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●３面 人事行政の運営等の状況を公表します
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●４面 国保・後期・介護の納付済額通知を1月下旬にお送りします

2021原町田大通り滞留空間創出社会実験〜もしも原町田大通り
原町田大通り

トレーラーハウス

買い物帰りに
ほっと一息！
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なるためにどのような空間が必要か、
検証する取り組みを行います。
いつ
もより少し先まで歩きたくなる、わくわく空間に変身します。
これは、町田市中心市街地の新たな賑わいと交流の創出を目指して策
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同計画の詳細は、右記
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定した「町田市中心市街地まちづくり計画」の“夢”まちプロジェクトの一
環です。個性と魅力あふれる商店街づくりや、
原町田大通りの憩いと賑わ
い空間を創出するための社会実験です。

ＪＲ横浜線
町田駅

り

問

旧鎌倉
街道中
通り

町田駅周辺の中心市街地は「町田の顔」
です。駅前の原町田大通りと原
町田中央通りで、11月20日～12月20日の1か月間、賑わいや交流の場と

至新宿

２０２１原町田大通り滞留空間創出社会実験＝産業政策課☎724・3296、 至相模大野
原町田中央通り社会実験２０２１＝地区街づくり課☎724・4266

至横浜

（地図・イラストはイメージです）

原町田中央通り社会実験2021 ENJOY！ STREET！
ぽっぽ
町田

休憩できる場所が
あるっていいなあ

おいしそうな物を
売っているなあ

原町田中央通り

あそこでワーク
ショップをやっ
てるね

駅

JR町田

央

通

り

原町
田

中

ハンドメイドの
雑貨を販売中！

社会実験の内容は、2面で紹介
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体験！ 発見！ １１月２０日（土）〜１２月２０日（月）

歩きたくなるまち
～原町田の通りがわくわく空間に

社会実験期間中、原町田大通りと原町田中央通りの2つの通りで、いろいろな使い方を試し、訪れた方がそこでどのように過
ごすのかを検証します。いつもより少し先まで歩きたくなる、わくわく空間を体験してみませんか。

2021原町田大通り滞留空間創出社会実験～もしも原町田大通り
市と
（株）町田まちづくり公社が共同で、原町田大通りの車道
の一部にパークレット※と呼ぶ仮設の広場を設置する社会実験
を行います。社会実験を通じて、訪れた方によるパークレットの
日常的な使われ方を検証します。
※車道の一部を転用して作られた人のための空間のこと

開催時間

午前8時～午後6時

（開催時間は変更する場合があります）

スケジュール・内容等の詳細はこちら▶

 会実験期間中は道路状況が通常と異なります。車での通行
社
時はご注意ください。ご理解ご協力をお願いします。

原町田中央通り社会実験2021 ENJOY！ STREET！
原町田中央通りの道路と店舗の間の店先を活用した社会実験で
す。本来、沿道空間は道路の規制等により歩行以外の目的で使うこと
ができません。今回の社会実験中には沿道の店舗による店頭販売や
テラス席のほか、一部エリアでは第三者への貸し出しをして、販売や
ワークショップなど、さまざまな使い方を試し、沿道活用のしくみと
体制づくりの検証を行います。

開催時間

午前11時～午後5時

沿道参加店舗・出店者情報等の詳細はこちら▶

社会実験期間中は道路状況が通常と異なります。歩行時はご注意
ください。
ご理解ご協力をお願いします。

今回は、中心市街地の数多くの魅力的な通りのうち、下記の2つの通りで社会実験を行います
原町田大通り

原町田中央通り

JR町 田 駅 前 か ら
町田街道までの全長

八王子から横浜港に生
糸を運ぶ絹の道として栄

地の商店街や公園、
幹線道路を結ぶ原町
田大通りの歩道を広

んに行われ、商業地とし
て発展の一翼を担った通
りです。昨今、
「居心地が

約500mの道路で、
2002年に開通しま
した。駅と中心市街

え、炭・薪・蚕糸や畑作物
などさまざまな物産が売
買される二・六の市が盛

げて、新たな憩いの空間・賑わいの空間を生み出し、商店街の
賑わい強化や駅前から見える印象的な景観を形成すること
で、
「町田の顔」にふさわしい大通りの実現を目指しています。

良く歩きたくなる」まちなかづくりを国が推進するなか、原町田中
央通りにおいても店舗前の沿道空間を活用し、歩行者中心のまち
づくりを実現するため、しくみや体制づくりを行っていきます。

今後のスケジュール
原町田
大通り

⃝2022年度
滞留空間のデザイン検討、設計
⃝2023年度
憩い・賑わいの空間の整備

原町田
中央通り

⃝2022年3月
日常的に沿道空間を活用できる
しくみやルール、体制づくり等
をまとめたガイドラインの策定

今も未来も大切に

町 田 市 の ＳＤ Ｇｓ

市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

返０４２・７２４・５６００

番号間違いにご注意ください

3

2021．11．15

人事行政の運営等の状況を公表します

2020年度

問職員課☎
☎７２４・２１９９

町田市の職員数、
給与、勤務条件等の状況についてお知らせします。詳細は市ＨＰでご覧いただけます。

１

職員数

（２０２1年４月１日現在）
常勤職員

（年度）
2021

2829 人

2020

2832 人

2019

2850 人

2500

2600

再任用常勤職員

116 人

2700

2800

合計 3014人

74 人

2900

毎月決まっ
て支給され
るもの

合計 2976人

49 人

118 人

給 与

3100

（人）
3300

3200

（注）職員数には、東京都から地方自治法により町田市に派遣されている職員及び市費負担の指導
主事等を含み、南多摩斎場組合などの一部事務組合への派遣者などは除いています。

２

職員の給与

※東京都及び国の給与等については東京都等の公表資料を参考にしています。
（１）人件費（２０20年度普通会計決算）
歳出総額（A）

実質収支

人件費（B）

人件費率
（B/A）

（参考）２０１９年度の
人件費率

2167億899万円

41億5284万円

219億6927万円

10.1%

14.1%

（注）①人件費とは、一般職員に支給される給与と市長や議員など特別職の給料・報酬・手当などの
経費の合計です。
②普通会計とは、一般会計と特別会計を基に全国統一基準で再構成した会計です。

（２）平均給料月額及び平均給与月額（２０２１年４月１日現在）
区

分

勤務した実
績に応じて
支給される
その他…時間外勤務手当等
もの
臨時に支給 期末・勤勉手当…賞与に相当する手当
されるもの 退職手当…退職のときに支給される一時金

合計 3042人

3000

平均給料月額

平均給与月額

一般行政職

31万8922円

43万6671円

技能労務職

32万2216円

   41万65円

３

（３）経験年数別・学歴別平均給料月額（２０２１年４月１日現在）

一般行政職
技能労務職

経験年数

分

１０年

１５年

２０年

大学卒

26万5329円

30万7894円

34万4324円

高校卒

－

－

31万3550円

全学歴

－

－

－

（注）経験年数：学校卒業後ただちに市職員に採用された者は、その在職年数をいい、その他の職員
については、それぞれ職歴等の年数を一定の基準により在職年数として換算し、市職員に採用
後の在職年数を加算したものです。

（４）期末・勤勉手当
区

分

町

田

期末手当

市
勤勉手当

東

京

期末手当

都

国

勤勉手当

期末手当

勤勉手当

２０２０年
６月期

1.300月分
1.025月分
1.300月分 1.025月分 1.300月分
0.95月分
(0.725月分） (0.500月分） (0.725月分） (0.500月分）(0.725月分） (0.45月分）

２０２０年
１２月期

1.200月分
1.025月分
1.200月分 1.025月分 1.250月分
0.95月分
(0.675月分） (0.500月分） (0.675月分） (0.500月分）(0.725月分） (0.45月分）

計

2.500月分
2.050月分
2.500月分 2.050月分 2.550月分
1.90月分
(1.40月分） (1.000月分） (1.40月分） (1.00月分） (1.45月分） (0.90月分）

職務段階に
よる加算

有

有

有

期末手当
(2020年度支給割合)

町

田

市

東

京

都

国

普通退職

定年退職等

普通退職

定年退職等

勤続20年

23.0月分

23.0月分

23.0月分

23.0月分

19.6695月分 24.586875月分

勤続25年

30.5月分

30.5月分

30.5月分

30.5月分

28.0395月分 33.27075月分

勤続35年

43.0月分

43.0月分

43.0月分

43.0月分

39.7575月分

47.709月分

最高限度

43.0月分

43.0月分

43.0月分

43.0月分

47.709月分

47.709月分

定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置
加算措置
（2％～20％加算）
（2％～20％加算）

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（右記二次元バ
ーコード）にコードを入力し、２４

市長、副市長
議長、副議長、議員
（給料)
（報酬）
市 長106万円 議 長
64万円
副市長
90万円 副議長
58万円
議 員
55万円
2020年 6月期
2.325月分 2020年 6月期
2.45月分
2020年12月期
2.225月分 2020年12月期
2.45月分
支給割合 合計
4.55月分 支給割合 合計
4.90月分

※市長、副市長については条例の定めにより退職手当が支給されます。

４

職員の勤務時間その他の勤務条件

（１）勤務時間・休憩時間
職員の勤務時間については、
条例等により次のように定めています。ただし、
業務
上必要があると認める場合などは、
異なる勤務時間を割り振ることがあります。
勤務時間
１週間当たり
３８時間４５分

勤

務

時
間
始業時刻

午前８時２０分

普通退職

定年退職等

定年前早期退職特例措置
（2％～45％加算）

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。

休憩時間

終業時刻
午後５時５分

正午～午後１時までの１時間

（２）休暇制度の概要
職員に付与される年次有給休暇は、１年度につき２０日となっています。年次有給
休暇以外の休暇等については、
市ＨＰでご覧いただけます。

５

職員の分限及び懲戒処分

分限処分は、公務の能率の維持並びに適正な運営の確保という観点から行われる
処分で地方公務員法第２８条に規定されているものです。
懲戒処分は、職員の非違行為に対して、職場の秩序維持・回復を目的として行われ
る処分で地方公務員法第２９条に規定されているものです。
（１）分限処分（２０２０年度）
種
類
免
職
降
任
病気休職
刑事休職

延べ件数
0件
0件
170件
0件

（2）
懲戒処分（２０２０年度）

人 数
0人
0人
67人
0人

種
免
停
減
戒

町田市職員採用試験情報

類
職
職
給
告

延べ件数
0件
0件
0件
5件

人 数
0人
0人
0人
5人

問職員課☎
☎７２４・２518
返050・3085・4107

多くの方が受験しやすいよう、
SPI試験を実施します。
詳細は、
市HPをご確認ください。
種

採用予定数

一般事務（民間企業等職
務経験者）

（５）退職手当（２０２１年４月１日現在）
分

分

報酬等の月額
（2021年4月1日現在)

職

（注）①一般職員の例です。
②（
）内は、再任用職員に係る支給割合です。

区

特別職の報酬等
区

※平均給料月額とは、2021年4月1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均
※平均給与月額とは、給料月額と扶養手当や地域手当などの諸手当の額を合計したもの

区

給料…給料表に定める額
扶養手当…子9000円、配偶者6000円、その他の親族6000円
地域手当…民間における賃金や物価等に関する事情を考慮して支給される
手当で、給料、扶養手当、管理職手当の合計額の１６％
住居手当…35歳未満で借家居住の場合に限り、
1万5000円を限度に支給
通勤手当…交通機関利用者＝運賃相当額、交通用具使用者＝通勤距離に応
じて支給
その他…管理職手当等
特殊勤務手当…著しく危険、不快、不健康など特殊な業務に従事した場合に
支給

再任用短時間職員

31人
31
人

133 人

（参考）給与の種類とその内容

１０人程度

障がい者対象一般事務

若干名

任期付職員
（学芸員）

１人

任期付職員
（一般事務）
（仮称：DX推進担当係長）

１人

日程等（予定）

採用日（予定）

○電子申請受付期間
１
 １月１７日㈬午前１０時～
２２日㈪正午
○第１次試験期間
（ＳＰＩ試験）
１
 １月２６日㈮午前１０時～ ２０２２年４月１日
２９日㈪正午
○申込期間
１
 １月１５日㈪午前１０時～
２5日㈭正午

※受験資格や試験日等の詳細は「町田市職員採用試験実施要項」
（市HPでダウンロード）
をご確認ください。

Ｔｗｉｔｔｅｒで情報発信

Ｔｗｉｔｔｅｒアカウント名＝町田市職員採用試験情報
（町田市公式）
＠machida_saiyou

町田市民病院職員募集

問同病院総務課
☎722・2230
（内線7412）
町田市民病院

職

種

作業療法士

募集人員

若干名

受験資格

日程等

1986年4月2日 以 降 に ○受け付け
生まれた、作業療法士の 11月26日㈮まで
資格を有する、または（必着）
2022年春までに取得見 ○試験日
込みの方
12月18日㈯

採用

検索

採用日
2022年
4月1日

※試験実施要項・受験申込書・適性検査受検申込書は同病院HPでダウンロードできます
（同病院でも配布）
／郵送・持ち込みは同病院総務課へ／受験資格、採用条件等は実施要
項を十分に確認してください。
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健康案内

消費生活センター

く ら し に 役 立 つ 学 習 会
●免疫力を高める発酵食品の驚き
発酵による食材の変化、発酵調味
料などについて、メディアにも出演し
ている講師が科学的に解説します。
対市内在住、在勤、在学の方日１２月９
日㈭午前１０時～正午場町田市民フォ
ーラム講東京農業大学教授・前橋健
二氏定２０人（申し込み順）申１１月１６
日正午～２８日にイベントダイヤルま
たはイベシスコード２１１１１６Ｃへ。
問同センター☎
☎７２５・８８０５

募 集

詳細は募集要項をご覧く
ださい。募集要項・募集書類
は市ＨＰでダウンロードで
きます。
対次のすべての要件を満たす方 ①
心身ともに健康である②パソコンの
操作（ワード・エクセル等）ができる
任用期間２０２２年１月１日～３月３１日
勤務時間月～金曜日、午前８時２０分
～午後５時のうち６時間、月２０日勤務
場所観光まちづくり課（市庁舎９階）
募集人数１人報酬月額１２万６０００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、１１月２５日まで
（必着）
に、直接
または郵送で観光まちづくり課へ。
問観光まちづくり課☎
☎７２４・２１２８

保

育

所

日 日時

場 会場

内 内容

料としてご利用ください。年末調整な
どのため早めに必要な場合は、窓口ま
たは電話でお問い合わせください。
問国民健康保険税について＝納税課
収納係☎
☎７２４・２１２１、後期高齢者医
療保険料について＝保険年金課高齢
者医療係☎
☎７２４・２１４４、介護保険料
について＝介護保険課保険料係☎
☎
７２４・４３６４

市 税 納 期 限 の お 知 ら せ
１１月は、
「国民健康保険税」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。
問納税課☎
☎７２４・２１２１

アフガニスタン人道危機救援金

会 計 年 度 補 助 職 員

可

対 対象

受け付けています

観光まちづくり課

認

凡例

職

員

詳細は各施設へお問い合わせくだ
さい。
対有資格者
○アスク木曽西保育園（☎
☎０３・６４５５
・８０３６）
＝保育士
（常勤、非常勤）
問保育・幼稚園課☎
☎７２４・２１３８

お知らせ

国保・後期・介護の

納付済額通知を１月下旬にお送りします
国民健康保険税・後期高齢者医療保
険料・介護保険料は、確定申告の社会
保険料控除の対象となります。
２０２１年
中に町田市に支払われた保険税
（料）
に
ついては、２０２２年１月下旬に納付済額
通知を郵送します。申告書類作成の資

日本赤十字社では、
「アフガニスタ
ン人道危機救援金」を２０２２年３月
３１日㈭まで受け付けています。ご協
力をお願いします。
○ゆうちょ銀行での振替による送金
窓口での取り扱いの場合、振替手
数料は無料です。
口座番号００１１０－２－５６０６
加入者名日本赤十字社／受領証発行
希望の方は、通信欄に「受領証希望」
と明記してください。
○銀行による送金
振込手数料が別途かかる場合があ
ります。
口座番号三井住友銀行すずらん支店
（普）２７８７７７５、三菱ＵＦＪ銀行やま
びこ支店（普）２１０５７８０、みずほ銀
行クヌギ支店（普）０６２３４５５
口座名義日本赤十字社（３行共通）／
受領証発行希望の方は、氏名（受領証
の宛名）
・住所・電話番号・寄付日・寄
付額・振込金融機関名と支店名を日
本赤十字社パートナーシップ推進部
へご連絡ください。
問日本赤十字社パートナーシップ推
進部☎
☎０３・３４３７・７０８１、町田市福
祉総務課☎
☎７２４・２５３７

国 民 年 金 保 険 料 の
産 前 産 後 免 除 制 度
国民年金第１号被保険者が出産し
た際は、産前産後期間の国民年金保
険料が免除されます。２０１９年２月１
日以降に出産した方は、出産月の前
月から４か月間の国民年金保険料が
免除になります（多胎の場合は出産
月の３か月前から６か月間）／必要書
類等の詳細は市ＨＰをご覧ください。
問保険年金課国民年金係☎
☎ ７２４・
２１２７

☎724・4049
12月定例会・常任委員会を開催します 問議会事務局☎

市議会のうごき

本会議・委員会を下表のとおり開 ※請願・陳情の受付締切は11
催します。開会時間は午前10時です 月29日㈪午後5時です。
（11月29日は午後1時）。
※本会議・常任委員会は町田
市議会HPでライブ中継・録画
月 日 曜日
内
容
配信をしています。スマート
２９ 月 本会議（提案理由説明）
１１
３０ 火 議案説明会・全員協議会
フォンやタブレット端末でご
２ 木
覧いただけます。
３ 金
※会場は市庁舎3階の本会議
６ 月 本会議（一般質問）
場及び委員会室で行います。
７ 火
※会議の日程・時間等は変更
８ 水
になることがあります。
９ 木 本会議（質疑）
１２

１０
１３
１４
２２

文教社会常任委員会･建
設常任委員会
総務常任委員会･健康福
月
祉常任委員会
火 常任委員会予備日
水 本会議（表決）
金

Twitterで情報発信
Ｔｗｉｔｔｅｒアカウント名＝町田
市議会（町田市公式）＠ｍａｃｈｉ
ｄａ＿ｇｉｋａｉ

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

シニア

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・身体機能は低下していきます。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。なお、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ＨＰ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１２月１６日㈭午前９時１０分
～午後０時３０分場同スクール（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１２
月９日ごろ送付）申１１月１６日正午～
３０日にイベントダイヤルまたはイ
ベシスコード２１１１１６Ｂへ。
問市民生活安全課☎
☎７２４・４００３

家

族

介

護

者

教

室

免疫力アップのための食事のポイ
ントを栄養士がお話しします。
対南町田・鶴間・小川・つくし野・南つ
くし野在住で、自宅で家族を介護し
ている方日１２月１４日㈫午後２時～４
時場原公民館（南町田）定１５人（申し
込み順）申電話で南第１高齢者支援
センター（☎
☎７９６・２７８９）へ。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４０

子ども・子育て

オンライン離乳食講習会
（後期）
栄養士と歯科衛生士による３回食
への進め方と歯についての講話で

カワセミ通信
１７７

町田市長

石阪丈一

「暑さの秋」も、さすがに１１月近く
になってから、
「寒さの秋」に急に変
わりました。広袴不動尊の境内には
桜の大木があります。太い枝の枯れ
たところに樹洞ができているので、
古木と呼んだほうが良いかも知れま
せん。周りよりやや高い、朝一番に陽
の当たる梢にはさまざまな野鳥がや
って来ます。
ヒヨドリ、ムクドリ、コゲラ、アオ
ゲラ、オナガ、ときに小型の鷹のツ
ミ。先日、
「キュル、キュル」という大
きな鳴き声に、何がやって来たのか
と見ると、ワカケホンセイインコの
５～６羽が梢に止まりました。ワカケ
ホンセイインコは緑色の大型のイン
コの仲間です。飼育下の個体が逃げ
て野生化している外来種です。東京
都や神奈川県など主に関東地方に多
く生息していて、大田区や世田谷区
には塒があり、かなり遠くまで餌を
採りに移動しているようです。町田
市役所の境川をはさんだ向かいの鵜
野森あたりで見かけたこともありま
す。広袴不動尊に飛来した個体はど
こから来たのか、これからもワカケ
ホンセイインコに注目したいと思い
ます。
さて、１０月末に玉川学園前駅と玉
こずえ

問 問い合わせ

す。会場で開催している離乳食講習
会（後期）と同じ講話内容です。なお、
チャット機能を活用します。オンラ
インでの受講が難しい方は、会場開
催にご参加ください。会場開催と重
複しての受講はできません。
対８～１０か月児の保護者で、オンラ
イン（Ｗｅｂｅｘ）での受講が可能な方
日１２月１７日㈮午前１０時３０分～１１
時３０分定３０人（申し込み順）申１１月
１５日正午～１２月１日にイベシスコ
ード２１１１１５Ａへ。
問保健予防課☎
☎７２２・７９９６
生涯学習センター

「まぁいっか」と思える子育て（保育付き）
●知識をつければ楽になる！ 仲間
とおしゃべりしながら知識を増やし
て、比べない子育てを学ぶ連続講座
です。
対市内在住の全回参加できる０～４
歳の子どもがいる保護者日２022年
１月１９日、
２６日、
２月２日、
９日、
いずれ
も水曜日午前１０時～正午、全４回場
同センター内オリエンテーション、
心のクセに気付いて気持ちを楽に子
育てしよう、
「うちの子だけ？知れば
納得、発達のこと」
、振り返り講桜美
林大学准教授・小関俊祐氏、町田市子
ども発達センター心理発達相談員定
２０人
（抽選、結果は１２月１７日ごろ発
送）申１１月１５日午前９時～１２月１３
日午後５時に電話で同センター（☎
☎
７２８・００７１）
へ。保育希望者
（２０２２
年１月１日時点で８か月以上の未就学
児、抽選で１０人）は併せて申し込み
を（２月9日は親子同室で受講）。
アプリで見られる！

広報まちだ

川学園コミュニティセンターを結ぶ
「玉川学園前駅デッキ」と、デッキと
地上をつなぐ「エレベーター」が利用
開始となりました。コミュニティセ
ンターのエレベーターと合わせれ
ば、駅前の道路から２～３丁目方面
の、一段高い住宅地まで簡単に上が
ることができます。
町田市は、２０００年代に入って、市
内のＪＲ、小田急、東急、京王の各線の
駅について、バリアフリー化を進め
ています。基本的に車いすでの移動
ができることを目標に、鉄道駅舎及
び周辺道路のバリアフリー化を促進
するため、駅ごとに策定した「バリア
フリー基本構想」に基づき、整備を進
めています。鶴川駅でも、南北自由通
路で南北の移動を円滑にし、エレベ
ーターやエスカレーターなどが計画
されています。
バリアフリーの実際の工事は、少
し時間がかかりますが、これからも
高齢者、障がい者や妊婦さん等すべ
ての人が楽に移動できる、そうした
まちづくりを進めていきます。

ねぐら

玉川学園前駅デッキ
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子ども創造キャンパスひなた村

人 形 劇 を つ く ろ う
●巨大ビニラ、
現る！
対市内在住、在勤、在学の小学生～
１８歳の方日１２月１９日㈰午前９時３０
分～正午内ビニール袋で巨大操り人
形「ビニラ」を作る定１１人（申し込み
順）費３５０円申１１月１７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

障 が い 者 雇 用 セ ミ ナ ー
職場での雇用の事例などを紹介し
ながら、障がい者雇用を進めるうえ
での悩みや不安を取り除きます。併
せてハローワークから障がい者雇用
の現状について説明します。
対経営者・従業員日１２月９日㈭午後

２時～４時場町田商工会議所講ぜん
ち共済（株）
・榎本重秋氏、ハローワー
ク雇用指導官定３０人（申し込み順）
申氏名・事業所名を明示し、電話また
はＦＡＸで同会議所（☎
☎７２４・６６１４返
７２９・２７４７）へ。
問 障 が い 福 祉 課 ☎ ７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３
物語を追体験

聖蹟桜ヶ丘“聖地”巡礼ツアー
市では、周辺自治体と連携した観
光事業の一環として、多摩市にある
聖蹟桜ヶ丘駅周辺の人気アニメ映画
のモデル地と言われるスポットを巡
ります。プロカメラマンが同行する
ため、シーンを再現した写真を撮っ
てもらうこともできます。その他、都
内でも有数の“お酒の聖地”やケーキ
屋を巡り、買い物を楽しむことがで
きます。
対町田・稲城・多摩市在住、在勤、在学
の方で、アニメの聖地巡礼に興味の
ある方日１２月１９日㈰正午～午後４
時４５分ごろ（小雨実施）／集合・解散

交付しています

原動機付自転車のオリジナルナンバープレート

問市民税課☎
☎７２４・２１１３

は京王線聖蹟桜ヶ丘駅「青春のポス
～３時（各回とも同一内容）場町田市
ト前」講せいせき観光まちづくり会
生涯学習センター内電球の熱で温め
議座長・森田利夫氏定１５人（抽選）費
られた空気の力でまわるランプシェ
３０００円（食事代、お土産代、保険代
ードを作る講東京造形大学造形学部
等）申「多摩ウォーク 広報」と書き、 の学生定各６人（申し込み順）費８００
住所・氏名（ふりがな）
・携帯電話番号
円（材料費含む）
・年齢・性別、同行者の氏名（ふりが
●こども体験講座～カラフルなコラ
な）
・年齢・性別を明記し、１２月６日午
ージュペーパーで作ろう！かわいい
後５時までにメールで（株）ＪＴＢ東京
クリスマスツリー
多摩支店「南多摩３市イベント係」
対小学１・２年生とその保護者日１２月
（墳ｍｉｎａｍｉｔａｍａ＠ｊｔｂ．ｃｏｍ）へ。
１８日㈯午後２時～４時場町田市生涯
問（株）ＪＴＢ東京多摩支店☎
学習センター講女子美術大学芸術学
☎ ０４２・
部非常勤講師・しのだみほ氏定１２組
５２１・５５５０、町田市観光まちづくり
（申し込み順）
費１８００円
（材料費含む）
課☎
☎７２４・２１２８
●さがまちｗｅｂカレッジ～保育に
車ごと出店できる！
おける遊びと援助 子どもにとって
まちエコ・フリーマーケット出店者募集 「遊び」ってなんだろう？ Ｚｏｏｍ
によるオンライン開催です。
家庭で不要になったものをリユー
日２０２２年１月８日㈯午前１０時～１１
ス（繰り返し使う）する「まちエコ・フ
時５０分講和泉短期大学児童福祉学
リーマーケット」の出店者を募集し
科准教授・八代陽子氏定２０人（申し
ます。
込み順）費１０００円
日１２月１２日㈰午前９時～午後２時場
◇
町田リサイクル文化センター隣接地
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
定４０台（申し込み順）費２０００円申
に記入し、郵送またはＦＡＸでさがま
１１月１５日～３０日に電話でまちだエ
ちコンソーシアム事務局へ
（さがまち
コライフ推進公社（☎
☎７９７・９６１７）
コンソーシアムＨＰで申し込みも可）
。
へ。詳細は同公社へお問い合わせく
問同事務局☎
ださい。
☎042・７４７・９０３８返
問３Ｒ推進課☎
042・703・8536、町田市生涯学習
☎７９７・０５３０
センター☎
☎７２８・００７１

使 い 切 り 料 理 教 室

原動機付自転車（総排気量５０ｃｃ バープレートに変更することはで
以下・９０ｃｃ以下・１２５ｃｃ以下）に きません。
町田市オリジナルデザインのナン ※通常のナンバープレートは、忠
バープレートを市民税課（市庁舎 生・鶴川の各市民センターでも交
付していますが、オリジナルナン
２階）
で交付しています。
今回、下表のとおり番号を追加 バープレートは、市民税課のみで
します。通常のナンバープレート の交付です。
との選択制ですが、オリジナルナ ※今回追加するオリジナルナンバ
ンバープレートは、先着順で在庫 ープレートの交付は、新規登録・交
の中から希望の番号を選ぶことが 換ともに、１１月１６日㈫からです
できます。
また、
現在お持ちの通常 （先着順）。
のナンバープレートとの交換も可 ※詳細はお問い合わせください。
市HP オリジナルナンバー 検索
能です。
新規登録時、通常のナンバープ
レートとの交換時、いずれの場合
も無料で交付しています。なお、現
在お持ちのオリジナルナンバープ
レートを、新しいオリジナルナン

１２月・１月講座

オリジナルナンバー追加分

さ が ま ち カ レ ッ ジ

種

総排気量５０ｃｃ以下用

別 ( )内はプレートの色
総排気量50ｃｃ以下（白）
総排気量125ｃｃ以下（桃）

文字
ま
ま

※末尾が「04・09・42・44・49」の交付はありません。

追加ナンバー
7765～8079
4622～4831

市が所有している土地を一般競争入札で貸し付けします

問市有財産活用課☎
☎７２４・２１５１

入札参加案内、契約条件等の詳
細は、
「市有地貸付公募実施要領」
（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１２月２０日㈪
場市庁舎

※貸し付けについて質問がある場
合は、１１月１５日㈪～１８日㈭にメ
ールで市有財産活用課（墳ｍｃｉｔｙ
５２１０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
で受け付けます。
申１１月２４日～１２月８日に直接市
有財産活用課へ。郵送の場合は１２
月１日まで（必着）に提出してくだ
さい。

貸付予定物件
物件
所在・地番 地
番号

目 地積（㎡） 用途地域

貸付期間

１

森野１丁目
第 一 種 中 ２０２２年４月
１０３７番地 雑種地 １８８０．６８ 高 層 住 居 １日～２０２７
１の一部
専用地域 年３月３１日

2

森野１丁目
1037番地 雑種地
１の一部

400

指定用途

最低貸付価格
（月額）

駐車場

８１万４０００円

第 一 種 中 2022年4月
自転車等
高 層 住 居 1日～2027
17万4000円
駐車場
専用地域 年3月31日

※事情により貸し付けを中止、または一部変更する場合があります。

生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催

食品ロス削減をテーマにした料理
教室です。食材の使い切り方法や上
手なアレンジ方法など、料理中に出
るごみを減らすポイントを、実践を
交えて紹介します。
対市内在住の小学６年生以下のお子
さんのいる方日１２月１０日㈮午前１０
時～正午場町田市民フォーラム講ク
ッキングスペースアミューズ主宰・
峯岸照子氏定１５人（申し込み順）費
２００円申１１月１７日正午～３０日にイ
ベントダイヤルまたはイベシスコー
ド２１１１１７Ｂへ。保育希望者（１歳以
上の未就学児、申し込み順に３組）は
併せて申し込みを。
問３Ｒ推進課☎
☎７９７・０５３０

３水 ス マ イ ル ラ ウ ン ジ
●まちだの粘土で、土器づくり 縄
文時代の町田は土器の生産地でし
た。鶴川周辺でもたくさんの土器が
出土しています。今回は小皿または小
さな花器を作ります。
でき上がった作
品は、後日、焼成してお渡しします。
日１２月１５日㈬午前１０時～正午場和
光大学ポプリホール鶴川講陶芸アト
リエ主宰・安諸一朗氏定２０人（申し
込み順）費５００円（材料費、焼成を含
む）申１１月１８日午前９時から電話で
同センター（☎
☎７２８・００７１）へ。

プレママ・パパクラ
ス、乳幼児・母性相談
母乳育児相談、離乳
食講習会等のご案内

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）。
●こども体験講座～学生講師プログ
ラム 熱の力で動く「くるくるイル
ミネーション」をつくろう！
対小学３～６年生日１２月１８日㈯、午
前１０時３０分～正午、午後１時３０分

開催日等の詳細
は右記二次元バー
コードをご確認く
ださい。
問保健予防課☎
☎７２５・５４７１

公開している会議
会議名
町田市環境審議会

日

時

会

傍聴のご案内
場

定

員

申し込み

11月29日 ま で に
市庁舎
11月30日 ㈫
3人
☎724
環境政策課（☎
※会場の詳細は申込
（申し込み順）
午後6時～8時
・4386）へ
時にお伝えします。

町田の野菜や農を楽しもう

まちだＶＥＧＥＨＵＢフェスタ開催中！

問土地利用調整課☎
☎７２４・４２５４

ネットショップを活用して、町
田産の野菜を直接自宅へお届けす
る地産地消の取り組みや、農家さ
んの畑を訪問して少しだけ農業を
体験するイベント、畑を会場にし
たイベントなど、町田の野菜や農

を楽しむフェスタを実施中です。
各イベントの実施日等の詳細
は、同フェスタHP（右
記二次元バーコード）
でご覧いただけます。
日程１２月１９日㈰まで

6

2021．11．15

催し・講座

犬と楽しく暮らすための

基

礎

講

座

対犬を初めて飼育する方、これから
飼育を考えている方日１２月１４日㈫
午後２時～４時場町田市保健所（中町
庁舎）
内犬の健康管理、しつけ、飼育
マナー等を学ぶ講ダクタリ動物病院
まちだドギーリーグ院長・後藤理人
氏、
スマイルドッグクラブ・瀧浦祐子
氏定２０人（申し込み順）申１１月１６日
正午～１２月１２日にイベントダイヤ
ルまたはイベシスコード２１１１１６Ａ
へ。
問生活衛生課☎
☎７２２・６７２７
町田市民文化祭
「春の催し」

町田市民美術展出品者募集
２０２２年２月２６日 ㈯ ～３月６日 ㈰
（２月２８日は休館日）に国際版画美術
館で開催する、同展の展示作品を募
集します。
詳細は、出品規定（各市民センタ
ー、
各市立図書館、
生涯学習センター
等で配布）
をご覧ください。
対市内在住、在勤、在学、または市内
に美術活動拠点がある１８歳以上の
方展示内容絵画・版画・デザイン・彫
刻部門、手芸・工芸・写真・人形部門、
書道部門費１作品４０００円申込期限１
月１７日まで（消印有効）／新型コロ
ナウイルスの感染状況によって開催
を中止する場合は、出品申し込み済
みの方に個別に連絡します。最新の
情報は、町田市文化協会ＨＰまたは市
ＨＰをご覧ください。なお、美術展の
内容、
出品規定については、町田市民
美 術 展 事 務 局（ ☎ ０７０・３７８０・
５８６７）
へお問い合わせください。
問文化振興課☎
☎７２４・２１８４

小 野 路 宿 里 山 交 流 館
●①小野路宿寄席 お座敷で、落語
とかっぽれを楽しみませんか。
日１２月９日㈭午後１時３０分開演、２
時間程度（受け付けは午後１時から）
出演春風亭昇乃進、
萬来亭一柳、花見
亭一平、桜川櫻お伴定２０人（申し込
み順）

新型コロナウイルス感染防止のため、催し・講座は中止や一部変更になる場合があります
●②年末大野菜市
日１２月１９日㈰午前１０時～午後２時
内新鮮野菜の販売（売り切れ次第終
了）、屋台（豚汁、焼き団子、焼き芋
他）、ビンゴ大会
●③新春里山子ども習字展 小野路
周辺の子どもたちの習字作品を土蔵
で展示します。
日程２０２２年１月４日㈫～３１日㈪
●④春の七草寄せ植え体験＆七草粥
ランチ 孟宗竹の竹筒に寄せ植え
し、持ち帰りできます。体験後には、
七草粥のランチも用意しています。
日２０２２年１月５日㈬午前１０時～午
後１時定１０人（申し込み順）費１５００
円（材料費、昼食代）
●⑤リレー書き初め会 汚れても良
い服装でおいでください。書き初め
用の筆は用意しています
（持参も可）
。
日２０２２年１月１６日㈰午前１０時～午
後２時
◇
申①１１月２５日正午～12月6日④１２
月１６日正午～23日に、
イベントダイ
ヤルまたはイベシスコード①２１１１２５
Ｃ④211216Aへ②③⑤直接会場へ。
問同館☎
☎８６０・４８３５

町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン
●ツバキ展 日本ツバキ協会町田支
部の出展協力のもと開催します。写
真と生花の展示や苗木の販売もあり
ます。
日程１２月４日㈯、５日㈰
●「２０２１年 私のこの一枚写真展」
作品募集 ２０２１年に撮影したおす
す め の 写 真 を 募 集 し ま す（ 会 期 ＝
２０２２年２月１０日～２０日）。
定６０人（申し込み順）費３００円写真
サイズＡ４申写真裏面に応募用紙を
貼付し、曲がらないよう封筒等に入
れて、１２月５日㈰午前１０時から直接
同サロンへ（１人１点まで）。
◇
問同サロン☎
☎７３６・８２８１

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。

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１２月１１日㈯午後０時３０分～２時
３０分ごろ／受け付けは正午から場
サン町田旭体育館内ボッチャ、リズ
ム体操等（予定）講町田市スポーツ推
進委員定４０人（申し込み順）費１人
２００円（保護者も参加費が必要）申
１１月１９日正午～２９日にイベントダ
イヤルへ。
問スポーツ振興課☎
☎７２４・４０３６

まちだの体力向上プロジェクト

市

立

室

内

プ

ー

ル

〈臨時休館のお知らせ〉
健康増進温浴施設の稼
働準備のため、
１１月２９日
㈪は全館休館となります。
問同プール☎
☎７９２・７７６１

サ ン 町 田 旭 体 育 館
●バドミントン初級者向け～個人課
題別レッスン
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日１２月１３日～２０２２年３月２８
日の月曜日（１月３日、１０日、１７日、２
月７日、２１日、３月７日、２１日を除
く）、午後６時～８時４５分定各６人（申
し込み順）費１５００円申１１月１５日午
前１０時～１２月１２日午後９
時に電 話 で 同 館
（ ☎ ７２０・
０６１１）
へ／個人単位で申し
込み

●「ゼルビーもチャレンジ！おうち
でできる親子のちょっぴりダンス」
動画配信 新型コロナウイルス感染
防止のため、自宅にこもりがちの２
～３歳くらいの幼児と保護者に向け
た身体を楽しく動かせる動画です。
市ＨＰ（右記二次元バーコ
ード）から視聴できます。
公開日１１月１５日㈪
●「運動不足をやっつけろ！わくわ
くリズム運動」教室 誰でも楽しく、
簡単なリズムに合わせて遊びながら
身体を動かします。
対市内在住、在学の小学１～３年生日
１２月２２日㈬午後３時～３時４０分場
子どもセンターただＯＮ講町田ゼル
ビアスポーツクラブダンスインスト
ラクター・ＣＨＥＭＩ氏定２０人（申し込
み順）申１１月１７日正午～１２月２０日
にイベントダイヤルまたはイベシス
コード２１１１１７Ａへ。
◇
問スポーツ振興課☎
☎７２４・４０３６

●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（☎
☎８５０
・６６３０）へ（同公園ＨＰで申
し込みも可）。

市

野

ち

立

ぇ

総

み

合

体

育

館

●お楽しみフィットネスプログラム
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
の方日毎週金曜日、午後７時３０分～
８時３０分／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
い合わせください定２５人（先着順）
費大人３１０円、６５歳以上・障がい者
１００円／別途公開指導料として１００
円が必要
問同館☎
☎７２４・３４４０

〈アリーナ利用中止のお知らせ〉
2022年１月５日㈬～２月１５日㈫
は、同館アリーナの照明交換工事
のため、施設の利用を中止します。
問公園緑地課☎
☎７２４・４３９９

鶴

間

津

公

田

園

公

園

●日本サッカー名蹴会「大人のサッ
カークリニック」～シニア向けサッ
カー教室
対３５歳以上の方日１１月２３日㈷午前
９時～１１時講日本サッカー名蹴会会
長・金田喜稔氏定５０人（申し込み順）
費３０００円（保険料込み）申１１月１５
日午前９時から電話で同公
園（☎
☎７36・3131）へ（同公
園ＨＰで申し込みも可）。

「暮らしに関する相談」は、毎月15日号に
1か月分をまとめて掲載しています

暮らしに関する相談

今後の開催状況については、市ＨＰ（右記二次元バーコード）
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、①～⑪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
①法律相談

称

日

時

月～金曜日
相談時間はお問い合わせく
（11月22日～26日を除く) ださい

対

象

市内在住の方

申し込み等
前週の金曜日から電話で予約
※11月19日は予約受付を行いません。次回
分は11月26日から受け付けます。

11月17日、24日、
午後1時30分～4時
相談日の1週間前から電話で予約
12月8日㈬
③人権身の上相談
11月19日、26日、
電話で市民相談室
午後1時30分～4時15分
電話予約制（随時）
（人権侵害などの問題）
12月3日、10日㈮
☎724・2102）へ
（☎
④国税相談
11月16日、12月7日㈫
⑤不動産相談
12月14日㈫
⑥登記相談
11月18日、12月2日㈭
午後1時30分～4時
電話予約制（次回分まで受け付け）
市内在住の方
⑦行政手続相談
11月25日、12月9日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談
12月1日㈬
☎042・679・1082）へ
⑨少年相談
12月14日㈫
午前9時～午後4時
事前に電話で八王子少年センター（☎
⑩国の行政相談
12月7日㈫
電話で市民相談室
午後1時30分～4時
電話予約制（次回分まで受け付け）
☎724・2102）へ
（☎
⑪建築・耐震相談
12月1日㈬
⑫電話による女性悩みごと相談
月～土曜日
午前9時30分～午後4時
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎
☎721・4842）へ
（家庭、人間関係、女性への暴力等）
（祝休日、第3水曜日を除く）
（水曜日のみ午後1時～8時）
※法律相談有り＝要予約
市内在住、
在勤、
⑬電話による性自認及び性的指向
毎月第2水曜日
☎ 721・
電話で性自認及び性的指向に関する相談専用電話（☎
午後3時～8時
在学の方
に関する相談
（祝休日を除く）
1162）
へ
月～土曜日
午前9時～正午、
⑭消費生活相談
☎722・0001）へ
電話で消費生活センター相談専用電話（☎
（祝休日を除く）
午後1時～4時
⑮空家に関する相談
A=11月30日、B=12月14日、いずれも午後4時までに電話で住
A=12月13日㈪
午前9時～正午
市内に家屋を所有の方
（Ａ＝弁護士・宅地建物取引士、Ｂ＝
☎724・4269)へ
宅課（☎
B=12月27日㈪
（相談時間は50分）
（空家・居住中問わず）
司法書士・税理士・宅地建物取引士）
※いずれも祝休日の場合は翌火曜日に相談を実施。
②交通事故相談

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

市民の広場

●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２０２２年５月１５日号です。次回申込期間＝２０２２年２月
１日〜４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（市
検索
HPでダウンロードも可）。
市HP 市民の広場
問広報課☎
☎724・2101

「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
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。

おいでください
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検索

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
社交ダンス無料講習会
家計カフェ

し

名

日

初心者・中級以上は時間別

家計の事、一緒に考えてみませんか

第８回あさぎの会

日本画作品展

アンサンブル・ヴァリエ

街の小さなコンサート

お花の魔法使いＸｍａｓ生のモミ枝でスワッグ作り

時

会

１１月２２日㊊午後１時～４時

場

費

南市民センター

用

無料

連

絡

先

備考（対象等）

永山文子☎
☎７９５・５９６６

初めての方大歓迎お気軽に

１１月２５日㊍午前１０時～１１時４５分

町田市民フォーラム３階

２００円

町田友の会・石井☎
☎７２５・５０７２

定員５名・要予約

１１月２５日～２８日午前１０時～午後５時

国際版画美術館市民展示室

無料

中村☎
☎０９０・８４４１・５２８５

初日のみ午後１時から開催

１１月２７日㊏午後３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

１１月２８日㊐午前９時から、
午後１時から

玉川学園コミュニティセン
ター

３０００円

黒田☎
☎０９０・５３３３・８８４８

持ち帰り袋をご持参下さい

原発ゼロ、自然再生エネへの展望とお話とピアノ

１２月７日㊋午後１時３０分

町田市民フォーラムホール

８００円

柏木理男☎
☎７３４・８８３１

東日本大震災チャリティ夢の弦楽四重奏のしらべ

１２月１１日㊏午後２時３０分～４時３０分

町田市民フォーラムホール

２５００円

中丸重子☎
☎０９０・５８１３・８５３１

多摩川にて室内鑑賞石を探そう会参加者募集

１２月１９日㊐午前７時５０分集合

小田急線町田駅上り待合室

交通費実費 堀泰洋☎
☎０９０・８６８４・４７１６

仲

間

に

要予約

お話・城南信用金庫吉原氏
要予約

かしの木山ＮｅＸＴ主催
主催

武相愛石会

定期的に開催するサークル活動の会員募集

サークル名・活動内容

活動日時

話し方・聴き方を学ぶ会
男性料理教室クック・マスターズ
キッチン２１男性料理教室
全然話せない人の英会話
アリス英会話・米国教師初～中級会話
英会話デイジー 初心者対象
そのまま使えるドイツ語～旅気分
ふじの会書道教室
実務書道クラブ 書道一般・ペン字
秋津書道会
フラワーアレンジ プリザーブド
フラワーアレンジ １２月 花おせち
吟詠吟成会・声の衰えを防ぐ詩吟教室
吟詠洋風会 肺活アップで気分爽快
詩吟幸風会・喉と体幹に有効な詩吟
詩吟愛好会 健康に良い腹式呼吸吟詠
詩吟春風会声の衰えに役立つ発声吟詠
喉の筋肉・内臓を鍛える 詩吟教室
青少年詩吟教室・楽器で楽しい詩吟
ストレス解消や誤嚥予防の詩吟教室
波俳句会 町田支部 山田主宰指導
俳諧プラザ 俳句を学び、俳句で学ぶ
青山（セイザン）町田句会
短歌会たまがわ（初心の方も大歓迎）
読書サークル＂水の音＂ 読書会
角田光代 近代文学を読む会
日本舞踊サークル ひろきの会
フラサークル・リリア
フラサークル レフアフラクラブ
レイアロハ（フラダンス）
タンゴなど世界の音楽を楽しむ会
武術太極拳 山河
東京太極拳まちだ ２４式太極拳他
太極拳 拳（こぶし）
サークル初見月健康太極拳と健康気功
やえの会楊名時健康太極拳と詩吟の会
太極拳クラブ 悠悠
ポプリ太極拳 入門～２４式太極拳他
太極拳鶴川桜会 入門・初級太極拳他
桜台太極拳クラブ 初心者の方どうぞ
太極拳木曜会
ポトス太極拳クラブ
ゆったり筋のばしで柔らかな体に！！
さくら健康体操の会 楽しく元気に
つくし野剣道育成会 ５歳から
ハイキングクラブ山ぼうし
なでしこハーモニー町田
モロカイウクレレクラブ
Ｊｏｙ・ＬｅＬｅ（ジョイレレ）ウクレレサークル
ポプリギターアンサンブル
カスタネット 軽体操、骨盤体操も有
もずの会 シニアの易しいピアノ
俳画教室 顔彩で対象物の画を描く
囲碁サークル・町田石心会
楽碁会
写好会ＭＡＲＯ
写真同好会 フォト・キャッツアイ
町田映像クラブ～ビデオ作りを楽しむ
地図を知り 地図を楽しむ 地図の会
野菜花果樹の栽培と緑地管理と談笑
キルトサークル「アリス」
町田野鳥の会 バードウォッチング
七国山自然を考える会

毎月第１・３㊎午後７時～８時３０分
毎月第２㊌午前９時～午後３時
毎月第２㊊午前９時～午後１時
月３回㊌午後１時から、２時３０分から
毎月第１・２・４㊎午後７時～８時３０分
毎週㊋午後３時３０分～４時３０分
毎月第１・３㊍午後１時～４時
毎週㊍午前９時～正午
月２回㊍午後２時～５時
毎月第２㊋午前９時３０分～１１時３０分
毎月第３㊎午前１０時～正午
毎月第２㊍午後２時～３時３０分
毎週㊋午後１時～３時
毎月第１～４㊎午前９時３０分～正午
毎週㊍午前９時３０分～正午
月４回㊏午後１時３０分～３時３０分
月４回㊌午前１０時～正午
月３回㊋午後１時１５分～４時
毎月第１・３㊐午前９時３０分～正午
月３回㊎午前１０時～正午
毎月第１㊊午後１時～５時
毎月第２㊏午後２時～５時
毎月第３㊏午前１０時～正午
毎月第３（１・１２月第２）㊐午後１時～５時
毎月第２・４㊊午後１時～３時
毎月第３㊌午前１０時～正午
月２回㊏午後１時～３時
毎月第１～３㊊午前１０時～正午
月３回㊍午前１０時～１１時３０分
月４回㊊または㊎午後１時～３時３０分
毎月第４㊎午後２時～４時
毎週㊍午後１時３０分～３時３０分 他
毎週㊏午前１０時～正午
毎週㊎午前１０時～正午または午後１時～３時
月２回㊋午後１時３０分太極拳、３時気功
毎週㊊午後１時～４時
毎週㊏午後１時～３時
毎週㊏午後１時～３時
毎週㊍午後６時３０分～８時３０分
毎週㊌午後１時３０分～３時３０分
毎週㊍午前１０時～１１時３０分
毎週㊏午後７時～８時３０分
毎月第１・３㊌午前１０時～１１時３０分
月３回㊎午後１時３０分～３時
毎週㊐・㊗午前、㊌午後７時から
毎週㊏・㊐・平日 月１５回の山行
月３回㊌午前１０時～正午
毎週㊏午前９時３０分～正午
毎月第２・４㊐午後１時～５時
午後１時から
月４回（㊋㊏２回ずつ）
毎週㊌午前９時４５分～１１時１５分
毎月原則第４㊊午前１０時～正午
毎月第３㊎午前１０時～正午
毎月第１～４㊍午後１時～５時
毎週㊋・㊎午後１時～５時迄
毎月第２・４㊋午前９時３０分から
毎月第２㊏午後１時～５時
毎月第３または第４㊏午後１時から
毎月第１・３㊌午前１０時～正午
定例は毎週㊍午前９時～午後２時 他自由
月２回第１・３㊌午前９時３０分～正午
毎月第２㊐午前８時３０分～１０時３０分
毎週㊍、第１㊏、第３㊐

会

場

町田市民文学館
町田市民フォーラム３階
町田市民フォーラム調理室
高ヶ坂ふれあいセンター
わくわくプラザ町田
生涯学習センター他
町田市民フォーラム他
木曽山崎コミュニティセン
ター
生涯学習センター
生涯学習センター他
生涯学習センター学習室
木曽山崎コミュニティセン
ター
鶴川市民センター
成瀬コミュニティセンター
成瀬コミュニティセンター
成瀬コミュニティセンター
成瀬コミュニティセンター
生涯学習センター
成瀬コミュニティセンター
生涯学習センター
町田市民フォーラム
生涯学習センター他
玉川学園コミュニティセン
ター
玉川学園コミュニティセン
ター
町田市民フォーラム
生涯学習センター学習室５
木曽山崎コミュニティセン
ター
木曽山崎コミュニティセン
ター
生涯学習センター他
町田市民フォーラム４階
木曽山崎コミュニティセン
ター
忠生市民センターホール
木曽山崎コミュニティセン
ター他
木曽森野コミュニティセン
ター他
成瀬コミュニティセンター
南大谷さくら会館
木曽森野コミュニティセン
ター
和光大学ポプリホール鶴川
鶴川第四小学校体育館
忠生市民センター
木曽森野コミュニティセン
ター
成瀬コミュニティセンター
鶴川市民センター和室
鶴川市民センター
市立総合体育館他
丹沢、奥多摩他
成瀬コミュニティセンター他
生涯学習センター他
生涯学習センター他
和光大学ポプリホール鶴川
わくわくプラザ町田他
木曽森野コミュニティセン
ター
本町田住宅集会所
生涯学習センター他
なるせ駅前市民センター
生涯学習センター
なるせ駅前市民センター
生涯学習センター他
生涯学習センター他
金井５号緑地
生涯学習センター学習室
忠生公園
七国山保全地域

費

用

入会無料・月２０００円
入会１０００円・月１０００円
入会無料・月１５００円
入会５００円・月１５００円
入会２０００円・月３５００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月１５００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３５００円
入会無料・月２０００円
入会無料・月無料
入会１０００円・月無料
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会１０００円・月３０００円
入会無料・月１０００円
入会１０００円・月３０００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月１２００円
入会無料・月５００円
入会無料・月９００円
入会無料・月無料
入会２０００円・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月２００円
入会無料・月１５００円
入会１０００円・月３５００円
入会２０００円・月２５００円
入会無料・月２２００円
入会１０００円・月２５００円
入会２０００円・月２０００円
入会３０００円・月３０００円
入会２０００円・月２０００円
入会無料・月２０００円
入会１０００円・月２０００円
入会１０００円・月２０００円
入会無料・月８００円
入会１０００円・月２０００円
入会３０００円・月２０００円
入会１０００円・月８００円
入会無料・月３５００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月５００円
入会無料・月１０００円
入会１０００円・月２０００円
入会１０００円・月２８００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月４００円
入会無料・月３００円
入会無料・月１７００円
入会無料・月７００円
入会無料・月７００円
入会無料・月２５００円
入会無料・月無料
入会無料・月２５００円
入会無料・年１０００円
入会無料・年１０００円

連

絡

先

田村☎
☎０９０・８８４４・９８０１
橋本☎
☎返７２５・９５０７
徳弘☎
☎０９０・４４１７・９１６２
長屋☎
☎０９０・４９２７・６３９０
河野☎
☎０８０・５０３８・５２２９
遠井☎
☎７９５・９９５２ 要電話
ドイツを知る会ビッテ☎
☎７９７・６４８８
森☎
☎０９０・６５０８・７２５３
中村☎
☎０９０・２７６６・１５０６
松井☎
☎０９０・５５２７・１９４６
四季彩・置地☎
☎０８０・１０７０・９７２０ 要電話
八木沢☎
☎０９０・８０４６・５９３５
宮内☎
☎７３５・６９１９
佐藤☎
☎７２８・９４９０
小市☎
☎７２６・１５２８
川添☎
☎７２８・０４６８
松沢☎
☎７２２・１０８８
阿部☎
☎０９０・４３６０・１７２５
川添☎
☎７２８・０４６８
小磯☎
☎０８０・１０４６・３９６６
原口☎
☎返７２６・２０３５
南成瀬・田中☎
☎７２６・５９６４
山岸☎
☎７２３・９０８０
杉本信道☎
☎７２０・６８２０ 留守電あり
相澤☎
☎７２６・８３５８
斉藤☎
☎７９２・４５８５
正木☎
☎０７０・６５５６・１１６５
クロダ☎
☎０９０・９６８６・２５０５
小林良子☎
☎０９０・７２１９・４２７０
泉☎
☎０８０・４３５６・１１７１
中村☎
☎０７０・５５７５・５０２３
神崎☎
☎７９３・４８３６
中村☎
☎７９３・４４４８
伊藤☎
☎７３６・６８３４
津曲淳子☎
☎７２６・９３６６
篠田八重子☎
☎７２５・８２７９
島田☎
☎０９０・１７０２・０８３２
青木☎
☎７３５・７４６８
楊陽☎
☎０８０・４３６１・６５２３
高橋☎
☎７９７・８４８８
藤沼☎
☎７２７・４６３５
山岸☎
☎７２３・９０８０
健康体操ひまわり浜川☎
☎７３５・０３８８
後藤☎
☎７３５・１８６５
石松☎
☎０９０・３２０２・７４４９
☎０９０・８６４５・７１６４
萩生田☎
酒井享子☎
☎７３５・７９８０
生田☎
☎０９０・４９２４・６４３８
佐藤☎
☎０８０・４３６１・３１２４
笹川☎
☎０９０・３９１３・９３１３
星崎☎
☎７８５・４６０７ 要電話受付
タカノ☎
☎０８０・８８７２・３５０７
荻山☎
☎８１４・３６５３
等々力☎
☎７９６・３０１４
吉田尚弘☎
☎７２６・１１２８
助政千尋☎
☎０９０・４７６３・９１６４
近藤☎
☎０８０・５６７５・３５５２
鳥井☎
☎０９０・２３１１・０３２８
村山☎
☎７２３・９００８
小林☎
☎０９０・３５９３・８８８７ 要電話
アリス☎
☎７９５・２３２６ 要申込
森下悟☎
☎０７０・１４７６・３３７７
☎０９０・８８４０・０６３７
塩田善孝☎

備考（対象等）
見学無料、初心者大歓迎
リタイアやテレ勤務の男性
催物多数地域ふれあいを
見学可・要予約
楽しく学びます・体験無料
見学可 ＣＤで英会話訓練
初心者も歓迎
会場はＢ館２階です
初めての方も！無料体験有
初心の方も楽しく書けます
花材費のみ、一回のみ可
要電話 材料費のみ
無料講習・お気軽にどうぞ
１回無料講習参加大歓迎
明るい教室です
１１月は㊊午後１時３０分から
お気軽にご見学ください
気軽に体験においで下さい
腹式呼吸大きな声を出そう
初心者歓迎します
初心者歓迎 見学可
お気軽においでください
俳句結社「青山」主宰指導
美しい日本語を学ぶつどい
直接会場におこしください
見学体験可
無料体験実施中
ベーシックからしっかり
無料体験１１月２２日午後１時
太極拳は生涯スポーツです
お気軽におこしください
随時見学可（無料）要連絡
無料体験有 種目の選択可
体を動かし声を出し健康に
初心者歓迎！自由に見学ＯＫ
初めての方無料体験あり
初心者歓迎 駐車場有り
足裏使って練習してます
楊名時太極拳 初心者歓迎
楊名時太極拳 初心者歓迎
どなたでも 見学体験歓迎
指導：町田リズム運動連盟
ホームページご覧下さい
近郊の山登りを楽しむ方
楽しくご一緒に！見学歓迎
ウクレレと歌をご一緒に！！
ウクレレで少しハワイ気分
初級体験講座も有ります
中高年向き 見学者大歓迎
音符の読める方
見学お気軽に
３名以内・元気な方優先
男女初級者～高段者
女性歓迎 年２回展示会
お電話下さい、初心者歓迎
今尾恵介先生のご指導です
見学歓迎 気軽に参加乞う
お家時間を楽しみましょう
初心者歓迎 見学ＯＫ
見学ＯＫ、要予約
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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。

ＳＤＧｓ協働推進に関する協定を
締結
問企画政策課☎
☎７２４・２１０３
市では、持続可
能な循環型社会の
実現を目指し、１０
月２７日に（一社）
町田青年会議所と
「ＳＤＧｓ協 働 推 進
に関する協定」を
締結しました。
同団体は、地域 左から、町田青年会議所理事長・伊藤秀俊
氏、町田市長
の発展を目指して
活動しており、今後は連携して、ＳＤＧｓに関する情報発信
や普及啓発活動を行います。

問文化振興課（二十祭まちだ実行
☎７２４・２１８４
委員会事務局）

２回に分けて開催します
今年度の町田市成人式「二十祭まちだ
２０２２」は、下表のとおり２部制（入れ替え
制）とし、新型コロナウイルス感染防止対
策を講じたうえで開催します。また、新た
に事前予約制の導入を予定しています。
詳細は、１２月上旬に発送する案内状を
ご覧ください。

なお、感染状況等により、開催を中止す
る可能性があります。
最新の情報は、市ＨＰをご覧ください。
対２００１年４月２日～２００２年４月１日生ま
れの方
日程２０２２年１月１０日㈷
場市立総合体育館

町田第一中学校・町田第二中学校・町田第三中学校・南大谷中学
校・南中学校・つくし野中学校・成瀬台中学校・南成瀬中学校・薬
師中学校の通学区域（学区）に居住する新成人
鶴川中学校・鶴川第二中学校・真光寺中学校・金井中学校・忠生中
第２部※
学校・山崎中学校・木曽中学校・小山田中学校・小山中学校・堺中
（午後２時３０分～３時）
学校・武蔵岡中学校の通学区域（学区）に居住する新成人
※それぞれ１時間前に受付開始。
第１部※
（午前１１時３０分～正午）

心は密に想いはひとつ〜届けよう「まちカフェ！」から元気を
問
「まちカフェ！」実行委員会事務局（町田市地域活動サポートオフィス）
☎７８５・４８７１、町田市市民協働推進課☎
☎７２４・４３６２
道の「氣」の理論と、この先もずっと健康で楽しく暮らす
ヒントを学びます。
日１１月２７日㈯午前１０時～１０時５０分
第二部：出展団体ブースめぐり
出展団体の魅力をスタッフが紹介します。
日１１月２７日㈯午前１１時～正午（観覧は午後３時まで可）
【素敵な出会い、盛りだくさん！
「まちカフェ！」マルシェ】
日１１月２７日㈯午前１０時～午後３時
場ぽっぽ町田
内参加団体の皆さんが制作した商品の販売・小物づくり
などのワークショップを実施予定
※各団体の魅力や商品についてオンラインでも紹介しま
す。
配信方法ＹｏｕＴｕｂｅ「まちカフェ応援」アカウン
ト（右記二次元バーコード）でご覧ください。

市民センターでマイナンバーカードの申請を受け付けます
現在、
マイナンバーカードは、身分証明書として
の利用、コンビニエンスストアでの住民票等の発
行、健康保険証としての利用開始など活用シーン
が拡大しています。
マイナンバーカードの申請をしたことがない市
民の方を対象に、
各市民センターで、申請受付を実
施します
（電話予約制、右表参照）。
当日は会場で申請用写真を無料撮影しますので、
その場でカードの申請ができます。申請をした方に
は、
ドラえもんグッズをプレゼントします。

衆議院議員選挙

開票結果

１０月３１日㈰に衆議院議員選挙が執行されました。 投票率
衆議院
（小選挙区選出）議員選挙の投票率及び開票 東京都全体
57.21%
結果は各表のとおりです。

町田市
57.92%

衆議院
（小選挙区選出）議員選挙 東京都第２３区（町田市・多摩市）開票結果【定数１】
順位
候補者名
1
小倉 まさのぶ
2
伊藤 しゅんすけ

党派名
自由民主党
立憲民主党

市民センター申請受付一覧

※カードの発行には１か月半程かかります。
実施時間 午前の部＝午前１０時、１０時３０分、１１
時、１１時３０分からの各３０分、午後の部＝午後１時
３０分、２時、２時３０分、３時からの各３０分
定員各回２０人（申し込み順）
申電話で予約受付ダイヤル（☎
☎７３２・３８８８）へ。
※毎週月曜日、祝休日、１１月２１日は電話受付休
止。
※電話予約受付期間中でも定員に達した時点で受
け付けは終了となります。

問選挙管理委員会事務局☎
☎７２４・２１６８

得票数（町田市開票区） 得票数
（東京都第23区） 結果
105,576
133,206
当選
96,860
126,732
※
※比例代表選出により当選
広

問市民課☎
☎８６０・６１９５

実施日

会

場

１１月３０日㈫ 堺市民センター

電話予約受付期間
１１月１６日～２７日

１ ２ 月 ２ 日 ㈭ 鶴川市民センター １１月１８日～２８日
１ ２ 月 ７ 日 ㈫ 小山市民センター
１２月１４日㈫

１１月２４日～１２月
４日

なるせ駅前市民セ １１月３０日～１２月
ンター
１１日

１２月１６日㈭ 忠生市民センター １２月２日～１２日
１２月２３日㈭ 南市民センター

１２月９日～１８日

新型コロナワクチン接種情報
問新型コロナワクチン接種相談コールセンター☎
☎７３２・３５６３
受付時間＝毎日午前８時３０分～午後７時
ワクチン情報の詳細は同コールセンターにお問
い合わせいただくか市ＨＰ（右記二次元バーコー
ド）をご覧ください。

告

生垣剪定

（長さ1m×高さ2m)

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。
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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）。

今年で１５回目を迎える「まちカ
「まちカフェ！」初日にスペシャルイベントを開催します
フェ！」
は、市内で活動するＮＰＯ法
人や市民活動団体、地域活動団体 【地域の仲間・居場所づくり オトパｉｎまちだ】
などが交流を深め、市民の皆さん
「オトパ」とは、
「お父さん・お母さん、ともにおかえりな
が地域活動を始めるきっかけとな さいパーティ」を略した言葉。仕事や家事等が一段落し、
ることを目指すイベントです。
第二の人生を歩み始める方を対象にした、地域に出て自
今年はオンラインや市内会場で 分の居場所や仲間を作るイベントです。講演会と地域活
の分散開催形式で１６日間にわた 動をしている団体を紹介する２部構成で実施します。
って開催します。
日１１月２７日㈯午前１０時～正午
イベントの詳細は、
「まちカフェ 場町田市民フォーラム３階
定４０人（申し込み順）
！」専用ＨＰ（右記二次元
申電話で同事務局（☎
バーコード）
をご覧くだ
☎７８５・４８７１）または右
さい。
記二次元バーコードで申し込み
開催期間１１月２７日㈯～１２月１２ 第一部：講演会｢日常生活を豊かにする“氣”の活用法」
日㈰
（特）氣の活用コム理事長・岡村隆二氏をお招きし、合気

今号の広報紙は、 万２９８６部作成し、１部当たりの単価は

町田市市民協働
フェスティバル
「まちカフェ！」

町田市成人式「二十祭まちだ２０２２」

