運転を手
伝っていると言ってたっけ。少し
足が悪くなってきた母も、コミュ
ニティセンターで仲間と集まる時
に利用しているみたい。
　ミニバスに乗り、夫が愛用して
いるスーパーを通り過ぎる。最近
では、駐車場よりみんなで使える
シェアサイクルの置き場の方が広
くなってきた。近くのちょっとし
た移動にとても便利だし、自転車
だと運動になる。
　モノレールで町田駅に着くと、
中学生の子どもが最近欲しがって
いる電動キックボードのセールを
している。友だちの間では、環境に
優しい乗り物を選ぶのが当たり前
になっている。そういえば、ニュー

スで自動運転の電気バスが町田で
も走り始めると聞いた。この先ど
んな乗り物が生まれるのか楽しみ
だなぁ。今日も一日がんばろう！」

◇
　いろいろな乗り物をいろいろな
人が支え、快適な移動を実現して
いく。２０４０年には市内でもこんな
光景が見られるかもしれません。
　現在策定中の都市づくり分野の
計画では、２０４０年の市内での暮
らしをイメージし、目的地まで気
軽に好きな方法で行ける“移動し
やすさ”を実現する、交
通やモビリティに関す
る施策の方針を描いて
いきます。

後期高齢者医療
被保険者数

収入判定基準
（令和2年1月1日から12月31日までの収入で判定）

世帯に1人
収入額が383万円未満

（ただし、383万円以上でも、同世帯に他の医療保険制度に加入の
70〜74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が
520万円未満）

世帯に複数 収入合計額が520万円未満
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子ども・子育て子ども・子育て
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７月１３日、２０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７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７月
１８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、手作りおもちゃ制作等定７組（申
し込み順）

◇
場同センター申７月２日午前９時から
電話で同センター（☎☎７２８・００７１）
へ。
２０２１年度多摩・島しょ広域連携活動助成事業 
子ども体験塾
なりたいシゴトを体験しよう！
　日程等の詳細はさがまちコンソー
シアム事務局ＨＰ、まちだ子
育てサイト（右記二次元バ
ーコード）をご覧ください。
対町田・多摩・稲城市在住、在学の小
学生～中学生（コースにより異なる）
開催日８月１６日㈪～２０日㈮場町田
新産業創造センター、町田市生涯学
習センター申７月１５日午後５時まで
に申し込みフォーム（右上二次元バ

ーコード）で申し込み。応募
者多数の場合は抽選となり
ます。
問さがまちコンソーシアム事務局☎☎
７４７・９０３８（受付時間＝月～金曜日
の午前１０時～午後５時）、町田市子ど
も総務課☎☎７２４・２８７６
こども体験講座・中学・高校生向け講座
さ が ま ち カ レ ッ ジ
　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ＨＰ〔右
記二次元バーコード〕でダ
ウンロードも可）。
●①こども体験講座　夏休みに１２
講座開催します。工作、オンライン講
座や親子で学ぶ講座等、夏休みの自
由研究にも役立ちます。
対幼児～小学生とその保護者（講座
により異なる）場町田市生涯学習セ
ンター等
●②中学・高校生向け講座〜実験で
体験しよう！混ぜると光る化学の不
思議
対中学生、高校生日８月１７日㈫午後
２時～３時３０分場ユニコムプラザさ
がみはら（相模原市）講昭和薬科大学
薬学部薬学科助教・石田寛明氏定１２
人（抽選）費１２００円（教材費含む）

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①７月４日まで②７月１８日
まで（いずれも必着）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ＨＰ
で申し込みも可）。②は申込締切日ま
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
生ごみが消える魔法の箱を作ろう！
夏休みわくわくエコ体験講座
　ダンボールコンポストの仕組みや
ごみの減量について学び、ダンボー
ル箱を装飾してオリジナルコンポス
トを作ります。参加者は同コンポス
ト１セット（幅３７㎝、奥行３３㎝、高さ
３２㎝、重さ約７㎏）をお持ち帰りいた
だき、家庭でも実践できます。
対市内在住の小学生とその保護者日
７月３０日㈮午前１０時～午後０時３０
分場子ども創造キャンパスひなた村
定２１人（保護者１人につき小学生２
人まで、申し込み順）申７月２日正午
～１５日にイベントダイヤルまたは
イベシスコード２１０７０２Bへ（申し
込みは３人まで）。
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０
ガラス砂を使って、砂絵をつくろう！
リ サ イ ク ル ガ ラ ス 砂 絵 教 室
　研磨された安全なリサイクルガラ
ス砂を使用します。
対市内在住の小学生日７月１７日㈯午
前１０時３０分～午後０時３０分場子ど
もセンターまあち定１５人（申し込み
順）申７月２日正午～１１日にイベン
トダイヤルへ（申し込みは３人ま
で）。
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０

町田市フォトサロン　夏休み講座
青 い 日 光 写 真 を 作 ろ う
　太陽光で反応する薬品を塗った画
用紙の上に木の葉やガラスなどを並
べ、日光でその影を写し取ります（参
加者作品展の会期＝７月２８日～８月
９日）。
対小学生以上の方日７月２４日㈯、午
前９時３０分～１１時３０分、午後１時
３０分～３時３０分（各回とも同一内
容）場同サロン講造形家・横山純子氏
定各１０人（抽選）費８００円申ハガキ
に住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
学年を明記し、７月１７日まで（必着）
に町田市フォ
トサロン青写
真係（〒１９５
－００６３、野津
田町３２７２、
薬師池公園
内）へ。
問同サロン☎☎
７３６・８２８１

新たに委嘱されました

民生委員・児童委員
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

地域子育て相談センター

移転のお知らせ
問子育て推進課☎☎７２４・４４６８

夏の平和イベント
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１

　４人の民生委員・児童委員が新たに委嘱されました。担当地区は下表の
とおりです。その他の担当は、お問い合わせください。 【戦時体験　一枚のハガキを募集します】

　戦時中・戦後の体験や家族から聞いた体験談を次世代に伝えませんか。
対市内在住の戦時中・戦後の体験を伝えたい方
申ハガキ表面（宛名面）に、住所・氏名・電話番号・年齢を明記し、裏面（通信
面）に体験（時期・場所等も）を書いて、７月２３日まで（必着）に郵送で生涯
学習センター「一枚のハガキ担当」（〒１９４－００１３、原町田６－８－１）へ。
※８月５日～９日に同センターで掲示します（ハガキ裏面のみ、内容によっ
ては掲示しない場合も有り）。また、翌年度以降の平和イベントなどでも
掲示する場合があります。
※代筆やパソコンの使用も可能です。なお、ハガキの返却はできません。

　堺地域子育て相談センターと町田
地域子育て相談センターは、７月１２
日に移転予定です。詳細
は、まちだ子育てサイト
（右記二次元バーコー
ド）をご確認ください。

○堺地域子育て相談センター
こうさぎ保育園内から子どもセン

ターぱお内に移転
○町田地域子育て相談センター
町田保育園内から子どもセンター

まあち内に移転

民生委員・児童委員（７月異動）
地 区 地　域 担当委員

氏名

南第一 小川
３丁目 ２、３、５～７、１０～１８

（新）小柴祥子４丁目 １～１２、７２
５丁目 全

南第一 ※主任児童委員のため次の全地区が担当です（金森、
金森東、小川、南町田、鶴間、南つくし野、つくし野）。 （新）田中三奈子

鶴川第一 野津田町 

１～６０３、６０６～６１１、６２０～６８４、６８８
～７１０、７１２～７１６、７１８～７２９、７３２
～７３７、７４２、７４３、７５１～７６３、８１０～
８２６、１７１３～２０７４、２０９４、２０９５、
２１０７～２１１５、３５１７

（新）東麻理

鶴川第一
※主任児童委員のため次の全地区が担当です（小野
路町、野津田町、薬師台、金井、金井町、金井ヶ丘、大蔵
町）。

（新）小出伸子

※主任児童委員は、担当地域内における児童に関する問題を主に取り扱います。

　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

講座・イベント情報誌
生涯学習ＮＡＶＩ　好き！学び！
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１

夏号を発行しました
配布場所等の詳細は
こちら▶

７月24日、8月５日～９日に開催するイベント
申①７月５日午前９時から②～⑥７月１６日午前９時から、電話で同センターへ。

催し名 日時／会場／定員（申し込み順）
①へいわってどんなこと？～子どもたち
と考える命と平和

７月２４日㈯午後２時～４時１５分／中央図
書館／５０人

②ドキュメンタリー映画「花はどこにい
ったの－ベトナム戦争のことを知ってい
ますか」上映会

８月５日㈭、午前１０時～正午、午後２時～
４時（各回とも同一内容）／町田市民フォ
ーラム／９４人

③語り継ぐ広島原爆被爆体験＆座談会
「戦争の記憶を語り継ぐ、受け継ぐという
こと」

８月６日㈮午後２時～４時／生涯学習セン
ター／３０人

④プロ棋士から学ぼう！はじめての親子
将棋講座

８月７日㈯午後２時～４時、８月８日(日)午
前１０時～正午、午後２時～４時（各回とも
同一内容）／生涯学習センター／各１０組
／将棋初心者の小・中学生と、同居の保
護者のペアで申し込みしてください。

⑤朗読カフェ～平和、戦争に関する本を
持ちよって

８月９日（振休）午前１０時～正午／生涯学
習センター／３０人

⑥語り継ぐ長崎原爆被爆体験＆朗読劇
「かよこ桜」

８月９日（振休）午後２時～４時／生涯学習
センター／３０人

※上記催し以外にも戦時資料等の常設展示、昔遊び体験コーナーもあります。
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催し・講座催し・講座
町田市フォトサロン
国 際 写 真 サ ロ ン
　応募作品から選ばれた、審査委員
特別賞（海外・国内、各３点）を含む海
外作品５５点、国内作品４５点、Ｕ３０部
門（３０歳以下を対象としたウェブ応
募部門）１１点を展示します。
日程７月２１日㈬～８月２２日㈰場同サ
ロン２階展示室
問同サロン☎☎７３６・８２８１

ま ち な か シ ネ マ
　新型コロナウイルス感染防止のた
め、消毒液の設置、検温の実施、座席
の間隔の確保等を行います。詳細は
市ＨＰをご覧ください。
日７月１６日㈮午後６時３０分から＝
「スチュアート・リトル」／雨天実施
場町田ターミナルプラザ市民広場
問産業政策課☎☎７２４・３２９６
７月講座
さ が ま ち カ レ ッ ジ
　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ＨＰでダウンロ
ードも可）。
●①ｗｅｂカレッジ～ＡＩ・機械学習を
学ぶ　そもそもＡＩとは？ビジネス
にどう活かす？　Ｚｏｏｍを使った

オンライン講座です。
日７月１６日㈮午後３時～４時３０分講
青山学院大学理工学部教授・大原剛
三氏、パーソルキャリア（株）・矢野正
途氏定５０人（申し込み順）費１０００円
●②北里柴三郎の業績～見えざる
敵、伝染病との戦い　
日７月２１日㈬午前１０時～１１時３０分
場ユニコムプラザさがみはら（相模
原市）講北里柴三郎記念室医学博士
・森孝之氏定３５人（抽選）費１２００円
●③作品鑑賞を楽しみましょう～自
分らしく絵の世界を味わうために　
対１５歳以上の方（中学生を除く）日７
月２５日㈰午後１時３０分～４時４０分、
８月１日㈰午後１時３０分～３時３０分、
全２回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・
内野博子氏定１５人（申し込み順）費
３３００円

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、郵送またはＦＡＸでさがまち
コンソーシアム事務局へ（②のみ７月
４日まで〔必着〕）。さがまちコンソーシ
アムＨＰで申し込みもできます。なお、
②は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
飲食事業者応援事業
飲 食 事 業 者 応 援 セ ミ ナ ー
●コロナで変わる飲食店経営！繁盛

請負人が教える次の一手！　コロナ
禍でも繁盛している店舗の成功事例
から、売り上げアップのヒントを学
びます（オンライン〔Ｚｏｏｍ〕でも開
催）。町田商工会議所と共催です。
対飲食事業者日７月２７日㈫午後３時
～５時場同会議所、オンライン＝Ｚｏ
ｏｍ講ＵＮＩＣＯコンサルティング代
表・小峯孝実氏定会場＝３０人、オン
ライン＝１００人／申し込み順申チラ
シ（市ＨＰまたは同会議所ＨＰでダウ
ンロード）に必要事項を記入し、ＦＡ
Ｘで同会議所（返７２９・
２７４７）へ（右記二次元バー
コードでの申し込みも可）
／詳細は、市ＨＰ、同会議所ＨＰをご覧
ください。
問同会議所☎☎７２２・５９５７、町田市産
業政策課☎☎７２４・３２９６
ブルーベリーの美味しい季節です
摘み取りに出かけませんか
　期間・営業時間・料金等は農園ごと
に異なりますので、各農園へお問い
合わせください。
農園名、所在地、予約・問い合わせ先　
○相原ブルーベリー農園（相原町
２０５２、☎☎０８０・５０８８・７５８８）
○町田里山ベリー園（上小山田町
２６６３、☎☎７９７・３２４６）
○小山田ブルーベリー園（下小山田
町１０１４、☎☎７１９・５４８６）
○Ｂ

ビー

　ｆ
ファクトリー

ａｃｔｏｒｙ（山崎町１８７７－１、☎☎
８５１・９２１３）
○浅沼ブルーベリー農園（木曽西５
－１４、☎☎０８０・１１４９・９６３０）
○小野路ブルーベリー園（小野路町
１０１４、☎☎０９０・８３０２・２２０９）
○ななくにブルーベリー農園（野津
田町２２０９、☎☎７３５・３３３４）
○友井ブルーベリーガーデン（小川
６－１２－１、☎☎０９０・４５２６・２４３５）
○南町田ブルーベリー園（鶴間５－
１２－３８、☎☎０９０・９６４５・５５１１）
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

ダンボールコンポスト講習会
　参加者にはダンボールコンポスト
１セット（幅３７㎝、奥行３３㎝、高さ
３２㎝。重さ約７㎏）をお持ち帰りいた
だけます。過去に受講したことがあ
る方は申し込みできません。
対市内在住の方日①７月１９日㈪②７
月２７日㈫③７月２８日㈬、午後２時３０
分～４時場市庁舎講（一財）まちだエ

コライフ推進公社定各１４人（申し込
み順）申①７月２日正午～１１日②③７
月２日正午～１５日に、イベントダイ
ヤルまたはイベシスコード２１０７０２
Ａへ。
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０

スポーツスポーツスポーツ
　申込方法等の詳細は各施設へお
問い合わせいただくか、各ＨＰをご
覧ください。

市 立 室 内 プ ー ル
●小学生短期水泳教室１期・２期　
対市内在住、在学の小学生の初心者
（初参加者優先）日１期＝８月３日～６
日、２期＝８月１７日～２０日、午前９時
～９時５０分、各全４回定各２０人（抽
選）費１０００円
●①幼児ダンス②キッズダンスＡ・Ｂ
・Ｃ　
対①４～６歳の未就学児②小学生日８
月３日～９月２８日の火曜日（８月３１
日、９月２１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７回定①１０
人②各１５人／抽選費①４２００円②各
５６００円

◇
申往復ハガキに必要事項を
明記し、７月２０日まで（必
着）に同プールへ
問同プール☎☎７９２・７７６１

市 立 総 合 体 育 館
●第２期ハンドボール教室　除外日
は同館ＨＰからご確認ください。
対小学生日７月１６日～１０月８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／参加回数によ
って費用は異なります
申同館ＨＰで申し込み
問同館☎☎８５０・９７０７

鶴 間 公 園
●ヨガリラックス　
対１６歳以上の方日毎週金曜日、午前
１１時１０分～１１時５５分定各１２人
（申し込み順）費８８０円申電
話または同公園ＨＰで申し
込み
問同公園☎☎８５０・６６３０

●八王子都税事務所～にせ都税職員
にご注意ください
　都税事務所の職員を装って個人情
報を取得したり、金銭をだまし取ろ
うとする事例が発生しています。相
手の電話番号が非通知表示など、不
審に感じた場合は即答せずに必ず一
度電話を切り、下記問い合わせ先ま
でご連絡ください。また、万が一被害
に遭った場合は、すぐに警察にご連
絡ください問東京都主税局総務部総

務課相談広報班☎☎０３・５３８８・２９２５
●企業年金連合会～年金制度のお知
らせ
　「厚生年金基金（企業年金）」とは、
企業が実施している年金制度の１つ
です。この制度のある会社を勤務１０
年未満で退職したことがある方は、
制度への加入期間が１か月でも、同
連合会から年金を受け取れる可能性
があります問同連合会☎☎０５７０・０２
・２６６６、ＩＰ電話・ＰＨＳ＝☎☎０３・５７７７
・２６６６（受付時間＝月～金曜日の午
前９時～午後５時）

情報コーナー情報コーナー

「浮世絵風景画－広重・清親・巴水　三世代の眼－」展
問市役所代表☎☎７２２・３１１１、国際版画美術館☎☎７２６・２７７１、０８６０、２８８９

起業・創業に関する基礎知
識が習得できる無料オンラ
インセミナーと無
料相談会を毎月開
催しています。 ▲詳細はこちら

問町田新産業創造センター☎☎８5０・８5２5、町田市産業政策課☎☎７２4・２１２９
町田創業 ファーストステップセミナー・相談会

　江戸～昭和時代に風景版画を制
作した歌川広重・小林清親・川瀬巴
水の作品を紹介します（出品点数
３７３点、前・後期で全点展示替え）。
会期前期＝７月１０日㈯～８月９日
（振休）、後期＝８月１２日㈭～９月
１２日㈰
休館日月曜日（ただし、８月９日は
開館し、１０日は休館）
※展示替えのため８月１１日は閉室
しますが、企画展示室（本展）以外
は通常どおり開館します。
開館時間火～金曜日＝午前１０時
～午後５時、土・日曜日、祝休日＝
午前１０時～午後５時３０分（いずれ
も入場は閉館３０分前まで）
場同館企画展示室
観覧料一般９００円、高校・大学生
４５０円、中学生以下無料
※展覧会初日は入場無料です。ま
た、７月２８日㈬、８月２５日㈬はシル
バーデーのため、６５歳以上の方は
無料です。
※その他、各種割引があります。詳
細は同館ＨＰをご覧ください。
関連イベント  
　詳細は同館ＨＰ（右記二
次元バーコード）をご覧
ください。
【芹ヶ谷はんび寄席】
　本展の観覧券が必要です（半券
可）。
日８月１日㈰午後１時３０分～３時
３０分
場同館講堂
出演落語＝林家正雀、林家彦三、太
神楽＝鏡味仙成、音曲＝のだゆき
定６０人（申し込み順）
申７月７日正午～２８日にイベント

ダイヤルまたはイベシスコード
２１０７０７Ａへ。
【その他】
○７月１８日㈰＝太田記念美術館・
赤木美智氏による記念講演会「小
林清親の広重学習～《東京名所図》
と《武蔵百景》を中心に」
○７月２４日㈯＝復刻浮世絵版木摺
り体験２０２１
○８月７日㈯＝館長による記念講
演会「︐彩︐と︐趣︐～広重・清親・巴
水をつなぐもの」
○８月１３日㈮＝版画体験イベント
「Ｍｙ　ｌａｎｄｓｃａｐｅ～風景の手ぬ
ぐい」（事前申込制）
○８月２２日㈰＝Ｓｌiｄｅ　Lｅｃｔuｒｅ　iｎ　
Eｎgｌiｓh（英語によるスライドレク
チャー）
○７月１７日㈯、８月２９日㈰＝担当
学芸員によるスライドトーク
○９月１１日㈯＝プロムナードコン
サート

同時開催
ミニ企画展「浮世絵モダーン　
橋口五葉と伊東深水を中心に」
会期９月１２日㈰まで
場同館常設展示室

※図版 歌川広重「東海道五拾三次之内　
庄野　白雨」天保7（1836）年頃、町田市
立国際版画美術館蔵【前期展示】
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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

（原町田5-8-２１）
☎☎返７２5・２２２5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 受付時間＝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
（原町田5-8-２１）
☎☎７１０・０9２７
返７１０・０9２8

日曜日
祝休日

受付時間＝午前9時～午後４時3０分（電話受付は午前8時
４5分から）

※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。

急病急病ののときはときは

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
保存版　7月1日～31日

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
○東京都医療機関案内サービス「ひまわり」（２４時間、年中無休）
　☎☎０3・５２７２・０3０3返０3・５２8５・8０8０
○小児救急相談　子供の健康相談室（東京都）
　�（受付時間＝月～金曜日の午後６時～翌朝8時／土・日曜日、祝休日、年末
年始は午前8時～翌朝8時）
＃8０００または☎☎０3・５２8５・8898

○東京消防庁救急相談センター（２４時間、年中無休）
＃７119または☎☎０４２・５２1・２3２3、同センターHP ＃７119  検索

「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ています

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
７月
１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

２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

3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

４日㈰

午前9時～午後5時 内科

中島医院（原町田２-１5-２） ☎☎７２２・２４０9

玉川学園土屋クリニック（南大谷２１9-２3）☎☎７２9・5２２8

さくらメディカルクリニック（常盤町3２００-１）☎☎７9７・9６７１

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

町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７95・１６６8

5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

６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

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

8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

9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

１０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

１１日㈰

午前9時～午後5時

内科
小児科 小阪内科クリニック（金森東４-４４-3） ☎☎７99・3933

内科
内山胃腸科（旭町１-１5-２3） ☎☎７２8・１3７１

横沢クリニック（大蔵町5００２-２） ☎☎７０8・855０

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

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 多摩丘陵病院（下小山田町１４9１） ☎☎７9７・１5１１

１3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

１４日㈬ 午後７時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

１5日㈭ 午後７時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

１６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

１７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

１8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

内科
小児科 沼田医院（鶴川６-２-１） ☎☎７35・２０１9

内科 ちょう内科医院（本町田２938-１） ☎☎７２9・53４１

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
おか脳神経外科（根岸町１００9-４） ☎☎７98・７33７

南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

１9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

２０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

２１日㈬ 午後７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
小児科

すずかけ台診療所（つくし野3-１７-9） ☎☎７95・２１２１

アツミ医院（中町3-６-１3） ☎☎７２２・２１85

内科 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 町田市民病院（旭町２-１5-４１） ☎☎７２２・２２3０

外科系
町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７95・１６６8

町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

２3日㈷

午前9時～午後5時
内科

成田クリニック（成瀬が丘２-２3-１６）☎☎７95・１２8１

原町田さわだ内科・泌尿器科（原町田６-２9-3）☎☎85１・７8１8

鶴川レディースクリニック（能ヶ谷3-１-5）☎☎７3７・７２７１

耳鼻科 はぎの耳鼻咽喉科（玉川学園７-１-６） ☎☎７２8・8７3７

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 あけぼの病院（中町１-２3-3） ☎☎７２8・１１１１

外科系
南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

多摩丘陵病院（下小山田町１４9１） ☎☎７9７・１5１１

２４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

２5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

調整中

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
あけぼの病院（中町１-２3-3） ☎☎７２8・１１１１

町田市民病院（旭町２-１5-４１） ☎☎７２２・２２3０

２６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

２７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

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

２9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

3０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

3１日㈯ 午後１時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

※調整中の医院については、決定次第、町田市医師会HPに掲載します。

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HP
または東京都眼科医会HPの「休日診療」のページをご覧ください。
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