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今号の紙面から

者さんに
お医

今号は衆議院議員選挙実施に伴い10月
31日の新聞に折り込まれています

● 3面

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました！

感染症予防のための

基 礎 知識

町田市医師会で理事を務める渡邉智子先生に、新型コロナウイ

ルス感染症と、これから流行の季節を迎えるインフルエンザの関
係について知っておきたい情報を教えていただきました。

かかりつけ医からのアドバイスや市からの情報など、事前に知

っておくといざという時の安心につながるかもしれません。

問保健予防課☎
☎725・5422

?Q

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチン
両方接種できますか
ばつ

同時接種は× 。接種間隔はお互いに２週間あける

市で接種しているファイザー社製の新型コロナワクチンは３週間以上あ
けて２回接種が必要ですから、まずこちらを終わらせて、インフルエンザワ
クチンを接種する方が良いと思います。インフルエンザワクチンの効果は
４～５か月と言われています。

Q?

り

かん

新型コロナウイルス感染症に罹 患 した方が
新型コロナワクチン接種を希望する場合の注意点は

治療状況によって異なる
まず治療を受けた病院に相談し、判断を仰ぎましょう。私は患者さんに
「抗体カクテル療法を受けた場合は、90日以上待ってから」接種するようア
ドバイスします。

?Q

それぞれの症状の特徴
初期の症状に大きな差はない
▶インフルエンザ
… 急激に発熱することや風邪症状は遅れて出てくることが多
く、潜伏期間が短いので家庭内では１～２日以内にどんどん広が
る傾向があります。私の診療経験からいうと、インフルエンザは
２～３日目に一度少し熱が下がり再上昇し、ほぼ５日以内に解熱
するケースが多いです。また治療薬を使用すると、３日以内に解
熱するケースが多くみられます。
▶新型コロナウイルス感染症
…症状が多彩なので、症状からの診断は難しいです。発症日の２
日前から感染性があると言われています。
予防策は同じです。市ＨＰ（右記二次元バーコード）
に詳細を掲載しています

インフルエンザと新型コロナウイルス感染症
同時に感染することはありますか

基本的には同時に２種類発症することはまれ
抗原検査で陽性判定が出ても全員が感染症を発症しているわけではあり
ません。ウイルスが存在しているだけで、発症していないこともあります。
同時に感染を起こしても、発症は順番待ちをしてずれることが多いです。

智子先生が高齢者向けに予防接種の疑問を
“町プロ” 動画で分かりやすく解説！
町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクト推進協
議会HPで公開しています。 問高齢者福祉課☎
☎724・2140

コロナ関連

ヨコモジ用語 を智子先生が分かりやすく 解 説
●ブースター接種

●抗体カクテル療法

“ブースター”とは後押しする人・機能を増強する

“カクテル”とはベースとなるお酒に

機械などの意味を示します。一度得られた免疫に対

他のアルコールやジュースなどを混ぜて

してウイルスが体内に入ることで、感染症に至らず

作る飲み物のことです。新型コロナウイ

に、免疫効果だけが強くなることを「ブースター効

ルスに対する中和作用を持つ２種類の抗

果」
と呼びます。

体を組み合わせて投与するため、
「抗体カ

ワクチンを接種して、体内に免疫効果が得られま

クテル療法」と呼ばれます。感染早期に

すが、
良い状態が長期的に続くわけではありません。

投与することで、ウイルスの細胞内への

その免疫効果を強くするために追加のワクチン接種

侵入を防ぎ、ウイルス増殖を抑制すると

（３回目接種）を行うことを「ブースター接種」と呼び

言われています。つまり重症化を防ぎま

ます。
人口と世帯（外国人含む）

す。

●ブレイクスルー感染
“ブレイクスルー”とは困難や障壁（ここでは
防御）を突破するという意味です。そこから、新
型コロナワクチン接種完了後に感染することを
このように呼びます。そもそもワクチンの効果
は100%ではないこと、体内での抗体作成には
個人差があること、抗体量が時間経過で減少す
ること、体内にはさまざまな免疫機能があり、そ
のどこかで弱い部分があると抗体がしっかり作
用しないことなどが考えられます。しかし、数値
で測る事ができない「免疫記憶」が人間には備わ
っているため、抗体量が少なかったり、減少した
りしても、ワクチンを接種した人は重症化や死
亡を防ぐことができると言われています。

（前月より64 人減）／ 世帯 ： 202,737 世帯（前月より75 世帯増）
人口 ： 430,607 人（ 男：210,547人・女：220,060人）

2021年10月1日現在
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新型コロナウイルス感染症

ワクチンで

重 症化 を 防ぐ

接種対象人口

市民の皆さんの78％が２回目の
接種を完了しました

【12歳以上】

38万9202 人
※2021年１月１日現在の
住民基本台帳に基づく人数

市では、
1回目・2回目ともに希望者全員が接種を受けられる体制を整えています。
接種を希望する方はお早めに予約をお願いします。なお、11月から接種会場を縮小
し、
会場は生涯学習センター（集団接種会場）と各地域の病院・診療所（個別接種会場）
になります。
接種に関する詳細は市HPをご覧ください。
※接種者数は、職域接種で接種を行った方、国や東京都が運営する大規模接種会場で接種を行った
方も含めた、ワクチン接種記録システム（VRS）
のデータを参考に算出しています

1 回目接種済み

2 回目接種済み

(83%)

(78%)

約32万4000 人 約30万4000 人

問 新型コロナワクチン接種相談コールセンター ☎732・3563

10月２５日午前０時現在の速報値

市内在住の４人家族で、家族全員が感染したA

感染した方の

さんから、当時の状況を伺いました。

体験談

ワクチン接種の大切さを実感

家族構成／夫
（Aさん）
・妻50歳代、
子２0歳代、
子１0歳代
基礎疾患／全員無し
ワクチン接種状況／夫のみ２回接種済み、他の同居家
族は未接種

※写真はイメージです

●感染経路について

●２回接種しても感染しないとは限らない

初めに20代の子どもが熱を出して、
かかりつけ医を受診し新型コロ

こまめな手指消毒や外出時のマスク着用など、日頃から気を付けてい

ナウイルス感染症の陽性と判定されました。
その４日後に10代の子ども
が、
さらにその３日後に私と妻が陽性と判定されました。最初の子ども
の感染経路は不明です。
日頃から外出時、ソーシャルディスタンスをと
り、
マスクの着用、
手洗い、
うがいなど常に感染予防をしていました。

●症状について
私は、２回ワクチン接種をしていることもあり、喉の痛みを感じる程
度の症状でしたが、私以外の家族は、高熱や息苦しさが１週間以上続
き、
味覚・嗅覚障がいなどの症状がありました。

●後遺症について

ましたが、家庭内感染を防ぐのは難しいと思いました。ただ私自身の体験
からいうとワクチンを打っていたため、症状は軽く済んだので、接種して
いてよかったと思います。

●これからワクチンを打つ方へのメッセージ
新型コロナウイルス感染症と診断された時、気づかないうちに高齢の
親や周囲の人にうつしていないか不安になりました。職場の理解はあり
ましたが、2週間程度の自宅療養となり、申し訳ない気持ちになりまし
た。ワクチン接種は自分を守るだけでなく、自分の大切な人も守ることに
つながると思いますので、接種をおすすめします。

10代の子どもは、感染してから１か月以上経っても嗅覚障がいが残
っています。

り

かん

罹患してしまった罪悪感や周りを気にすることで不

味覚や嗅覚の障がいは、長くても６か月で改
善してくるので心配しないで待ちましょう。
心配な場合は主治医や保健所に相談するのも
よいでしょう。

３回目の接種について
市では、３回目の接種がスムーズに行えるよう接種会場や医療従
事者の確保等を進めています。現在のところ開始時期は未定ですが、
詳細が決まり次第、市HPや本紙等でお知らせする予定です。

家庭内での感染症予防

▶帰宅時や調理前、食事前などこまめに手洗いをする
▶室内の定期的な換気、空気の加湿、温度調整を図る
▶せきエチケットを心掛ける
▶体調不良時は早く寝て、早めに受診する
▶共用部や複数の人の手に触れる箇所（ドアノブ、リモコン、
電気のスイッチなど）の消毒を行う

安が強くなりすぎると、多彩な症状が出てくること
が多いようです。精神的な落ち込みが自律神経に影
響して後遺症が長引いてしまう場合もあります。罹
患しても罪悪感を持つ必要はありませんよ。

智 子 先 生 か ら の ア ドバ イ

ス

新型コロナワクチン3回目の
接種の必要性について
ブースター接種（効果）で述べたとおり、３回目の接種を
受けることで重症化を防ぐことができます。
接種回数を重ねるごとに副反応が強く出ている方が多い
ため、3回目は更に強くなるのではと心配をされる方もい
ると思います。海外の3回目接種を実施している国の論文
等によれば、３回目は少し接種の間が空いていて抗体が下
がり気味になっているところに接種するので、2回目と同

今も未来も大切に

町 田 市 の ＳＤ Ｇｓ

等、もしくはそれより少ない副反応が想定されるので過度
に心配する必要はないと思います。

市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

しん ちょく

○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。

健康案内

胸 部 エ ッ ク ス 線 健 診
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
で、健診受診希望日の前後１年間、胸
部エックス線検査を受ける機会のな
い方日１２月１日㈬午前１０時～１１時
場町田市保健所（中町庁舎）定２０人
（申し込み順）申１１月２４日までにイ
ベントダイヤルへ。
問保健予防課☎
☎７２４・４２３９

お知らせ

申請を受け付けています

ま

町田市子ども・子育て会議

募

委

ち

だ

３

Ｒ

賞

ごみの減量やリサイクル・分別等
に積極的・組織的に取り組んでいる
事業所を、市の一般廃棄物の減量に
寄与したものとして表彰します。表
彰された事業所は、市ＨＰ等で紹介し
ます。
対市内の事業所（行政機関や少量排

募 集
公

員

市では、
子ども・子育て支援に関す

みんなで描くまちだの未来

Vol.18

わたしたちにできること

問環境政策課☎
☎７２４・４３８６

安になります。でも、たとえその行
動自体の効果はほんの少しであっ
たとしても、そうした行動を選ぶ
という私たちの意思表示は、やが
て経済や社会の仕組みにまで影響
していくでしょう。
市では、
「第３次町田市環境マス
タープラン」
（２０２２年度～２０３１
年度）の策定に当たり、９月１５日～
１０月１４日の期間でパブリックコ
メントを実施しました。ご意見を
お寄せいただいた市民の皆さん、
ありがとうございました。
もうすぐ完成する新しい計画と
ともに、よりよい未来の環境を次
の世代に引き継ぐため、町田市と
一緒に取り組んでいただければ幸
いです。

日々のニュースでは、地球温暖
化やプラスチックごみなど、環境
に関する話題がよく取り上げられ
ているのを目にします。そうした
中、環境問題を自分ごととして捉
えて行動し始めている方も多いの
ではないでしょうか。マイボトル
を持ち歩いたり、自宅の屋根に太
陽光パネルを設置したり、環境に
配慮した製品を選んだり、さまざ
まなことに取り組んでいる方がい
ると思います。
では、
一つ一つの行動で、どのく
らいの二酸化炭素が減るのでしょ
うか。どのくらいのプラスチック
ごみが減るのでしょうか。
「本当に
これで、地球温暖化などの問題は
解決するのかな…」と、ちょっと不
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

公開している会議
会議名
町田市教育委員会定例
会
町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

日 時
１１月５日㈮午
前１０時から
１１月８日 ㈪ 午
前１０時～正午
１１月１２日㈮午
町田市立図書館協議会
後２時～４時
１１月１５日㈪午
町田市都市計画審議会
後３時から

番号間違いにご注意ください

る取り組みを推進するため、
「町田市
出事業者を除く）申請方法申請書（市
子ども・子育て会議」で計画策定や実
ＨＰでダウンロード）に必要事項を記
施状況の評価、進 捗 確認などを行っ
入し、１２月２８日までにメールで３Ｒ
推進課（墳ｍｃｉｔｙ３７６０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉ
ています。会議には、行政だけでな
ｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
く、実際に子育て中の保護者の方に
問３Ｒ推進課☎
も参加していただき、当事者のさま
☎７９７・７１１１
ざまな意見をいただいています。
募集します
２０２２年３月３１日の第４期委員の任
技能功労者・永年勤続従業員の表彰者
期満了に伴い、新たに委員を公募し
ます。
市と町田商工会議所では、技能功
対次のすべての条件を満たす方 ①
労者と永年勤続従業員を表彰してい
市内在住の、２０２２年４月１日時点で
ます。
２０歳以上である②２０２２年４月１日
○①技能功労者の推薦基準
時点で１８歳以下の子どもの保護者
対主として、市内で技能的職業に従
である③子育て支援に理解と関心が
事し、市内に引き続き５年以上居住
ある④任期期間中の会議に出席でき
しており、経験年数２５年以上、年齢
る⑤他の町田市の附属機関等（会議） が５０歳（２０２１年１０月１日現在）以上
の委員となっていない任期２０２２年
で、優れた技能を持ち、徳行が著し
４月１日～２０２４年３月３１日（２年）定
く、後進の模範となっている方／過
３人以内（保育有り、１歳６か月から）
去に同一の表彰を受けた方は対象外
報酬１回の会議出席につき１万円（税
です。
込み）選考１次＝書類、２次＝面接申
○②永年勤続従業員の推薦基準
応募用紙（子ども総務課〔市庁舎２
対市内の同一の中小企業に勤務し、
階〕で配布、市ＨＰでダウンロードも
勤続年数が、１０年以上、２０年以上、
可）に記入のうえ、作文（テーマ＝行
３０年以上（いずれも２０２１年４月１日
政が行う子育てサービスについてあ
現在）の方／過去に同一年の表彰を
なたが考える一番重要なこと及び課
受けた方は対象外です。
題や解決策について、１０００字程度）
◇
と併せて、１１月３０日まで（必着）に、 申各推薦基準を参照のうえ、推薦書
直接または郵送で子ども総務課へ。 （両提出場所に有り、市ＨＰでダウン
問子ども総務課☎
ロードも可）を１１月３０日まで（消印
☎７２４・２８７６

記事内の表記について

第 ５ 期

返０４２・７２４・５６００

誰もがホッと
できるまち

傍聴のご案内

会 場
定 員
申し込み
市 庁 舎１０階 会
直接会場へ問教育総務
☎７２４・２１７２
議室１０－２～５
課☎
市 庁 舎２階 会
３人
事前に電話で市政情報
（申し込み順）課（☎
☎７２４・８４０７）
へ
議室２－２
町田市民文学館
５人
事前に電話で中央図書
☎７２８・８２２０）
へ
２階大会議室 （申し込み順）館（☎
市庁舎３階第１
３人
事前に電話で都市政策
（申し込み順）課（☎
☎７２４・４２４７）
へ
委員会室

2021．11．1

3

有効）に、①直接または郵送で産業政
策課（市庁舎９階）へ②ＦＡＸで町田商
工会議所（返７２９・２７４７）へ。
問産業政策課☎
☎７２４・２１２９、同会議
所☎
☎７２２・５９５７
音訳版・点訳版・ＳＰコード版を配
布しています

障がい者サービスガイドブック
障がい福祉に関する各サービスや
情報などを掲載している「障がい者
サービスガイドブック」
の音訳版・点
訳版・ＳＰコード版を配布しています。
ご希望の方は、障がい福祉課
（市庁舎
１階）
へおいでください。また、
郵送を
希望する方はご連絡ください。
問障がい福祉課☎
☎７２４・２１４７返０５０
・３１０１・１６５３
Ｊアラート（全国瞬時警報システム）
の訓練放送

緊 急 地 震 速 報 訓 練
推定震度５弱以上の地震の際に発
信する緊急地震速報を、町田市防災
行政無線屋外拡声スピーカーで市内
全域に放送する訓練です。なお、災害
等の発生により、予告なく中止とな
る場合があります。
日１１月５日㈮午前１０時ごろ
問防災課☎
☎７２４・３２１８

マイナンバーカードが健康保険証として
利用できるようになりました！

問保険年金課 国民健康保険の被保険者証について＝☎
☎７２４・２１２４、
国民健康保険の限度額適用認定証について＝☎
☎７２４・２１３０、特定健診
について＝☎
☎７２４・４０２７、後期高齢者医療保険の被保険者証・限度額
適用認定証について＝☎
☎７２４・２１４４
１０月２０日から、専用の端末を わせください。
設置した一部の医療機関や薬局等 【今後はさらに、次のような機能が
で、マイナンバーカードが健康保 追加され、ますます便利になる予
険証として利用できるようになり 定です】
○事前の手続き無しで限度額以上
ました。
受診する医療機関・薬局等がマ の医療費の支払いが不要に
イナンバーカードの健康保険証利 ○処方された薬剤情報や過去の特
用に対応しているか確認のうえ、 定健診情報がマイナポータルから
閲覧可能に
受診をお願いします。
○マイナポータルで医療費の情報
【ご注意ください】
○マイナンバーカードの健康保険 の確認が可能に
証利用には事前登録が必要です。 ※マイナンバーカード・個人番号
マイナポータルまたはセブン銀行 通知書・通知カードに関すること
や、その他マイナンバー制度に関
ＡＴＭで登録が可能です。
○既存の健康保険証は、マイナン することは、マイナンバー総合フ
バーカードの有無にかかわらず、 リ ー ダ イ ヤ ル（ 錆０１２０・９５・
引き続き利用できます。処分しな ０１７８）へお問い合わせください。
いでください。
○専用の端末を設置していない医
マイナポータル
療機関や薬局等では、引き続き健
での健康保険証
利用の事前登録
康保険証の提示が必要です。詳細
はこちらから▶
は各医療機関・薬局等へお問い合

粗大ごみ処理券（シール）のデザインが変わります

問３Ｒ推進課☎
☎７９７・７１１１

１１月中旬ごろから、町田市の粗
大ごみ処理券のデザインが変わり
ます。
販売店ごとに新デザインへの入
れ替え時期が異なるため、旧デザ
インのまま販売している店舗もあ
ります。すでにお手元にある旧デ
ザインの粗大ごみ処理券も含め、
新旧どちらのデザインでもご使用
いただけます。なお、処理券の価格
は変わりません。

粗大ごみの収集は事前に予約を
したうえで、町田市の粗大ごみ処
理券を購入してください。

粗大ごみ処理券（新デザイン）
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凡例

お知らせ

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

ードも可）。
問資産税課☎
☎７２４・２１１８

町田市消防団が

火災予防広報を実施します
秋の火災予防運動期間中に市内全
域で消防車両による巡視広報を行
い、火の取り扱いへの注意を呼び掛
けます。ご理解ご協力をお願いしま
す。
日１１月１３日㈯午後８時～９時
○消防団員募集中
共に地域を守る消防団員を募集し
ています。詳細はお問い合わせくだ
さい。
◇
問防災課☎
☎７２４・３２５４

開発許可等審査基準の改定について
開発許可等の審査基準の改定を予
定しています。改定基準は２０２２年４
月から施行予定です。
対今後、開発行為・宅地造成・建築行
為等を予定している方／
詳細は市ＨＰ（右記二次元
バーコード）をご覧くだ
さい。
問建築開発審査課☎
☎７２４・４３９５

住宅改修に伴う固定資産税（家屋）の減額制度
１戸当たり５０万円を超える住宅の
耐震改修工事、自己負担額が５０万円
を超えるバリアフリー工事または省
エネ改修工事を行った場合、改修工
事が終了した年の翌年度分の固定資
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、納税通知書または市ＨＰ
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（市ＨＰでダウンロ

シニア

民 生 委 員 が 高 齢 の 方 の
ご 自 宅 を 訪 問 し ま す
市では、地域で見守り、支え合う活
動を推進しています。今年度も、民生
委員が６月１日現在７５歳以上の方が
いる世帯を訪問しています。お住ま
いの地区により訪問の時期は異なり
ます。また、訪問時の対面を控え、各
種相談先のご案内や交通安全・防犯
のチラシを自宅ポストへ投函しま
す。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４１

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１１
月１６日㈫、１２月１５日㈬、午後１時～
３時参加方法ＺｏｏｍでミーティングＩ
Ｄ（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。受講終了後に、認知症サポー
ターカードを交付します。
対市内在住、在勤、在学の方日１１月
２４日㈬午後２時～３時３０分場わくわ

認定農業者、認定新規就農者認定書授与式を行いました

問農業振興課☎
☎７２４・２１６６

認定農業者、認定新規就農者への 定農業者２人と新規就農者１人に、認
認定書授与式を、１０月２５日に市庁 定書が手渡されました。
舎で行いました。
認定農業者制度は、市内の農家の
中で特に意欲をもって経営の改善・
発展に取り組む方を、市が支援する
制度です。今回は新規２人、更新９人、
合計１１人の方を認定しました。
認定新規就農者とは、新たに農業
を営もうとする方を、市が支援する
制度です。今回は１人の方を認定し
ました。
授与式では、新たに認定された認
１１月１２日～２５日は

「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

問男女平等推進センター☎
☎７２３・２９０８

「女性に対する暴力をなくす運
動」
期間は、
女性に対する暴力の根
絶を呼び掛けることを目的に毎年
実施しています。
配偶者等からの暴力、性犯罪、売
買春、セクシュアル・ハラスメン
ト、ストーカー行為などの女性に
対する暴力は、女性の人権を著し
く侵害し、決して許されるもので
はありません。
同センターでは、電話による女
性悩みごと相談を実施しています。

【市庁舎をパープルにライトアッ
プします】
女性に対する暴力根絶のシンボ
ルマークであるパープルリボンに
ちなんで、市庁舎をパープルにラ
イトアップします。
女性に対するあらゆる暴力の根
絶を広く呼び掛けるとともに、被
害者に対して「ひとりで悩まず、ま
ずは相談してください」というメ
ッセージが込められています。
日１１月１７日、２４日、いずれも水曜
日午後６時３０分～９時

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

市HP 町田市ホームページ

くプラザ町田定３０人（申し込み順）
申１１月２日正午～１９日にイベント
ダイヤルまたはイベシスコード
２１１１０２Ａへ。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４０

子ども・子育て

ご協力ください

全国ひとり親世帯等調査
国が全国のひとり親世帯等の生活
実態を把握し、福祉対策の充実を図
るための基礎資料を得るため、５年
に１度行う調査です。実施に当たり、
対象となった世帯を調査員が訪問し
ます。調査票に記載された内容につ
いては、統計以外の目的に使用され
ることは決してありません。
対母子世帯、父子世帯、父母のいない
児童がいる世帯調査期間１１月１日㈪
～１５日㈪
問子ども家庭支援センター☎
☎７２４・
４４１９

ひとり親家庭等への医療費助成制度
ひとり親家庭またはそれに準ずる
家庭に対して、医療費を助成します。
下記の手続きは、いずれも各市民セ
ンター等では受け付けできません。
○該当する方は申請を
対１８歳に達する日の年度末までの
間にある児童（一定の障がいがある
場合は２０歳未満）を現に扶養してい
る、次のいずれかに該当する方 ①
ひとり親家庭の父または母②父また
は母が配偶者からの暴力（ＤＶ）で裁
判所からの保護命令が出された家庭
③父または母に一定の障がいがある
家庭④父または母が１年以上拘禁、
または児童の養育義務を放棄してい
る家庭⑤両親がいない児童を養育し
ている養育者助成の範囲医療機関で
支払う保険診療の自己負担分（住民
税が課税されている世帯は一部負担
金有り）／申請者及びその扶養義務
者（同居の父・母など）の所得制限が

問 問い合わせ

あります。所得限度額や申請に必要
な書類など詳細はお問い合わせくだ
さい。
○現況届（更新手続き）について
令和３年度の児童扶養手当現況届
を提出済みの方については、ひとり
親家庭等医療費助成制度の現況届を
省略できます。なお、公的年金受給等
の理由で児童扶養手当を受給してい
ない方や児童扶養手当現況届が未提
出の方には、１０月末に現況届の用紙
を送付しました。１１月１５日までに
同封の返信用封筒で子ども総務課へ
郵送してください。新型コロナウイ
ルス感染防止のため、原則郵送での
提出をお願いします。
○申請事項が変わった際は
住所・お使いの健康保険証・同居の
方の異動等、子ども総務課に届け出
た内容に変更があった場合は、必ず
変更届の提出をお願いします。
問子ども総務課☎
☎７２４・２１４３

年

末

保

育

対市内在住または市内認可保育園・
認定こども園（２号認定・３号認定）に
在籍する１２月１日時点で満６か月以
上の未就学児の保護者で就労のため
保育が必要な方日１２月２９日㈬、３０
日㈭、午前７時〜午後７時の間で保護
者の方の就労時間（通勤時間を含む）
場町田保育園費午前８時３０分〜午後
５時の間は３０分につき２５０円、午前
７時〜８時３０分、午後５時〜７時は３０
分につき３００円申申請書・年末勤務
証明書・保育カードを１２月１０日午
後５時まで（必着）に、直接または郵
送で町田保育園（〒１９４－００１３、原
町田６－２６－１５、☎７２２・２６７９、受
付時間＝月～金曜日の午前８時３０分
〜午後５時）へ／申請書等は１１月１
日～１２月１０日に、まちだ子育てサ
イトでダウンロードできます。また、
子育て推進課（市庁舎２階）でも配布
します。
問子育て推進課☎
☎７２４・４４６８

ご意見ありがとうございました

パブリックコメント公表

町田市住みよい街づくり条例の改正（案）
☎724・4267

問地区街づくり課☎
「町田市住みよい街づくり条例」の改正に当たり、皆さんのご意見を募集
しました。いただいたご意見は、条例改正の参考にさせていただきます。
○募集期間 9月15日～10月14日
○応募者数 ２３人
○意見件数 ５１件
○意見概要 市HPで公表するほか、次の窓口でも資料を配布します。地区
街づくり課（市庁舎8階）、市政情報課・広聴課（市庁舎1階）、男女平等推進セ
ンター（町田市民フォーラム3階）、生涯学習センター、各市民センター、各
連絡所、各市立図書館、町田市民文学館

１１月は児童虐待防止推進月間です
【児童虐待防止を啓発する展示を
行います】
日１１月１日㈪～５日㈮、午前８時
３０分～午後５時（１１月３日を除く）
場みんなの広場（市庁舎１階）
内児童虐待防止に関するパネル展
示、養育家庭（里親）制度の紹介（相
談ブースは午前１０時～午後４時
３０分）、オレンジリボン・ツリーの

展示等
【市庁舎をオレンジリボンの色に
ライトアップします】
児童虐待防止のシンボルである
オレンジリボンにちなんでライト
アップします。オレンジは子ども
の明るい未来を表します。
日１１月３日㈷午後６時３０分～９時

「虐待かも」と思ったら、すぐにお電話ください。

相談先電話番号子ども家庭支援センター☎
☎７２４・４４１９、児童相談所全
国共通ダイヤル☎
☎１ ８９
（年中無休、２４時間受け付け）
いちはや く

町田市ホームページ URL 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
親子で巡る

南 多 摩３市 ス カ イ バ ス ツ ア ー
稲城・多摩市と連携した観光事業
の一環として、各市を２階建てのオ
ープンバスに乗って巡る、日帰りバ
スツアーを実施します。町田リス園、
町田薬師池公園四季彩の杜西園、聖
蹟桜ヶ丘周辺を巡った後、稲城長峰
ヴェルディフィールドでスポーツ体
験教室を行います。詳細は市ＨＰをご
覧ください。
対町田・稲城・多摩市在住、在勤、在学
の親子日１２月４日㈯午前１０時～午
後５時ごろ、集合は町田ツーリスト
ギャラリー、解散は京王相模原線京
王よみうりランド駅定２０人（抽選）
費大人３０００円、小学生以下２０００円
／参加確定後、事前支払いとなりま
す申
「日帰りバスツアー」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・性別を明記し、１１月１５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「日帰りバスツアー係」
（返０４２・
５２１・５５５８墳ｍｉｎａｍｉｔａｍａ＠ｊｔｂ．ｃ
ｏｍ）
へ。
問観光まちづくり課☎
☎７２４・２１２８、
ＪＴＢ東 京 多 摩 支 店 ☎ ０４２・５２１・
５５５０

日正午～１２月１日にイベシスコード
２１１１０１Ａへ。
問保健予防課☎
☎７２２・７９９６
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１１月９日、１６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１１月
２１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１１月２日午前９時か
ら 電 話 で 同 セ ン タ ー（ ☎ ７ ２ ８・
００７１）へ。

大 地 沢 青 少 年 セ ン タ ー

●①親子でハイキング＆リース作り
日１１月２１日㈰午前１０時～午後３時
内草戸山で軽いハイキング、クリス
オンライン離乳食講習会（初期）
マスリース作り定２０人（申し込み
順）
費１人２００円、リース代５２０円（１
栄養士による離乳食開始について
個作成当たり）
の講話です。会場で開催している離
●②森林体験塾Ⅰ
乳食講習会
（初期）
と同じ内容です。
日１１月２３日㈷午前１０時～午後３時
なお、
チャット機能を活用します。オ
内山林整備や木工作を通し里山暮ら
ンラインでの受講が難しい方は、会
しを学ぶ講大戸源流森の会定２０人
場開催にご参加ください。会場開催
（申し込み順）費１人４００円
と重複しての受講はできません。
●③親子陶芸教室 お皿やマグカッ
対４～６か月児の保護者で、オンライ
プを作りませんか。
ン（Ｗｅｂｅｘ）での受講が可能な方日
日・内１２月５日㈰＝粘土を成形、
１２月１３日㈪午前１０時３０分～１１時
２０２２年１月１６日㈰＝絵付け、午前
３０分定３０人（申し込み順）申１１月１
１１月１１日～１７日は

子ども創造キャンパスひなた村

星

空

シ

ア

タ

ー

小学生以下は保護者同伴でおいで
ください。
日１１月２０日㈯午後４時～６時（雨天
中止）内たき火にあたりながら１６ミ
リフィルム映画を楽しむ野外上映会
定２０人（申し込み順）申１１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

催し・講座

暮らしの手続き出張無料相談会
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、
宅地建物取引士が秘密厳守で相談に
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１１月２８日
㈰午後１時～４時（受け付けは午後０
時５０分～３時３０分）場なるせ駅前市
民センター４階ホール
問広聴課☎
☎７２４・２１０２

普

通

救

命

講

習

会

対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）日１２月１１日㈯
午後１時～４時場健康福祉会館内心
肺蘇生法、ＡＥＤの使用方法、窒息の
手当て、止血の方法等／救命技能認
定証を発行します定２０人（申し込み
順）費１５００円（教材費、後日振り込
みで支払い）申１１月２日正午～１２日
にイベントダイヤルまたはイベシス
コード２１１１０２Ｃへ。
問保健総務課☎
☎７２４・４２４１
オンラインで開催します

ア ク テ ィ ブ 福 祉 ｉ ｎ 町 田’２１
町田市の医療・介護・福祉に携わる
施設職員や地域団体、学生の取り組
みや研究を発表・共有し、市民の皆さ
んにも理解を深めていただくイベン
トです。１１月１１日㈭から町田市介護
人材開発センターＨＰ（右
記二次元バーコード）で
動画配信等を行います。
内町田市長賞等の受賞発表動画の配
信、市民の皆さんから募集した介護
川柳の優秀作品の掲載／詳細は、同
センター（☎
☎８６０・６０７１、受付時間
＝祝休日を除く月～金曜日の午前９
時～午後５時）へお問い合わせくだ
さい。
問いきいき総務課☎
☎７２４・２９１６

１１月１４日は世界糖尿病デー

税を考える週間

問市民税課☎
☎７２４・３０６７

「税を考える週間」は、皆さんに租 関する絵葉書」や、中学生が書いた
税の意義や役割、税務行政に対する 「税についての作文」
「税の標語」を展
知識と理解を深めていただくことを 示します。
目的に毎年実施しています。
日１２月２日㈭～８日㈬、午前９時～午
後８時
関連イベント
場町田市民フォーラム３階
問
（公社）
町田法人会☎
☎７２６・２４５３
【市内小学生による税の書道展】
市内の小学６年生が書いた「税に 【税理士による個別無料相談会】
税の専門家である税理士がご相談
関する書」
を展示します。
日①１１月１１日㈭～１７日㈬（１３日、 にお答えします。新型コロナウイル
１４日を除く）②１１月２２日㈪～２６日 ス感染防止のため、１組（２人以内）当
㈮
（２３日を除く）
、午前８時３０分～午 たりの相談時間は５０分です。
日１１月１３日㈯、１４日㈰、午前１０時
後５時
場①みんなの広場（市庁舎１階）②町 ～午後４時
場東京税理士会町田支部事務局（森
田都税支所１階
問（一社）町田青色申告会☎
☎ ７２２・ 野）
申 電 話 で 同 税 理 士 会 町 田 支 部（ ☎
２４４６
【市内小・中学生による税の作品展】 ７２９・０７７７）へ。
市内の小学６年生が描いた「税に

子育てひろばカレンダー
（毎月25日発行）
問子育て推進課☎
☎724・4468
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
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

の部＝午前９時３０分～正午、午後の
部＝午後１時３０分～４時／両日とも
同じ部に参加定５組（付添人を含め
て１組４人以内、抽選）／結果は１１月
２５日ごろ発送します費１人６００円
◇
対①②市内在住、在学の小学生の親
子③両日参加できる市内在住、在学
の小学生で陶芸初心者の同居の家族
申①②１１月１日午前９時から電話で
同センター（☎
☎７８２・３８００）へ③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）
・送迎バス利
用の有無・２部制のどちらの回に参
加を希望するかを明記し、１１月１８
日まで（必着）に大地沢青少年センタ
ー（〒１９４－０２１１、相原町５３０７－
２）へ。ＪＲ横浜線相原駅西口～同セン
ター間の無料送迎バスを運行しま
す。
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まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

問健康推進課☎
☎７２５・５１７８、保健予防課☎
☎７２２・７９９６

【期間限定動画配信「糖尿病予防講演 でも、糖尿病予防運動のシンボルカ
会～なるほど納得！身近な運動で糖 ラーであるブルーに市庁舎をライト
アップします。
尿病予防」】
糖尿病と運動の関係性や、運動を 日１１月１０日㈬午後６時３０分～９時
実践するコツなどを分かりやすく解 【年に１度の健診を】
医療機関や健康診断で糖尿病の疑
説した録画を配信します。
いを指摘されても、放置してしまう
配信期間１１月１日㈪～１２月２６日㈰
配信方法ＹｏｕＴｕｂｅ「町田市公式動画 人もいます。重症化を予防するため
には早期発見・早期治療が重要です。
チャンネル」
年に１度は健康診断を受け、血糖値
※詳細は市ＨＰ（右記二次
等をチェックしましょう。町田市成
元バーコード）をご覧く
人健康診査の詳細は、市ＨＰまたは市
ださい。
講東京医科大学八王子医療センター 役所代表（☎
☎７２２・３１１１）でご案内
糖尿病・内分泌・代謝内科理学療法士 しています。
天川淑宏氏
【糖尿病予防にお役立てください】
【市庁舎をブルーにライトアップ】
食生活の見直しに役立つ栄養相談
糖尿病の予防や治療継続の重要性 を実施しています。詳細は、市ＨＰを
について世界各地で啓発活動を行う ご覧いただくか、保健予防課へお問
「世界糖尿病デー」に合わせ、町田市 い合わせください。

大地沢青少年センター

青空アトリエ参加者募集！

問同センター☎
☎782・3800

毎月第2日曜日に開催し
【11月～2022年1月の開催日】
ています。自然素材を加工
日11月14日、12月12日、２０２２
して作る木工作教室です。
年1月9日、いずれも日曜日午前
詳細はこちら▲ 10時～午後3時
※事前予約制です。
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催し・講座

町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
詳細は同バンクＨＰ（右
記二次元バーコード）の新
着情報をご覧ください。
●出張・就労相談会ｉｎ鶴川市民セン
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
１１月２４日㈬午後１時３０分〜４時場
鶴川市民センター第１会議室／事前
予約は電話で同バンクへ（同バンク
ＨＰで申し込みも可、予約無しでの参
加も可）
。
●特別講座～マッサージ師が考える
自律神経のコントロール コロナ禍
による生活の変化で乱れてしまう自
律神経を正しい状態に保つために、
自分の状態を知り、コントロールす
る方法を学びます。
講座終了後、介護
に関する相談会も行います。
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１１月
２６日㈮午後２時〜４時３０分場町田市
民フォーラム講鍼灸マッサージ師・
金星秀氏定２０人（申し込み順）申１１
月１８日までに電話で同バンクへ（同
バンクＨＰ〔左記二次元バーコード〕
で申し込みも可）。
◇
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

町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン
●秋の薬師池公園撮影会
日１１月２７日㈯午前１０時～正午
問同サロン☎
☎７３６・８２８１

町田市ゲートボール大会
対市内在住のゲートボール愛好者で
編成するチーム日１２月２日㈭午前９
時～午後１時（雨天予備日は３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、１１月１１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）。詳細は

町田産農産物が大集合！

町田市農業祭を開催します

問農業振興課☎
☎７２４・２１６６

同協会（せりがや会館内、☎
☎７２２・
２２５３）へお問い合わせください。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４１
ガラスフュージングで

ス ト ラ ッ プ を 作 ろ う
３㎝角程度のベースとなるガラス
板に、さまざまな色や形、文様のガラ
スパーツを組み合わせて、１人１つス
トラップを作ります。作品は後日、講
師が電気炉で焼成し、発送します。
対５歳以上の方（小学生以下は保護者
〔１人まで〕と参加）／参加者以外の方
（未就学児含む）の見学はできません
日１１月２０日㈯、午前１０時３０分～１１
時１５分、
午前１１時１５分～正午、
午後１
時～１時４５分、午後１時４５分～２時３０
分、午後３時～３時４５分、午後３時４５
分～４時３０分（各回とも同一内容）場
国際版画美術館講相原ガラスフュー
ジング千の花定各１０人
（申し込み順）
費５００円（送料込み）申１１月５日正午
～１１日にイベントダイヤルまたはイ
ベシスコード２１１１０５Ａへ。
問市立博物館☎
☎７２６・１５３１
木版画一日教室

手

作

り

の

年

賀

状

対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）日１２月７日㈫、８日㈬、午前１０時
３０分～午後４時（各回とも同一内容）
場国際版画美術館内単色または２色
摺りの年賀状を作成（図柄は干支の
図案を含め同館で用意）講木版画家
・木下泰嘉氏定各１５人（抽選、結果は
１１月１９日ごろ郵送）費３０００円申
１１月１５日までにイベントダイヤル
ま た は イ ベ シ ス コ ー ド２１１０２６Ｈ
へ。両日への申し込みはできません。
問同館☎
☎７２６・２８８９
ず

市内で作られた野菜・卵・花・植木
などを販売するほか、
市内の農産物
で作る「野菜宝舟」と花で作ったま
ち☆ベジマークの展示を行います。
※新型コロナウイルス感染症等の
状況により中止になる可能性があ
ります。開催情報等は市
ＨＰ
（右記二次元バーコー
ド）
をご確認ください。
日１１月１３日㈯、１４日㈰、午前１０
時～午後４時
（雨天実施）
場町田シバヒロ
主なイベント農産物品評会＝市内
で栽培された植木・花卉等を専門
か

職員が審査（審査後に販売）、農産
物即売会＝町田産の新鮮野菜等を
販売、市内農業者等の出店＝市内
農業者や町田市農業委員会等によ
るブースの出店

き

まちだ野菜とまちだの農を楽しむフェスタを開催
日程１１月１３日㈯～１２月１９日㈰（予定） 問土地利用調整課☎
☎７２４・４２５４
芹ヶ谷公園パークミュージアム

フューチャーパークラボ2021Autumn

問文化振興課☎
☎７２４・２１８４、公園緑地課☎
☎７２４・４３９７

詳細は市ＨＰ（右記二
で、雨天時は２１日に順延）
次元バーコード）をご
【森の中でしゃべりだす 子ども
覧ください。
の油絵展】
【せりがや宝さがし大冒険２０２１
町田・川崎市を中心に活動して
七つのカケラと時の秘密】
いる絵画教室「アトリエ一番坂」
同公園と町田のまちなかを舞台 が、１日限りの大展覧会を開催し
に行う、宝探しと謎解きイベント ます。約８０点の子どもたちの油絵
です。
を展示します。また、弦楽四重奏団
○Ｍｉｓｓｉｏｎ１～町田の街から七つ の生演奏が聞けるお楽しみタイム
のカケラを探し出せ！
もあります。
まちなかを巡って、７つのキー 日１１月２０日㈯午前１０時３０分～
ワードを見つけて
「予言の書」を完 午後４時（生演奏は午前１１時３０分
から、午後２時から）
成させましょう。
場同公園もみじ園
日程１１月１日㈪～２８日㈰
○Ｍｉｓｓｉｏｎ２～芹ヶ谷公園内で時 【ライトアップ】
桜美林大学の学生が制作した竹
を動かす秘密を解け！
「予言の書」
を持って同公園に集 と光の造形が大池の水ぎわを美し
まり、隠された宝を探して秘密を く優しく彩ります。
日１１月２０日㈯、２１日㈰、午後４時
解きましょう。
日１１月２０日㈯午前１０時３０分～ ３０分～７時
午後４時（受け付けは午後３時ま 場同公園大池

美 大 生 の ス ケ ッ チ 教 室
対小学生以上の方日１１月１４日㈰午
前１０時～午後３時場相原中央公園内
公園内で花や風景を描き、物の見方、
発想、画材の使い方を勉強する
（画材
は同公園が用意）講多摩美術大学学
生定２０人（申し込み順）費３００円申
１１月１０日までに電話で同公園管理
事務所
（☎
☎７７２・１４４９、受付時間＝午
前９時～午後８時）
へ。
イベントの詳細
は同公園へお問い合わせください。
問公園緑地課☎
☎７２４・４３９９
１２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）。
●気を巡らせ“ぽかぽかな体”づくり
を目指しましょう！４～経絡を整え
て免疫力を高めよう 気や血液など
を運ぶ経絡について解説し、経絡を
巡らせる体操も体験します。
日１２月９日㈭午後１時３０分～４時場
町田市生涯学習センター講相模女子
大学短期大学部非常勤講師・西村か
おる氏、カイロプラクター・山本彩世
氏定１６人（抽選）費２０００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１１月１５日ま
で（必着）に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）。
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

エ ン ジ ョ イ ク リ ス マ ス
子育て中のママたちが企画してい
るクリスマス会です。親子で楽しい
時間を過ごしましょう。
対市内在住の１～３歳児とその保護者
日１２月２日㈭午前１１時～１１時３０分
場同センター内スキンシップ遊び、
手遊び、パネルシアター定８組（申し
込み順）申１１月２日午前９時から電話
で同センター
（☎
☎７２８・００７１）
へ。
消費生活センター

くらしに役立つテスト教室
●地球環境にやさしいみつろうエコ
ラップを作ろう！
日１１月１９日㈮午前１０時～正午講み
つろうエコラップ講師・だんのます
み氏費８００円（材料費）申１１月２日正
午～１４日にイベントダイヤルまた
はイベシスコード２１１１０２Ｂへ。保
育希望者（１歳以上の未就学児、申し
込み順に１人）は１１月７日までに併
せて申し込みを。
●家庭で使用する洗（浄）剤の種類や
表示の見方
日１２月３日㈮午前１０時～正午講（一
社）日本化学工業協会化学製品ＰＬ相
談センター申１１月９日正午～２８日
にイベントダイヤルまたはイベシス
コード２１１１０９Ａへ。
◇
対市内在住、在勤、在学の方場町田市
民フォーラム定各８人（申し込み順）
問消費生活センター☎
☎７２５・８８０５

お買い物は商店街で！

町田わくわくスタンプラリー２０２１

問町田市商店会連合会☎
☎７２３・６９００、町田市産業政策課☎
☎７２４・３２９６
市内の商店街のスタンプラリー
実施店舗で５００円以上の買い物を
してスタンプ（レシートも可）を集
めると、抽選で６００人に賞品が当
たります。
応募シートは、各実施店舗のほ
か、産業政策課（市庁舎９階）や各
市民センター等でも配布していま
す。
※実施店舗の一覧は、町田市商店
会連合会ＨＰ（右記二次
元バーコード）をご覧
ください。
※実施店舗にはポスター、スイン
グＰＯＰを掲示しています。

開催期間１１月１日㈪～１２月３１日㈮
応募方法応募シートに３つの異な
る実施店舗のスタンプを集める
か、５００円（税込み）以上の買い物
をしたことが分かるレシートを添
付し、２０２２年１月６日まで（必着）
に次のいずれかの方法で応募して
ください。①参加商店会、産業政策
課、各市民センター、町田商工会議
所に設置してある専用の応募箱へ
投函（切手不要）②８４円切手を貼
って郵送
賞品松阪牛肩ロースすき焼き用、
お菓子、ソーセージ、カタログギフ
ト、入浴券、グッズ等

町田市メール配信サービス 防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス

里

山

イ

ベ

ン

ト

●里山の木でつくってみよう！樹木
プレート＆小枝鉛筆 里山の間伐材
や小枝を使って樹木プレートと小枝
鉛筆を作り、林道散策をして里山に
ついて学ぶイベントです。汚れても
良い服装、歩きやすい靴でおいでく
ださい。
対市内在住の小学生以下のお子さん
とその保護者日１１月２０日㈯午前１０
時～正午
（雨天時は、林道散策は行い
ません／荒天中止）場相原中央公園
定１５人
（同伴者含む、申し込み順）
申
１１月１日午前１０時から電話で環境
・自然共生課
（☎
☎７２４・４３９１）へ。

日

曜

朝

市

市内の認定農業者が作った町田産
の新鮮野菜の販売です。
日１１月７日㈰午前７時～８
時（売り切れ次第終了）場教
育センター駐車場
問農業振興課☎
☎７２４・２１６６

観

光

セ

ミ

ナ

ナー」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・下記
の質問事項の回答を明記し、１１月
２２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「観光セミナー係」
（返０４２
・５２１・５５５８墳ｍｉｎａｍｉｔａｍａ＠ｊｔｂ．
ｃｏｍ）へ。
〈質問事項について〉
①スマートフォンで写真を撮る習慣
の有無②Ｔｗｉｔｔｅｒアカウントの有無
③Ｔｗｉｔｔｅｒ投稿のスキル（全く無し・
投稿方法は知っているが投稿経験は
ほぼ無し・日頃から投稿している）
問観光まちづくり課☎
☎７２４・２１２８、
ＪＴＢ東 京 多 摩 支 店 ☎ ０４２・５２１・
５５５０
花のある道づくり

ヤブカンゾウの苗植え体験
鶴見川源流保水の森を散策（アッ
プダウン有りの往復約４㎞）し、ヤブ
カンゾウの苗を植えます。歩きやす
い服装と靴でおいでください。
対小学生以上の方（小学生は保護者
同伴）日１１月２０日㈯午前９時５０分
～正午、集合は上小山田みつやせせ
らぎ公園調整池（小山田小学校前バ
ス停から徒歩１分）定１５人（申し込み
順）申１１月２日正午～１１日にイベン
トダイヤルまたはイベシスコード
２１１１０２Ｄへ。
問農業振興課☎
☎７２４・２１６４

ー

●０から始めるＴｗｉｔｔｅｒの楽しみ方
稲城・多摩市と連携した観光事業
の一環として開催します。Ｔｗｉｔｔｅｒ
を使った情報の収集と発信方法を学
び、日頃のお出かけをより楽しんで
みませんか。
対町田・稲城・多摩市在住、在勤、在学
の、写真撮影及びインターネットを
使えるスマートフォンまたはタブレ
ットを持っている方／あらかじめ
Ｔｗｉｔｔｅｒへ投稿する写真データを何
枚かご用意ください日１２月１１日㈯
午後１時～４時ごろ場稲城市地域振
興プラザ定２０人（抽選）申「観光セミ

下半期～文学館でたのしむ

おとなのためのおはなし会
日１１月１８日、１２月１６日、２０２２年２
月１７日、３月１７日、いずれも木曜日
午前１０時３０分～１１時３０分（受け付

「キラリ☆２０２１町田私の好きなお店大賞」投票受付中！
問町田商工会議所☎
☎７２２・５９５７、産業政策課☎
☎７２４・３２９６

「キラリ☆２０２１町田私の好き
なお店大賞」
では、市内商業の活性
化を目的として、個性ある魅力的
な店づくりに意欲的に取り組んで
いるお店を表彰しています。
現在、その受賞候補店舗を選ぶ
投票を受け付けています。投票い
ただいた方の中から抽選で５０人
に、お店大賞受賞店舗で使える
５０００円分の商品券を差し上げま
す。皆さんからの投票をお待ちし
ています。
なお、大賞は投票の多かった上
位の店舗を実行委員会で審査のう
え、
決定します。

せせらぎの里
ご参加を

投票方法あなたの好きなお店の名
前と場所・選んだ理由・住所・氏名
・電話番号・年齢・
「町田私の好き
なお店大賞」の応募を何で知った
かを明記し、１１月１日～１２月３１
日（消印有効）にハガキまたはＦＡ
Ｘで町田商工会議所「町田私の好
き な お 店 大 賞 」係（ 〒 １ ９ ４ －
００１３、原町田３－３－２２、返７２９
・２７４７）へ（同会議所Ｈ
Ｐ〔右記二次元バーコー
ド〕で投票も可）。
※投票は１人１回のみ、小売業・飲
食業・サービス業の各１店舗を記入
してください
（重複投票は無効）
。

町田市自然休暇村
12月4日㈯～5日㈰

問自然休暇村
☎0267・99・2912

冬の星空観望会

けは午前１０時から）場町田市民文学
館２階大会議室語り手（特）まちだ語
り手の会定５０人（先着順）
問同館☎
☎７３９・３４２０
下半期～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①１１月５日②１２月３日③２０２２年
２月４日④３月４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）場町田市民文学
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）／保育希望者（１歳以上の未就学
児、申し込み順に６人）は、②１１月１６
日③２０２２年１月１５日④２月１５日、
午前９時から電話で同館へ。なお、①
は受け付け中です。
問同館☎
☎７３９・３４２０

つくし野コミュニティセンターまつり
新型コロナウイルス感染防止のた
め、活動団体による演奏等をオンラ
インでライブ配信します。視聴方法
については市ＨＰ（右記二
次元バーコード）をご覧
ください。
日１１月７日㈰午前１０時３０分～午後
３時３０分
問同センター☎
☎７９６・１９５５

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

総

合

体

育

館

●①フェンシング教室②ハンドボー
ル教室
対小学生日①毎週木曜日②毎週金曜

※11月1日午前8時30分から受付開始。

町田創業 ファーストステップセミナー・相談会

問町田新産業創造センター☎
☎850・8525、
町田市産業政策課☎
☎724・2129
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

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分定各２０人（申し込
み順）費１２００円申往復ハガキに必
要事項を明記し同館へ（同
館ＨＰで申し込みも可）。
問同館☎
☎８５０・９７０７

市

立

室

内

プ

ー

ル

●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
１２月７日～２０２２年１月２５日の火曜
日（１月４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、１１月２３
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１１月
１日から電話で同公園へ
（同
公園ＨＰで申し込みも可）。
問同公園☎
☎８５０・６６３０

野

津

田

公

園

●ジュニア陸上教室「ゆめチャレ！」
記録への挑戦会
対市内在住、在学の小学生日１１月
１３日㈯午後１時～５時（小雨実施）定
１００人（申し込み順）費５００円申１１
月１日～１０日午後３時に同公園ＨＰで
申し込み（定員に余裕があ
る場合は当日参加も可）。
問同公園☎
☎７３６・３１３１

Ｊ２リーグも残りわずか！

ＦＣ町田ゼルビアへの応援をお願いします

問スポーツ振興課☎
☎７２４・４０３６

Ｊ２リーグは終盤に差し掛かり、
ＦＣ町田ゼルビアのホームゲーム
も残すところあと３試合になりま
した。新型コロナウイルスの影響
により、今年はＪ１リーグに昇格で
きるのは上位２チームだけとなっ
ていますが、北朝鮮代表でも活躍
した鄭大世選手を始めとした新戦
力の活躍もあり、ＦＣ町田ゼルビア
チョン

テ

セ

Ｊ２リーグ

は上位を狙える好位置につけてい
ます。悲願のＪ１昇格を目指すＦＣ
町田ゼルビアに熱い応援をお願い
します。
ホームゲームの開催情報は、ＦＣ
町田ゼルビアの公式ＨＰ（下記二次
元バーコード）でご確
認ください。

ＦＣ町田ゼルビアホームゲーム日程

開催日
１１月３日㈷
１１月１４日㈰
１１月２８日㈰

時間

午後２時から

情報コーナー

1日目は星空観察、2日目はプラネタリウム鑑賞・国立天文台
見学を行います。詳細は自然休暇村HP（右記二次元バーコー
ド）
をご覧ください。
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検索

●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【①世帯向（一般募集住宅）②若年夫
婦・子育て世帯向（定期使用住宅）③
居室内で病死等があった住宅】
都内に居住等、いずれも要件有り
／詳細は募集案内を参照配布期間
１１月１日～１０日配布場所市庁舎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ＨＰで配布期間中に限りダウンロ

対戦相手
松本山雅ＦＣ
ザスパクサツ群馬
大宮アルディージャ

会

場

町田ＧＩＯＮ
スタジアム

ー ド も 可 申 郵 送 で１１月１５日 ま で
（必着）問同公社都営住宅募集センタ
ー☎
☎０５７０・０１０・８１０
●東京労働局～東京都最低賃金改正
のお知らせ
東京都最低賃金（地域別最低賃金）
は 時 間 額１０４１円 に 改 正 さ れ ま し
た。都内で働くすべての労働者（都内
の事業場に派遣中の労働者を含む）
に適用されます問同局労働基準部賃
金課☎
☎０３・３５１２・１６１４、八王子労
働 基 準 監 督 署 町 田 支 署 ☎ ７１８・
８６１０、東京働き方改革推進支援セ
ンター錆０１２０・２３２・８６５
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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。

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

11月1日～30日

急病のときは

※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。

○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

町田市メール配信サービス
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。

○小児救急相談

登録はこちらから

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

スマホ版

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

携帯電話版

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
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。
町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック
（小児科）

日曜日
祝休日
診療日

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）
受付時間＝午前９時～午後4時30分（電話受付は午前８時 ☎710・0927
返710・0928
４５分から）
診療時間

診療科

医療機関名（所在地）

電

話

診療日

11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

仁愛医院
（高ヶ坂6-19-31）
午前9時～午後5時
3日㈷
午前9時～翌朝9時

☎728・1055

内科 田村胃腸科内科クリニック
（能ヶ谷2-12-6） ☎735・5667
こじま内科
（小山町3245-1）

☎770・2513

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

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

町田駅前内科クリニック
（森野1-39-16）☎
☎722・7373

7日㈰
午前9時～翌朝9時

内科 学園ハートクリニック
（玉川学園1-21-15）☎
☎725・8468
ふくいんクリニック
（山崎町2200）

☎791・1307

耳鼻科 はぎの耳鼻咽喉科(玉川学園7-1-6)

☎728・8737

内科系 南町田病院
（鶴間4-4-1）

☎799・6161

診療時間

診療科

医療機関名（所在地）

電

話

16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

17日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院
（木曽東4-21-43）

☎789・0502

☎798・1121
18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）☎
19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

20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

午前9時～午後5時

内科
すずかけ台診療所
（つくし野3-17-9） ☎795・2121
小児科
内科

21日㈰

玉川学園土屋クリニック
（南大谷219-23）☎
☎729・5228
Dr.はん診療所
（図師町1782）

内科系 町田病院
（木曽東4-21-43）
午前9時～翌朝9時

☎789・7270
☎789・0502

南町田病院
（鶴間4-4-1）

☎799・6161

おか脳神経外科
（根岸町1009-4）

☎798・7337

22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

外科系

内科
午前9時～午後5時
23日㈷

中澤医院
（つくし野3-13-40）

☎795・5415

玉川クリニック
（玉川学園7-5-6）

☎725・8207

内科
多摩境きむらクリニック
（小山ヶ丘5-2-6）☎
☎774・1700
小児科

町田市民病院
（旭町2-15-41）

☎722・2230

おか脳神経外科
（根岸町1009-4）

☎798・7337

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

24日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院
（鶴間4-4-1）

☎799・6161

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

25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

11日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院
（木曽東4-21-43）

☎789・0502

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

26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

27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

外科系

内科
午前9時～午後5時
14日㈰
午前9時～翌朝9時

内科系 町田慶泉病院
（南町田2-1-47）
午前9時～翌朝9時

町田市民病院
（旭町2-15-41）

☎722・2230

町田病院
（木曽東4-21-43）

☎789・0502

川口内科クリニック
（中町1-30-24） ☎725・6206

町田南ホームクリニック
（南町田5-3-28）☎
☎788・2581
大村内科医院
（成瀬台3-8-4）

外科系

☎795・1668

午前9時～午後5時

☎721・2001
28日㈰

内科 伊藤診療所
（鶴川4-35-2）

☎735・0166

西村内科
（根岸2-33-3）

☎793・2677

内科系 町田慶泉病院
（南町田2-1-47）

☎795・1668

内科
小泉医院
（玉川学園2-5-24）
小児科

☎725・8411

内科系 町田病院
（木曽東4-21-43）

☎789・0502

あけぼの病院
（中町1-23-3）

☎728・1111

町田慶泉病院
（南町田2-1-47）

☎795・1668

29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

☎797・1511

30日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院
（鶴間4-4-1）

☎799・6161

外科系

15日㈪ 午後7時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院
（下小山田町1491）

広

午前9時～翌朝9時

外科系

告

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。

あけぼの病院
（中町1-23-3）

☎728・1111

町田病院
（木曽東4-21-43）

☎789・0502

10

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）。

4日㈭

午前9時～午後5時

休日応急 受付時間＝日曜日、祝休日の午前9時～午後4時30分（予
健康福祉会館内
歯科診療 約制）
（原町田5-8-21）
障がい者 受付時間＝水・木曜日（祝休日を除く）の午前9時～午後4 ☎返725・2225
歯科診療 時30分
（予約制）

今号の広報紙は、 万２９８６部作成し、１部当たりの単価は

毎日

町田市歯科医師会休日応急歯科・障がい者歯科診療所

