
人口と世帯（外国人含む） 2021年9月1日現在人口 ： 430,671人（ 男：210,608人・女：220,063人）（前月より110人増） ／ 世帯 ： 202,662世帯（前月より111世帯増）
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〈記載がない場合の市外局番は（042）です〉

　7月24日、25日に開催された東京2020オリンピック自転車競技（ロード）では、延
べ397人のまちだサポーターズがコースサポーターとしてコース設営のための資機
材を設置し、歩行者の通行を確保する役割を担っていただきました。また、インドネ
シアパラバドミントンチームの事前キャンプの公開練習の際には、見学者の受け付
けや座席の消毒など、陰に日なたに活躍されました。今後も、スポーツをはじめとす
る町田市のイベントを支える存在として、活動の際には、一目でボランティアと分か
るそろいのユニホームを着用し、活躍していただきます。

東京2020大会レガシーと次世代アスリートの紹介は、2面に続く

東京2020大会レガシー1 まちだサポーターズ

　東京2020大会はコロナ禍での開催となりました。オリンピック聖火リレーの公道
走行中止に始まり、予定していた多くのイベントが中止せざるを得ない状況の中、町田
市では、オリンピック聖火の点火セレモニー、パラリンピック採火式を実施しました。
またオンライン壮行会や、関係者のみによる町田市ゆかりのアスリートの応援、オリン
ピック自転車競技（ロード）の応援装飾など、制約のある中でも工夫して、みんなで大会
を盛り上げました。
　大会終了後も、2023年に結成10周年を迎えるまちだサポーターズの活動や市内小
学校で開催しているパラバドミントン体験教室など、東京2020大会のレガシーは次
世代に受け継がれます。今後も、次世代アスリートの活躍が期待されるなど、スポーツ
の盛り上がりはまだまだ続きます。

オリンピック・パラリンピック等オリンピック・パラリンピック等
国際大会推進課国際大会推進課☎☎724・4442724・4442問

東京2020大会レガシーを次世代次世代へつなぐ
ＳＴＥＰ３　一つになった種火は都庁に
集められ、ひとつの灯に

ＳＴＥＰ１　子ども関連
施設で種火を作る様子

ＳＴＥＰ２　市内の障がい者施設、子
ども関連施設から集められた種火

東京２０２０オリンピック
聖火リレー
点火セレモニー

東京２０２０
パラリンピック聖火
（まちだの火）採火式
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　市では、熱戦に向けさまざまな準備を進めてきました。その過程で培ってきたものは東京2020大会レガシーとなり、
市の取り組みとして今後も継続していきます。� 問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎☎724・4442

　市では、東京2020大会の事前キャンプ招致を契機に南アフリカとインドネシアのホストタウンに登録し、両国と交流をしてきました。
ホストタウンの交流はスポーツにとどまらず、文化交流、市民団体が主体となった国際交流も行われています。

　町田市は、2019年度に国から共生社会ホストタウンとしての認定を受けました。今後も、パラスポーツの魅力を伝えるため、
多くの市民がパラスポーツに触れる機会づくりに取り組んでいきます。

▪�東京2020オリンピック聖火ランナー
を務めて
　聖火リレーが本当にできるのか半信半
疑だったので、聖火を繋

つな

げることが嬉
うれ

し
くて、張り切ってセレモニーに参加しま
した。第一走者ということは当日初めて
知らされて、とてもびっくりしました。実
際に火のついたトーチを持って次の方に
繋いだときは、とても感動しました。
▪モーグル選手として
　小学1年生の時にモーグルを知り、当
時現役選手として活躍されていた上村愛
子さんに憧れて小学４年生の時に本格的
に競技を始めました。
上村さんは、今も変わ
らず私の最も尊敬する
アスリートです。

▪モーグルの魅力とは
　短い競技時間の間にこぶと2回のエアが
あり、変化があって見どころが多いところ
です。プレーすることももちろん楽しいの
ですが、見ている方にも楽しんでいただけ
るスポーツだと思います。
▪北京オリンピックに向けて
　東京2020大会をテレビ観戦して、あらため
てオリンピックから大きな感動と勇気をもら
いました。小学生のころ初めて大会に出た時
から、オリンピックに出場することを目標にし
てきました。まずは2021-2022シーズンに怪

け

我
が

をせず良い成績を残すように頑張ります。

東京2020大会レガシー2

東京2020大会レガシー３

パラスポーツを普及し魅力を伝える

ホストタウンの取り組み

　2016年度の南アフリカのホストタウンの登録以来、7月18日のネ
ルソン・マンデラ国際デーを中心に、毎年交流を図ってきました。いつ
も民衆のために活動してきたネルソン・マンデラ元大統領の遺志を継
ぎ、ネルソン・マンデラ国際デーの活動は今後も継続していきます。

ネルソン・マンデラ国際デー

　2019年度、（一社）日本障がい者バドミン
トン連盟と「パラバドミントンサポートシテ
ィに関する覚書」を締結しました。パラバドミ
ントンの大会及び合宿の実施や、競技の普及
啓発、情報発信等について、相互に連携し魅力
を伝えていきます。2019年11月放送分“まちテレ”より

　2017年からインドネシアパラバドミントン代表チームの事前合
宿の受け入れを４回行い、市立小学校児童との交流や、市民との合同
練習を行ってきました。東京2020パラリンピック事前キャンプで
は、選手とのオンラインミーティングや、感染症対策を講じたうえで
の公開練習を行いました。
　選手の皆さんは「ぜひまた町田でキャンプを行いたい」と何度も話
していました。

トレーニングキャンプの受け入れ

金井中出身・21歳
▶競技
　�スキー・フリースタイル�
女子モーグル
▶主な戦績
　�フリースタイルスキー世
界選手権（2021年３月カ
ザフスタン・アルマトイ）
５位
▶得意なエアトリック
　コーク720

レガシーの を灯し続ける火火

次の北京オリンピックを目指す次世代アスリート
冨高日向子選手インタビュー

パラバドミントン体験教室 パラバドミントンサポートシティ
　2017年度から、（一社）日本障がい者バドミントン
連盟の協力のもと、市立小学校に日本代表選手を派遣
していただき、パラバドミントン体験会を開催してい
ます。現在まで、延べ３５6３人の子どもたちがパラバド
ミントン体験会に参加しました。

　５人制サッカー（ブラインドサッカ
ー）日本代表の高田監督、寺西選手（市
内在住）と佐藤選手（成瀬台中・成瀬高
校出身）が市役所を訪れました。
　高田監督は、「メダル獲得を目指して
いたので５位という結果には満足して
いないが、初出場のパラリンピックで
日本の強さを世界に知らしめることができた価値のある大会だったと考え
ている」と振り返りました。寺西選手や佐藤選手は、「地元の方々からの応援
がとても力になった。これからももっと応援を頂けるように頑張りたい」と
今後の意気込みを語られました。

▪�水田光夏選手（桜美林大学出身）射撃10ｍエ
アライフル伏射
▪�寺西一選手（市内在住）・佐藤大介選手（成瀬
台中・成瀬高校出身）５人制サッカー

▪大迫傑選手（金井中出身）男子マラソン
▪畠田瞳選手（南成瀬中出身）女子体操（団体）
▪�青山修子選手（藤の台小出身）テニス女子ダブ
ルス
▪�松井千士選手（横浜キヤノンイーグルス所属）
ラグビー

オリンピックオリンピック

パラリンピックパラリンピック

夢と希望をありがとうございました
～東京2020大会 町田市ゆかりの選手の紹介

東京2020パラリンピック５人制サッカー
５位入賞５位入賞！！

まちテレvol.１８３ 検索

今も未来も大切に

町田市のＳＤＧｓ
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高齢者インフルエンザ予防接種費用助成
　指定医療機関にご予約のうえ、１０
月１１日㈪から接種が受けられます。
なお、新型コロナウイルスワクチン
との同時接種はできません。２週間
以上間をあけて接種してください。
対市内在住の６５歳以上の方（６０歳
以上６５歳未満の方でも対象の場合
有り）日程１０月１１日㈪～２０２２年１
月３１日㈪場町田・八王子・日野・多摩
・稲城市の指定医療機関自己負担額
２５００円／生活保護受給者、中国残
留邦人等の支援受給者は無料／詳細
は市ＨＰでご確認いただくか、お問い
合わせください。
問保健予防課☎☎７２５・５４２２
骨粗しょう症予防講習会
４０ 歳 か ら の 骨

ほ ね

活
か つ

の す す め
　Ｗｅｂｅｘによるオンライン講習会
です。
対市内在住の１８歳以上の方日１０月
２０日㈬午後２時～３時４０分内医師・
理学療法士・薬剤師・管理栄養士の講
話、運動実技定５０人（申し込み順）申
１０月６日正午～１４日にイベシスコ
ード２１１００６Ｃへ。
問保健予防課☎☎７２２・７９９６

募　集募　集
会 計 年 度 任 用 職 員
　詳細は募集要項をご覧ください。
募集要項・応募書類は市
ＨＰ（右記二次元バーコー
ド）でダウンロードでき
ます。
○鶴川市民センター　一般事務（産
休代替職員）
任用期間１２月１日～２０２２年３月３１日
勤務時間午前８時２０分～午後５時５
分、月１６日勤務場所鶴川市民センタ
ー募集人数１人報酬月額１９万２２００
円（別途通勤手当相当分支給）／社会
保険、雇用保険等勤務条件により加
入有り選考１次＝書類、２次＝面接申

募集要項を参照し、応募書類に記入
のうえ、１０月８日午後５時まで（必着）
に直接または郵送で鶴川市民センタ
ーへ。
問同センター☎☎７３５・５７０４
○市民協働推進課　一般事務
対パソコンや文書作成・表計算ソフ
トの基本操作ができる方（資格不要）
任用期間１１月１日～２０２２年３月３１
日勤務時間月～金曜日、午前８時２０
分～午後５時５分、月１６日勤務場所
市民協働推進課（市庁舎２階）募集人
数１人報酬月額１９万２２００円（別途
通勤手当相当分支給）選考１次＝書
類、２次＝面接申募集要項を参照し、
応募書類に記入のうえ、１０月１１日
まで（必着）に、直接または郵送で市
民協働推進課へ。
問市民協働推進課☎☎７２４・４３６２

お知らせお知らせ
原町田中央通りの軒先空間を 
利 用 し ま せ ん か
　原町田中央通りに新たな賑

にぎ

わいや
魅力を創出するため、社会実験とし
て軒先空間の多様な使い方（出張出
店、作品の展示、ワークショップ等）
を募集します。応募方法、
応募要件等の詳細は市Ｈ
Ｐ（右記二次元バーコー

ド）をご覧ください。
対１８歳以上の方（個人・団体は不問）
実施期間１１月２０日㈯～１２月２０日
㈪場原町田中央通りの一部申込期間
１０月４日～１１月１２日（利用希望日
の５週間前まで）
問地区街づくり課☎☎７２４・４２６６

不 動 産 公 売
公売方法期間入札入札期間１０月２１
日㈭～２８日㈭入札場所町田市納税
課／定められた様式を使用し、郵送
による入札に限ります開札日時１１
月１日㈪午前１０時開札場所東京都庁
会議室第一本庁舎２３階（新宿区）／
公売財産内容や公売案内について
は、納税課にお問い合わせください。
また、１０月１日㈮午前９時から市ＨＰ
に公売財産内容等を掲載します。
問納税課☎☎７２４・２１２１

健康案内健康案内
アレルギー教室（オンライン開催）
●専門医が教える！食物アレルギー
とアトピー性皮膚炎の最新情報と正
しい対処法　オンライン受講が難し
い場合は、会場（市庁舎）で受講でき
ます。保育はありません。
対市内在住の食物アレルギーやアト
ピー性皮膚炎の心配がある乳幼児の
保護者日１０月２２日㈮午後２時～３時
内食物アレルギーとアトピー性皮膚
炎に関する基礎講話講（独）国立病院
機構相模原病院小児科・永倉顕一医
師定オンライン＝５０人、会場＝５人
／申し込み順申１０月６日正午～１５
日にイベシスコード２１１００６Ｄへ
（会場受講を希望する場合のみ、イベ
ントダイヤルで申し込みも可）。
問保健予防課☎☎７２２・７９９６

（株）丸井グループと「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
　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、９月１６日に
（株）丸井グループと「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
１弾として、１０月の乳がん予防月
間に合わせ、町田マルイ、町田モデ
ィのデジタルサイネージ等を通じ
て、乳がん予防の普及啓発を実施
します。

問健康推進課☎☎７２４・４２３６

市が所有している物件を一般競争入札で売却します
問市有財産活用課☎☎７２４・２１５１

１０月は乳がん予防月間です

町 田 市 民 ホ ー ル 
休 館 の お 知 ら せ
　１１月１日から改修工事のため全
館休館します。２０２３年２月から再
開予定です。ご理解ご協力をお願
いします。
【休館中のチケット販売、施設予約
受付について】
　１１月１１日から受付窓口を町田
市民フォーラム３階（原町田４－９
－８、☎☎７２８・４３００）に移転します
（受付時間＝月～金曜日、午前８時
３０分～午後５時）。
　チケット販売、施設予約等の詳
細は町田市民ホールＨ
Ｐ（右記二次元バーコ
ード）をご覧ください。
問文化振興課☎☎７２４・２１８４、町田
市民ホール☎☎７２８・４３００

町 田 市 戦 没 者 追 悼 式 
中 止 の お 知 ら せ
　戦没者並びに戦争犠牲者のご冥
福をお祈りするとともに恒久平和
を祈念するため、１０月２１日㈭に
戦没者追悼式の挙行を予定してい
ましたが、新型コロナウイルス感
染防止のため、中止します。
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

　入札参加案内、契約条件等の詳
細は、「市有物件売却のご案内」（市
有財産活用課〔市庁舎５階〕で配
布、市ＨＰでダウンロードも可）を
ご覧ください。郵送希望の方は早
めにお問い合わせください。

入札参加資格個人及び法人
入札日１１月１１日㈭
場市庁舎
申１０月２９日までに直接市有財産
活用課へ。郵送の場合は１０月２２日
まで（必着）に提出してください。

　市では、少ない自己負担額で検
診を受けることができます。乳が
ん検診の詳細は市ＨＰ
（右記二次元バーコー
ド）をご覧ください。
対町田市に住民登録があり、ご加
入の健康保険や勤務先等で検診を
受ける機会のない４０歳以上で、偶
数年齢（２０２２年３月３１日時点）の
女性
検診内容問診、マンモグラフィ
費２０００円
申事前に電話で乳がん検診実施医
療機関へ。
【関連イベント】
○金森図書館で特集コーナーを開
設中
　乳がん関連図書の紹介や、リー
フレット等も配布しています。
日程１０月１３日㈬まで
○市庁舎を乳がん啓発活動のシン
ボルカラーであるピンク色にライ
トアップします
日１０月の毎週水曜日、午後６時３０
分～９時

◇
問健康推進課☎☎７２５・５１７８

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
１０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

１０月１１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

町田市都市計画審議会
１０月１１日㈪
午前１０時か
ら

市庁舎３階
第１委員会
室

３人�
（申し込み順）

事前に電話で都市政
策課（☎☎７２４・４２４７）
へ

町田市指定管理者管理運営
状況評価委員会（対象施設＝
成瀬クリーンセンターテニ
スコート、三輪子どもクラブ、
小山中央学童保育クラブ、南
つくし野学童保育クラブ、相
原たけのこ学童保育クラブ）

１０月２８日㈭
午後１時から

市庁舎２階
会議室２－２

４人
（申し込み順）

事前に電話で総務課
（☎☎７２４・２１０８）へ

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。

物件
番号 種類 所在・地番

家屋番号
地目
種類

地積・床面積
（公簿）／㎡

用途地域
・構造

建ぺい
率（％）

容積率
（％）

最低売却
価格

（万円）

１ 土地 町田市小川一
丁目１８９番８ 雑種地 １３７

第一種低
層住居専
用地域

４０ ８０ １７９９

２ 土地 町田市小野路
町２０３５番１９ 宅地 ２０５．４７

第一種低
層住居専
用地域

４０ ８０ １４４０

※事情により売却を中止、または一部変更する場合もあります。
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お知らせお知らせ
パソコンやタブレットを使って
クレジットカードで市税を納付できます
　市税の納付は、これまでスマート
フォンのアプリを通じてクレジット
カードで納付が可能でしたが、パソ
コンやタブレットでも、ウェブサイ
トを通じて納付できるようになりま
した。サービスを利用するには「クレ
ジット納付番号」と「確認コード」が
記載された納付書が必要です。分割
での支払いも可能です。その際は別
途手数料がかかります。詳細は市ＨＰ
をご覧ください。
納付可能な税目市・都民税（普通徴
収）、固定資産税・都市計画税
問納税課☎☎７２４・２１２１
町田市農業研修
現 地 見 学 会
　市では、新たに農業経営を目指す
方や農家を支援する援農者の育成を
目的として、市が開設した研修農場
で、野菜作りのノウハウを学ぶこと
ができる２年間の農業研修を実施し
ています。２０２２年度研修生の募集
に向けて、現地見学会を開催します。
汚れても良い服装でおいでくださ
い。

対市内在住で、２０２２年度の農業研
修への参加を希望・検討している方
等日１０月３０日㈯午前１０時～１１時
ごろ（雨天時は１１月６日に延期）場町
田市農業研修農場（小野路町）内農業
研修の見学、研修事業の説明定２０人
（申し込み順）申１０月７日正午～１９
日にイベントダイヤルまたはイベシ
スコード２１１００７Ｃへ。
問農業振興課☎☎７２４・２１６６
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 試 験
　弾道ミサイル情報や緊急地震速報
等が発信されたときを想定し、町田
市防災行政無線屋外スピーカーで市
内全域に試験放送を実施します／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
等を配信します。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１０月６日㈬午前１１時ごろ
問防災課☎☎７２４・３２１８

子ども・子育て子ども・子育て
町田市子ども発達センター
２０２２年度認可通園入園児募集
　町田市子ども発達センターは、０
～１８歳未満のお子さんとその家族

を対象に、お子さんの発達の相談に
応じています。２０２２年度の同セン
ターへの認可通園（児童発達支援事
業）入園児を募集します。
対市内在住で、心身の発達に遅れや
障がいのある３～５歳児内①週５日通
園する療育グループ②幼稚園・保育
園等に通いながら週１日通園する療
育グループ入園申込締切日１１月８日
㈪午後５時まで／申し込みには事前
の見学説明会への参加が必要です。
見学説明会の日程、参加方法は、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。
問同センター☎☎７２６・６５７０
子ども創造キャンパスひなた村
手 づ く り の じ か ん
●親子「羊毛でふわふわストラップ
づくり」　
対市内在住、在学の小・中学生とその
保護者日１１月７日㈰午前１０時～正
午定１２人（申し込み順）費１人３００円
申１０月３日午前１０時から電話でひ
なた村へ。その他講座やワークショ
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
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１０月１２日、１９日、１１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１０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７組（申し込み順）

◇
場同センター申１０月４日午前９時か
ら電話で同センター（☎☎７２８・
００７１）へ。
生涯学習センター～和光大学共催
親子で楽しむ　ふれあいタイム
　和光大学で保育者を目指す学生が
オンラインで歌遊び・人形劇・パネル
シアターなどを演じます。会場参加
（生涯学習センター）とオンライン
（Ｚｏｏｍ）を選べます。
対会場＝市内在住の２歳以上の未就
学児とその保護者、オンライン＝未
就学児の保護者（子どもの参加は自
由）日１１月６日㈯、午前１０時３０分～
１１時３０分、午後２時～３時（各回とも
同一内容）講和光大学准教授・後藤紀
子氏　他定会場＝親子各１０組、オン
ライン＝各２０人／申し込み順申メ
ールの件名に「親子で楽しむふれあ
いタイム参加申し込み」と記入し、本
文に参加者全員の氏名と年齢・住所
・電話番号・参加方法（会場またはオ
ンライン）・希望時間を明記し、１０月
４日午前９時～３１日に和光大学（墳ｅ
ｖｅｎｔ＠ｗａｋｏ．ａｃ．ｊｐ）へ。
問同センター☎☎７２８・００７１

１２月３１日まで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

申請を受け付けています

町田市交通事業者運行継続支援金
問交通事業推進課☎☎７２４・４２６１

申請を受け付けています

町田市中小企業者家賃補助事業（第４弾）
問産業政策課（町田市中小企業者家賃補助担当）☎☎７２４・１１３６

　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１２
月３１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

　新型コロナウイルス感染症の拡
大により売り上げや利用者減少等
の影響を受けているバス及びタク
シー事業者に対し、事業活動の継
続支援を目的として支援金を交付
します。
対乗合バス事業者、貸切バス事業

者、タクシー事業者（個人も含む）
申込締切日１１月３０日㈫
※支援要件や申請方法等の詳細は
市ＨＰ（右記二次元バー
コード）をご覧くださ
い。

　新型コロナウイルス感染症によ
る影響で、資金繰りが厳しい市内
事業者を支援するため、町田市中
小企業者家賃補助の第４弾（１か月
分の家賃の２分の１〔上限２０万
円〕）を実施します。
※第３弾を交付した事業者には、市
から個別に申請書類を送付します。
対次のすべての要件を満たす事業
者
①市内に事業所を有する中小企業
者（本店所在地が市外でも申請可）
②市内に事業用の建物を賃借し、

生産や販売、サービス提供等を行
っている
③２０２１年４月～９月のいずれか１
か月の売上高が、前年または前々
年の同月売上高と比較して、１５％
以上減少している
④今後も町田市内で事業継続の意
向がある
申込締切日１１月３０日㈫
※申請方法等の詳細は
市ＨＰ（右記二次元バー
コード）をご覧くださ
い。

問町田市自然休暇村
☎☎0267・99・2912

せせらぎの里せせらぎの里  町田市自然休暇村町田市自然休暇村

年末年始利用抽選受付開始
詳細は町田市自然休暇村ＨＰ（右記二次元バーコード）をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症　ワクチン接種のお知らせ

　市では、１０月末までに希望者全員の接種完了を目指しています。なお
１１月以降は、接種会場・予約枠を縮小する予定です。ご都合に合わせてお
早めに予約をお願いします。
■１２歳以上のすべての方へ
・�１回目の接種を１０月１０日までに予約すると、１０月３１日までに２回目の
接種が完了します。
■１２～１５歳の方へ　接種の際の注意事項
・�１１歳の方は、誕生月の前月の１日から接種の予約ができます。接種でき
るのは、１２歳の誕生日の前日からとなりますのでご注意ください。
・�１５歳以下の方が接種を受けるためには、保護者の同意が必要です。ま
た、接種時には、原則保護者の同伴が必要です。
・１１月以降に接種対象年齢になる方の予約枠等は確保していきます。
■妊婦の方とその家族の接種について
・妊婦健診を受診している医療機関の医師にご相談ください。
■基礎疾患で医療機関にかかっている方
・年齢を問わず、かかりつけ医に受診し、ご相談ください。
・�かかりつけ医での接種が困難な場合は、新型コロナワクチン接種相談コ
ールセンター（☎☎７３２・３５６３）にご連絡ください。

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▶

◀市内の感染者数等の情報はこちらからご覧いただけます
※この記事の内容は９月２７日現在の情報です。

ワクチン接種の予約方法
①�パソコン・スマート�
フォンから予約

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
☎☎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。
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催し・講座催し・講座
町田市女子ゲートボール大会
対市内在住のゲートボール愛好者で
編成する女性チーム日１０月２８日㈭
午前９時～午後１時（雨天予備日は
２９日）場木曽山崎グラウンド申所定
の用紙（町田市ゲートボール協会に
有り）に記入し、１０月１５日午後３時
まで（必着）に直接または郵送で同協
会へ（月・土・日曜日、祝休日を除く）
／同協会未登録の場合は、同協会（せ
りがや会館内、☎☎７２２・２２５３）へご
相談ください。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４１
高齢者・障がい者のための
福 祉 法 律 相 談
　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１０月
１９日、１１月１６日、１２月２１日、いずれも
火曜日午後２時～４時２０分（１人３０分
程度）場町田市民フォーラム内成年
後見制度、相続、遺言、贈与、財産分
与、権利侵害等の相談申氏名・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（☎☎７２０・９４６１返７２５・
１２８４）へ。
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

地 域 公 開 講 座
対市内在住の方日１１月４日㈭午前９
時４５分～１１時４５分場町田市民フォ
ーラム内上手においしく食べるため
に講松田歯科クリニック院長・松田
恵里子医師定５０人（申し込み順）申

１０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
２１１００７Ａ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
５人）は電話で併せて申し込みを。
問子ども発達支援課☎☎７０９・３４５５
地域の介護施設で仕事をしませんか？
町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
●出張・就労相談会ｉｎ町田市民フォ
ーラム　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
１０月２９日㈮午後１時３０分～４時場
町田市民フォーラム第２学習室Ｂ／
事前予約は町田市介護人材バンクへ
（予約無しでの参加も可）。詳細は同
バンクＨＰ（右記二次元バ
ーコード）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

専 門 家 に よ る 無 料 相 談 会
　遺言書の書き方や相続全般に関す
ること、不動産の取引におけるトラ
ブルや鑑定・評価・登記に関するこ
と、建築設計、住宅耐震診断、土地の
境界・測量、年金・労働問題等に関す
る相談に「未来を創るアーバンネッ
トまちだ」登録団体の専門家がお答
えします。国の行政に関する苦情・要
望も受け付けます。相談時間は１人
３０分以内です。

対市内在住、在勤の方日１０月１７日
㈰午前１０時～午後３時３０分場ぽっ
ぽ町田
問広聴課☎☎７２４・２１０２

知 的 財 産 セ ミ ナ ー ｉ ｎ 町 田
●競争社会を生き抜くために　明日
に活かしたい知財の話　コロナ時代
を生き抜くヒントとなる知的財産に
ついて、制度の概要や事例を紹介し
ます。また、市から事業者を対象とし
た支援も紹介します（Ｚｏｏｍミーテ
ィングを使用）。
日１０月２６日㈫午後１時３０分～３時
内「今だからこそ知っておきたい！
知財の心得」「町田市が、事業者の新
たなチャレンジをサポートします！」
講弁理士・高原千鶴子氏　他申チラ
シ（産業政策課〔市庁舎９階〕、各市民
センター、町田商工会議所等で配布、
市ＨＰでダウンロードも可）に必要事
項を記入し、ＦＡＸで知的財産セミナ
ー２０２１運営事務局（返０３・６６６７・
０５６８）へ（右記二次元バ
ーコードで申し込みも
可）。
問同事務局☎☎０３・６６６７・０５９２、町
田市産業政策課☎☎７２４・３２９６
ハローワーク町田・八王子・相模原合同
介 護  福 祉  相 談 面 接 会
　介護・福祉業界で、正社員・パート
等で働きたい方の合同相談面接会を
開催します（未経験者も歓迎）。毎回、
市内の事業所が７社参加します。参
加する事業所は毎月変わります。
対１８歳以上の社会人の方日１０月２０
日、１１月１７日、１２月１５日、２０２２年

１月１９日、２月１６日、３月１６日、いず
れも水曜日午前９時３０分～正午場ハ
ローワーク町田本庁舎定各１５人（申
し込み順）申事前に電話で町田市介
護人材バンク（☎☎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）へ。
問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６
障がい者就職面接応援イベント
４ 所 合 同 面 接 フ ェ ア
　参加企業（２０社予定）の人事担当
者と面接ができます。応募書類に障
がいの種類・等級をご記入ください。
日程１０月２５日㈪～１１月２６日㈮場
ハローワーク会議室及び参加企業の
事業所内申ハローワーク町田・八王
子・府中・相模原に求職登録している
方は直接登録先のハローワークへ。
その他のハローワークで求職登録し
ている方は、直接ハローワーク町田
へ。詳細はハローワーク町田ＨＰをご
覧ください。
問ハローワーク町田専門援助部門☎☎
７３２・７３１６鯖７３２・８７２４、町田市障
がい福祉課☎☎７２４・２１４７返０５０・
３１０１・１６５３

デ ゴ イ チ 祭
　ナンバープレートを取り付けた実
物Ｄ５１蒸気機関車や、実際に使われ
た鉄道用品をご覧いただけます。鉄
道模型のＮゲージレイアウトで運転
の体験等もできます。　
日１０月１７日㈰午前１０時～午後３時
場町田市子ども発達センター隣接地
／駐車場はありません。
問児童青少年課☎☎７２４・４０９７

市内最高齢者の方を市長がリモート訪問

長寿をお祝いしました
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４１

全国×まちだＤサミット２０２１

“認知症とともに生きるまちづくり”のはじめかた
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

認知症とともに生きるまちづくりに関する連携協定を締結
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

　９月２０日の敬老の日を前
にした９月１４日、新型コロ
ナウイルス感染防止のた
め、市長が市内の最高齢者
の長寿をオンラインでお祝
いしました。
　市内最高齢に輝かれた篠
原愛さんは、大正２年生ま
れの１０８歳です。お住まい
の施設では、お仲間と一緒
に園芸やコーラスを楽しま
れています。当日は、自身が通われて
いた学校の歌を、元気な声で披露し
ていただき、楽しい時間を過ごされ
ました。
　男性最高齢となられた守屋章雄さ
んは、大正４年生まれの１０５歳です。
市内小学校で長年にわたり教員を務
められました。ご都合により訪問で
きませんでしたが、お祝いの言葉を
伝えさせていただきました。

　認知症の方同士が「認知症とと
もに生きる」ことについて語り合
い、３つのセッションを通して、こ
れからのまちづくりを視聴者と考
えるオンライン形式のイベントで
す。各セッションでは、視聴者も参
加可能なグループワークを行いま

す。イベントの申し込み等の詳細
は、まちだＤマップＨＰ
（右記二次元バーコー
ド）をご覧ください。
対認知症の方や家族、支援者等
日１２月１１日㈯午前１０時～午後５
時２０分

　市では、認知症とともに生きる
まちの実現を目指し、９月２１日に
（一社）Ｄフレンズ町田と、「認知症
とともに生きるまちづくりに関す
る連携協定」を締結しました。
　同団体は、認知症の方の居場所
や活動の場の創出に関する独自の
取り組みを実施している団体で
す。今後は同団体と連携し、認知症
の方やその家族と地域住民が共に
活躍できる機会の創出や、若年性
認知症の方やその家族の支援体制
の構築に取り組みます。

若年性認知症について 
ご相談いただけます

　若年性認知症とは、６５歳未満で
発症した認知症をいいます。下記
の窓口で、若年性認知症に関する
相談を受け付けています。
【相談窓口】
○（一社）Ｄフレンズ町田
　若年性認知症を含む、認知症に
関する悩みや不安について、お気

軽にご相談ください。市内で若年
性認知症の方の交流会も開催して
います。
電話番号☎☎０７０・８９３４・１７１７（受
付時間＝午前１０時～午後５時）
○東京都多摩若年性認知症総合支
援センター
　専門医療機関との連携、認知症
状、生活・経済・就労の問題、障害福
祉・介護保険の手続きなど、幅広く
サポートします。診断前の方もお
気軽にご相談ください。
電話番号☎☎０４２・８４３・２１９８（受
付時間＝祝休日を除く月～金曜
日、午前９時～午後５時）

　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

市内女性最高齢・
篠原愛さん

市内男性最高齢・
守屋章雄さん

市長のリモート訪問の様子
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催し・講座催し・講座
稲城・多摩・町田
甘いもん巡りサイクリングツアー
　市では、稲城・多摩市と連携した観
光事業の一環として、各市のスイー
ツや自然の感じられるスポットを自
転車で巡るサイクリングツアーを開
催します。電動自転車とヘルメット
を貸し出し（持参も可）、先導は東京
ヴェルディトライアスロンチームの
選手が行います。
対町田・稲城・多摩市在住、在勤、在学
の中学生～６０代の健脚な方（中学生
は保護者同伴）日１１月１３日㈯午前
１０時～午後５時、集合は小田急線鶴
川駅北口改札前、解散は稲城発信基
地ペアテラス前（ＪＲ南武線稲城長沼
駅そば）定１５人（抽選）費３０００円（昼
食代、おやつ代、保険代等）申「南多摩
３市サイクリングツアー」と書き、住
所・氏名（ふりがな）・携帯電話番号・
年齢・性別、同行者の氏名（ふりがな）
・年齢・性別、自転車・ヘルメットの
持参の有無を明記し、１０月１８日午
後５時までにＦＡＸ（ＦＡＸ返信可能な
方）またはメールでＪＴＢ東京多摩支
店「南多摩３市イベント係」（返０４２・
５２１・５５５８墳ｍｉｎａｍｉｔａｍａ＠ｊｔｂ．ｃ

ｏｍ）へ。
問観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８
国際版画美術館～館長連続講座
浮 世 絵 を 知 る
●第２期　美人画と役者絵　同館館
長・大久保純一氏による連続講座で
す。
日１１月７日、１２月１２日、いずれも日
曜日午後１時３０分～３時、全２回場同
館内テーマ「美人画～歌麿を中心に」

「役者絵～写楽と豊国」定５０人（申し
込み順）費各５００円（資料代）申１０月
８日正午～２９日にイベントダイヤル
またはイベシスコード２１１００８Ｈ
へ。
問同館☎☎７２６・０８６０
国際版画美術館　
版 画 体 験 イ ベ ン ト
●リトグラフを刷ろう！　ローラー
を転がして版にインクをのせ、プレ
ス機で刷るリトグラフです。１８世紀
から続く版画技法の刷りを体験して
みませんか。未就学児１人につき保
護者１人の付き添いが必要です（小
学生は子どものみの参加も可）。
日１１月３日㈷、午前１０時３０分から、午
前１０時４５分から、午前１１時から、午
前１１時１５分から、午前１１時３０分か

ら、午後１時１５分から、午後１時３０分
から、午後１時４５分から、午後２時か
ら、午後２時１５分から、午後２時４５分
から、午後３時から、午後３時１５分か
ら、午後３時３０分から、午後３時４５分
から／各回１５分（いずれも同一内容）
場同館講アーティスト・櫻井想氏定各
２人（申し込み順）費５００円申１０月７日
正午～２５日にイベントダイヤルまた
はイベシスコード２１１００７Ｈへ（申し
込みは１人１回まで）。
問同館☎☎７２６・２８８９

く ら し に 役 立 つ 学 習 会
●外壁塗装工事をする前に知ってお
きたい注意点　失敗しない事業者選
び
対市内在住、在勤、在学の方日１１月４
日㈭午後２時～４時場町田市民フォ
ーラム講東京都塗装工業協同組合定
２０人（申し込み順）申１０月５日正午
～２６日にイベントダイヤルまたは
イベシスコード２１１００５Ａへ。
問消費生活センター☎☎７２５・８８０５
生涯学習センター～市民提案型事業
講 座 づ く り ★ ま ち チ ャ レ
●ロコモ予防体操～長引くコロナ禍
で低下した体力を回復し、健康寿命
を延ばしましょう　講話と実習を通
じて、１人ではなかなか続かない運
動習慣を身に付けましょう。
対市内在住の方日１１月３日、１０日、

１７日、２４日、１２月１日、いずれも水
曜日午前１０時～正午、全５回場木曽
山崎コミュニティセンター内ロコモ
予防の意義・ロコモの原因と予防の
講話、ロコモ度体力測定、やさしい足
腰筋トレ、ロコモ予防真向法体操等
講和光大学教授・矢田秀昭氏、ロコモ
体操指導士・鈴木和夫氏　他定４０人

（抽選、結果は１０月２２日までにハガ
キでお知らせ）申１次受付＝１０月１
日正午～４日午後７時にイベシスコ
ード２１１００５Ｅへ／２次受付＝１０月
５日正午～１５日にイベントダイヤル
またはイベシスへ。
問同センター☎☎７２８・００７１

や き も の 体 験 講 座
●スープ皿を作ろう　粘土ひもを使
って作ります。完成品は約２か月後
に着払いで郵送します。
対市内在住の５歳以上の方（小学４年
生以下は保護者１人同伴、保護者の
見学のみの参加は不可）日１１月３日
㈷、午前１０時～正午、午後２時～４時

（各回とも同一内容）場町田市民フォ
ーラム講ｋａｍａｋｕｒａ山陶芸工房主宰
・檀上尚亮氏定各１０人（抽選、結果は
１０月２６日ごろまでに電話で連絡）
費１０００円（送料別）申１０月５日正午
～１８日にイベントダイヤルまたは
イベシスコード２１１００５Ｇへ。
問市立博物館☎☎７２６・１５３１

　学童保育クラブの入会申請は毎年度必要です。入会を希望する方は、申
請書と必要書類を受付期間中に提出してください。
　入会要項・申請書は、まちだ子育てサイト（下記二次元バーコード）から
ダウンロードできます。また、各学童保育クラブ、各子どもセンター等で
配布しています。

申込方法・期間

会場での申し込み
１１月９日㈫～１６日㈫（１１日を除く）
※会場と日程の詳細は、まちだ子育てサイト
（右記二次元バーコード）でご確認ください。

郵送・学童保育クラブ
での申し込み １０月１日㈮～１１月１日㈪（必着）

※１１月１７日㈬以降は児童青少年課窓口または郵送で受け付けます
が、定員超過の場合は空き待ちとなります。

２０２２年度４月学童保育クラブ入会案内
問児童青少年課☎☎７２４・２１８２

町田市認可保育園・認定こども園（０～２歳児）・小規模保育園・家庭的保育者（保育ママ）

２０２２年度４月入園の園児募集
問保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３７

【認定こども園（３～５歳児）を第１希望で申し込む方へ】
１１月１日㈪から各園で受け付けます。詳細は、入園のしおりをご確認ください。

　２０２１年度に認可保育園等へ申し込み中の方で（転園申請含む）、引き続
き２０２２年度も入園（転園）を希望する方は改めて申し込みが必要です。
　なお、入園のしおり・申込書は１０月１５日㈮から、市内各認可保育園、各
認定こども園、各小規模保育園、各家庭的保育者（保育ママ）、各子どもセ
ンター、各子どもクラブ、保育・幼稚園課（市庁舎２階）で配布します（まち
だ子育てサイト〔下記二次元バーコード〕でダウンロードも可）。
対保護者が就労、疾病、出産、看（介）護、就学などの状況にあるため、保育
を必要とする家庭の乳幼児
申込方法・期間

会場での申し込み
１１月１６日㈫～１２月４日㈯
※会場と日程の詳細は、まちだ子育てサイト
（右記二次元バーコード）でご確認ください。

郵送での申し込み １１月１日㈪～３０日㈫（必着）

町田薬師池公園四季彩の杜　秋のイベント

　各イベントの詳細は、市ＨＰをご覧
ください。
【パークミュージアム８

や

９
く

４
し

】
　同公園四季彩の杜西園全体をミュ
ージアムに見立て、アートの展示や
近隣学校による企画、屋外マーケッ
ト、ＬＩＶＥ、食やものづくりのワークシ
ョップ、キャンプ飯コンテスト、季節
の花を使った生け花展示などのイベ
ントを開催します。一部有料イベント
・事前申込制のイベントがあります。
日程１０月３０日㈯～１１月１４日㈰
申電話で同公園四季彩の杜西園（☎☎
８５１・８９４２）へ（同公園四季
彩の杜ＨＰ〔右記二次元バー
コード〕で申し込みも可）。イ
ベントに関する詳細は同公園四季彩
の杜西園へお問い合わせください。
問公園緑地課☎☎７２４・４３９９
【町田薬師池公園四季彩の杜西園に
て紅葉を楽しむ茶会】
　自然豊かな西園で野点を実施しま

す。希望の方は自分でお茶を点
た

てる
茶道体験もできます。町田茶道会と
共催です。
日１１月６日㈯午前１０時～午後３時

（３０分交替制、全１０回）
場芝生広場（雨天時はラボ体験工房
で実施）
定各１８人（申し込み順）
費大人３００円、４歳～小学生１００円

（３歳以下無料）
申１０月８日正午～１１月４日にイベン
トダイヤルまたはイベシスコード
２１１００８Ｂへ。
問観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８
【秋を楽しもう！四季彩の杜スタン
プラリー】
　同公園四季彩の杜の９か所を巡り
ます。すべてのスタンプを集めた方に
は、抽選で景品が当たります（数に限
り有り）。参加賞もあります。
日程１１月３０日㈫まで
問観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８

「ポケふた×町田市の魅力」をテーマにしたオンライン番組

「“ポケふた”のあるまち。まちだって
どんなまちだ？」を１０月１７日にライブ
配信します

問広報課☎☎７２４・２１０１

　世界中で愛されているポケモンが
描かれたマンホール蓋「ポケふた」と
そのポケふたが設置されている「町
田市」の魅力を紹介するオンライン
番組を、１０月１７日㈰にＹｏｕＴｕｂｅで
ライブ配信します。
　ポケモンや町田市にゆかりのある
ゲストが番組を盛り上げます。
　また、視聴後にアンケートに回答
いただいた方の中から抽選で「ポケ
ふた」グッズをプレゼントします。
　「新型コロナウイルス感染拡大が
収束したら、地域を越えてポケふた
巡りをしてほしい」という期待を込め
て、町田市から「ポケふた」のある地
域の魅力を発信します。
市HP ポケふた　　　　　　　 検索
ライブ配信日時１０月１７日㈰午後１
時配信開始（１時間を予定）
配信方法ＹｏｕＴｕｂｅ「町田市公式動画

チャンネル」アカウント（右
記二次元バーコード）でラ
イブ配信。
番組内容町田市をはじめとする全国
の「ポケふたのあるまち」をＶＴＲや写
真で紹介
※詳細は市ＨＰをご覧ください。

ⓒ２０２１Ｐｏｋéｍｏｎ．ⓒ１９９５-２０２１
Ｎｉｎｔｅｎｄｏ/Ｃｒｅａｔｕｒｅｓ Ｉｎｃ．/ＧＡＭＥ 
ＦＲＥＡＫ ｉｎｃ．
ポケットモンスター・ポケモン・Ｐ
ｏｋéｍｏｎ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。
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英語多読講演会
英語多読で楽しく学ぼう！
　辞書を引かずに、絵本などのやさ
しい英語を読むことで英語に親しん
でいく学習方法です。
日１１月３日㈷午後２時から場中央図
書館講（特）多言語多読理事・酒井邦
秀氏定５０人（申し込み順）申１０月７
日正午～２１日にイベントダイヤル
またはイベシスコード２１１００７Ｂへ
（申し込みは２人まで）。
問同館☎☎７２８・８２２０

さがまちｗｅｂ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）。Ｚｏｏｍによるオンライ
ン開催です。受講にはパソコン、タブ
レット等でＺｏｏｍミーティングが
できる環境（ウェブカメラ、マイク、
スピーカー等）が必要です。
●相続を争族にしないための基礎講
座～民法改正を踏まえて
日１０月２６日㈫午後１時３０分～３時
講不安の残らない相続の会代表・藤
本修氏定４０人（申し込み順）費１０００
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（さが
まちコンソーシアムＨＰで申し込み
も可）／連絡はメールで行います。
問同事務局☎☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎☎７２８・００７１

生涯学習センター
み ん な で し ゃ べ ろ う
　子育て中のママたちが運営しま
す。トークテーマに沿って、子育ての
悩み等を話しませんか。テーマ以外
の悩みや、パパの参加、保護者のみの
参加も歓迎です。
対市内在住の子育て中の保護者とそ
の子ども日①１０月１５日②１１月１２
日③１２月１７日、いずれも金曜日午
前１０時３０分～１１時３０分場同セン
ター６階保育室内子育て情報交換、
トークテーマ「①幼稚園・保育園選
び」「②トイレトレーニング」「③夫婦
関係」／トークテーマは変更する可
能性があります定各５組（申し込み
順）申各開催月の１日午前９時から電
話で同センター（☎☎７２８・００７１）へ。
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
●豪放磊

らい

落な民権家、石阪昌孝と鶴
川　天保１２（１８４１）年に野津田村で
生まれた石阪の行動から鶴川地域の
近代について、自由民権資料館学芸
担当が解説します。
日１０月２０日㈬午後１時３０分～２時
３０分場和光大学ポプリホール鶴川３
階多目的室定２５人（先着順）
問同センター☎☎７２８・００７１
まちだ市民大学ＨＡＴＳ
公 開 講 座
●まちだの福祉「あなたの隣のＬＧＢ
Ｔ」　共生社会のあり方を一緒に考

えてみませんか。
日１０月２９日㈮午後６時３０分～８時
３０分場町田市民フォーラム講（一
社）にじーず代表・遠藤まめた氏定
６０人（申し込み順）申１次受付＝１０
月１日正午～４日午後７時にイベシス
コード２１１００５Ｄへ／２次受付＝１０
月５日正午～２２日にイベントダイヤ
ルまたはイベシスへ。
●町田の歴史「疫病の近代、『清潔』の
近代～地域社会の動静から」
日１１月５日㈮午後２時～４時場町田
市民フォーラム／講座を録画し、オ
ンライン（Ｗｅｂｅｘ）でも配信します
（１１月５日〔予定〕）講和光大学非常勤
講師・杉山弘氏定来場＝４５人、オン
ライン＝３０人／申し込み順申来場
＝１０月５日正午～３１日にイベント
ダイヤルまたはイベシスコード
２１１００５Ｆへ。オンライン＝１０月５
日 ～１７日 に イ ベ シ ス コ ー ド
２１１００５Ｆへ。

◇
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１

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 民 体 力 テ ス ト
　タオル・室内シューズを持参し、運
動ができる服装でおいでください。
飲み物を持参する場合はふた付きの
容器に入れて持参してください。新
型コロナウイルス感染防止のため、
当日受付で健康状態を確認します。
日１０月９日㈯午前９時～午後２時３０
分（受け付けは午後１時３０分まで）場
市立総合体育館内健康測定会（体組
成測定・脳年齢測定）や親子でＲａｄｉｏ
体操、親子でニュースポーツ体験（ボ
ッチャ、ラダーゲッター等の予定）／
詳細は市ＨＰをご覧いただくか、市立
総合体育館（☎☎７２４・３４４０）へお問

い合わせください。
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

市 立 総 合 体 育 館
●からだリセットプログラム　月ご
とに内容が変わります。
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日毎週水曜日、午後１時～２時／
大会等により開催できない日程もあ
りますので、施設へお問い合わせく
ださい費大人３１０円、６５歳以上・障
がい者・小中学生１００円／別途公開
指導料として１００円が必
要
問同館☎☎７２４・３４４０

市 立 室 内 プ ー ル
●①幼児スクール②小学生スクール
対①４～６歳の未就学児（火・木曜日
はＡクラス、水曜日はＡ・Ｂクラス）②
小学生（火・木曜日はＡ～Ｃクラス、水
曜日はＡ・Ｂクラス）日１１月２日～１２
月２３日の火～木曜日、午後３時３０分
～７時４５分（Ａ～Ｃクラス各１時間）
定①各２０人②各４０人／抽選費火・
水コ－ス＝各５６００円（各全７回）、木
コース＝６４００円（全８回）申往復ハ
ガキに必要事項を明記し、１０月２１
日まで（必着）に同プールへ。
問同プール☎☎７９２・７７６１

鶴 間 公 園
●サーキットトレーニング
対１６歳以上の方日水曜日（偶数週）、
午前１１時３０分～午後０時１５分定各
１４人（申し込み順）費８８０円申電話
で同公園へ（同公園ＨＰで申
し込みも可）。
問同公園☎☎８５０・６６３０

情報コーナー情報コーナー
●（一社）東京バス協会～東京都シル
バーパス新規購入のご案内
　７０歳以上の都民の方は、都内を運
行している民営バス等を利用できる
「東京都シルバーパス（２０２２年９月
３０日まで有効）」を購入することが
できます（毎年９月に更新が必要）対
・費７０歳以上の都民の方（寝たきり
の方を除く）で、①住民税が課税で前
年の合計所得金額が１３５万円を超え
る方＝２万５１０円②住民税が非課税
または前年の合計所得金額が１３５万
円以下の方＝１０００円／②の合計所
得金額は、税法上の合計所得金額を
指します。不動産譲渡所得に係る特
別控除額（令和２年分）がある場合は
控除します申住所・氏名・生年月日を
確認できる書類と、②は所得が確認
できる書類（住民税課税非課税証明
書等）をお持ちのうえ、直接、神奈川
中央交通町田営業所・町田駅前サー

ビスセンター・町田ターミナルサー
ビスセンター等の都内シルバーパス
取扱窓口へ（必要書類に不足がある
場合は手続きできません）。特別控除
の適用がある場合は、必要書類が異
なる場合がありますので、お問い合
わせください問同協会シルバーパス
専用電話☎☎０３・５３０８・６９５０（受付
時間＝土・日曜日・祝休日を除く午前
９時～午後５時）
●コネクシオ（株）～総務省推進　利
用者向けデジタル活用支援推進事業
～デジ活！町田市スマホ講習会
　受講の際はご自身のスマートフォ
ンをお持ちください対スマートフォ
ンの基本的な操作、マイナンバーカ
ードの申請方法を学びたい方日１１
月～２０２２年１月の木曜日（１１月４日、
１２月３０日、１月６日を除く）、午前１０
時～午後４時場生涯学習センター申
１０月２９日までに電話でコネクシオ
（株）予約専用番号（☎☎０９０・７８８９・
３８３５）へ

　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

石阪昌孝生誕１８０年・自由民権１４０年・開館３５周年記念～自由民権資料館特別展

石阪昌孝－豪放磊
らい

落な民権家の生涯
問自由民権資料館☎☎7３4・4508

　本年は、石阪昌孝の生誕１８０年
であるとともに、自由民権運動最
高潮の年とされる１８８１（明治１４）
年から１４０年、自由民権資料館開
館３５周年にあたります。この機会
に、幕末から明治期の地域社会の
状況や自由民権運動の展開を踏ま
えながら、地域指
導者で、市域を代
表する民権家で
ある石阪昌孝の
人生を振り返り
ます。
会期１０月９日㈯～１１月２８日㈰
休館日月曜日（祝休日の場合は開
館し、翌日休館）
※展示準備のため１０月４日㈪～８
日㈮まで臨時休館します。
開館時間午前９時～午後４時３０分
場自由民権資料館企画展示室
関連イベント─────────
【記念講演会「石阪昌孝の思想─幕
末から民権期までの軌跡を意味づ
ける」】
日１０月１７日㈰午後２時から
場中央図書館
講町田市文化財保護審議会委員・
鶴巻孝雄氏
定５０人（申し込み順）
申１次受付＝１０月１日正午～５日
午 後７時 に イ ベ シ ス コ ー ド
２１１００６Ａへ。２次受付＝１０月６日
正午～１４日にイベントダイヤル
またはイベシスへ。

【石阪昌孝ゆかりの地巡見ツアー】
　自由民権資料館の学芸員が解説
します。
①野津田コース
日１０月２４日㈰午前９時３０分～午
後０時３０分、集合は自由民権資料館
定２０人（申し込み順）
費１００円（保険・資料代）
コース野津田神社～ぼたん園～華
厳院等
申１０月６日正午～２１日にイベン
トダイヤルまたはイベシスコード
２１１００６Ｂへ。
②原町田コース
日１１月３日㈷午前９時３０分～午後
０時３０分、集合はまほろデッキ(JＲ
横浜線町田駅北口)
定２０人（申し込み順）
費１００円(保険・資料代)
コース浄運寺～勝楽寺～町田天満
宮～青柳寺等
申１０月６日正午～１１月１日にイベ
ントダイヤルまたはイベシスコー
ド２１１００６Ｂへ。
③八王子コース
日１１月２３日㈷午前９時３０分～午
後０時３０分、集合は八王子駅南口
(改札を出て左)
定２０人（申し込み順）
費１００円(保険・資料代)
コース八王子駅～小野路街道～長
心寺～本立寺～富士森公園等
申１０月６日正午～１１月１９日にイ
ベントダイヤルまたはイベシスコ
ード２１１００６Ｂへ。

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
秋号を発行しました。
配布場所等の詳細は
こちら▶
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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）

「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

10月
1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

2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

3日㈰

午前9時～午後5時 内科

鹿島内科クリニック（金森東1-25-29）☎☎710・1800

原町田さわだ内科・泌尿器科（原町田６-29-3）☎☎851・7818

南多摩クリニック整形外科・内科・リハ
ビリテーション科（木曽西3-20-６） ☎☎793・777６

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
町田病院（木曽東4-21-43） ☎☎789・0502

町田市民病院（旭町2-15-41） ☎☎722・2230

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

かどわきクリニック（つくし野4-9-8） ☎☎799・2202

フォレスト呼吸器内科クリニック町田（原町田６-28-15） ☎☎710・4100

増子クリニック（能ヶ谷7-11-5） ☎☎735・1499

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

11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

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

15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

1６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

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

17日㈰

午前9時～午後5時
内科

たけいち内科クリニック（小川1-14-1）☎☎850・６555

薬師台おはなぽっぽクリニック（薬師台1-25-12）☎☎737・7373

金子内科クリニック（根岸2-1-14） ☎☎792・3010

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
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

18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

19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

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

21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

22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

23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

24日㈰

午前9時～午後5時 内科

平野クリニック（西成瀬3-18-1） ☎☎732・1321

はやし内科クリニック（真光寺2-37-11）☎☎73６・5501

川村クリニック（本町田2943-1） ☎☎724・7727

午前9時～翌朝9時

内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47） ☎☎795・1６６8

外科系
あけぼの病院（中町1-23-3） ☎☎728・1111

おか脳神経外科（根岸町1009-4） ☎☎798・7337

25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

2６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

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

28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

29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

30日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43） ☎☎789・0502

31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

木下内科胃腸科（高ヶ坂3-7-11） ☎☎728・5884

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 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

南町田病院（鶴間4-4-1） ☎☎799・６1６1

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HPの「休日診
療」のページをご覧ください。

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。

急病急病ののときはときは
保存版　10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

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。

広　　告

今
号
の
広
報
紙
は
、１０
万
２
８
７
６
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
）。


