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地球 に 優 しい 都市型ごみ処理施設 稼働
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問 環境政策課
（環境政策に関すること）
☎724・4379
☎724・4384
循環型施設整備課（施設整備に関すること）
資源循環課
（施設運営・見学に関すること）☎797・2732

新年によせて

町田市長 石阪

丈一

明けましておめでとうございます。

昨年も長引く新型コロナウイルス

感染症の影響を大きく受けた１年で

（前月より85 人減）／ 世帯 ： 202,948 世帯（前月より59 世帯増）
人口 ： 430,533 人（ 男：210,567人・女：219,966人）

した。ワクチン接種が進んだことで、
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気を緩めることができない状況です。
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います。

このような中、町田市の脱炭素施

策推進拠点の１つとなる「町田市バ

イオエネルギーセンター」が、本日１

月１日に本稼働しました。当センタ

ーでは、ごみの焼却熱を利用した高

効率な蒸気発電のほかに、家庭から

出された生ごみ等を発酵させて得ら

れるメタンガスを利用したバイオガ

ス発電を行います。これらの発電に

よって、温室効果ガスを大きく削減

することができるようになります。

当センターの開所に当たり、地域

の皆様の多大なるご理解とご協力を

人口と世帯（外国人含む）

いただきました。この場をお借りし
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新しい施設の
市内のごみ処理施設である町田リサイクル文化センターは、
1982年に運転を開始し老朽化が進みました。将来にわたり安定し
たごみ処理を安全に行っていくため、2017年から新たなごみ処理
施設の整備を始め、いよいよ2022年1月に町田市バイオエネルギー

４

センターとして本稼働しました。
市では、市民の皆さん、事業者の皆さん、行政の協働のもとにごみ
の更なる減量や資源化に取り組み、未来につながる持続可能で環境
負荷の少ない街を目指していきます。

生活環境に優しい

⃝最新の技術で厳しい環境基準をクリア　
⃝ごみから生じるエネルギーを活用した高効率発電

町田市バイオエネルギーセンタ
ーは、地域の方々と取り決めた厳
しい排ガス規制値を守りながら安
全に運営し、ごみ焼却で生じたエ
ネルギーを発電に利用する、環境
に優しい施設です。

1日のごみ処理能力

258t

焼却施設＝

×約130台分

バイオガス化施設＝

東日本で初の導入！

バイオガス化施設を併設

燃やせるごみから機械選別装置で
生ごみ等を取り出し、発酵槽と呼ば
れる大きな筒状の設備に投入しま
す。発酵槽でごみを発酵させてメタ
ンガスを主成分とするバイオガスを
発生させます。このガスから不純物
を取り除き、発電機の燃料として利
用します。

50ｔ

×約25台分

47ｔ

⃝災害が発生しても安全に稼働　
⃝災害発生時は地域の防災拠点として機能
⃝災害時も施設で必要な電力を100％確保
災害による被害の状況に応じ、段階的に電力を確保し、施設で必
要なすべての電力をまかなうことが可能です。また、施設の中で復
旧が早いバイオガス化施設を最大限活用し、災害発生後も継続し
てごみ処理が行えます。

コミュニティ機能の充実

⃝施設見学や環境学習などのサービスを実施
⃝会議室など市民が利用できる施設を併設
町田市のごみ処理の歴史や処理方
法などを実際の設備を見ながら楽し
く学べる施設見学や、環境学習を実
施します。また、市民の方が利用で
きる会議室などもあり地域活動など
に利用できます。

クレーンのトリックアート

⃝稼働状況を情報公開
⃝地域社会の活性化に貢献

＝

新しい施設の特徴
焼却熱を利用した蒸気発電とバイオガ
ス発電により、1日当たり約8万4000キ
ロワットアワーの電力を作り出すことが
できます。これは一般家庭の消費電力に
換算すると、約8400世帯分に相当しま
す。今までの施設と比較すると、ごみ１ト
ン当たりの発電量は、約1.7倍になりま
す。
また、
ごみ焼却の余熱は室内プールの
敷地内に4月にオープンする健康増進温
浴施設でも利用されます。

災害に強い

安全で安定的な運営

不燃・粗大ごみ処理施設

⃝発電量は前施設の1.7倍

つの特徴

⃝公設民営で運営

施設整備から運営まで約20年
間、一括して民間事業者に委託す
る「ＤＢＯ方式」で運営します。

市民の皆さんが安心して生活できるように、稼働状況を広く情
報公開します。また、市民の皆さんが親しみを感じることができる
ように、地域社会の活性化に貢献できる施設運営を行います。

⃝地球にやさしい

石油や石炭などの化石燃料を使
用せずに発電する施設なので地球
温暖化の原因とされる二酸化炭素
の排出量を削減できます。

新しい熱回収施設の運営に向けて

町田市バイオエネルギーセンターは、建設に当たり、周辺住民の代表で構成す
る地区連絡会等で周辺住民の皆さんと話し合い、施設に求めるコンセプトを協
働でまとめてきました。
町田リサイクル文化センター周辺地区連絡会 会長

高橋

清人氏

今までの老朽化した施設から技術面でも最新のきれいな施設
となり、地元としては今後安定して運営されることを、期待して
います。この施設を、子どもたちが見学することで、ごみ問題や
もう少し広くいえば地球の環境問題に、小さい頃から関心を持
ってもらい、将来町田市全体の環境意識や環境レベルが上がる
ことを期待しています。
施設の紹介やインタビューの内容は町田市公式
動画チャンネルでも配信中！
「生まれ変わった町田市バイオエネルギーセンター」

町田市環境シンポジウム2022

「脱炭素社会に向けた町田市のまちづくり」をテー
マにトークセッションを行います。また希望者を対
象に、プレイベントとして町田市バイオエネルギー
センターの工場見学も行います。

日
場
申
問

きれいな地球を未来へ残すために
私たちができること
Q.バイオガス化施設ができたら、生ごみの減量は必要なくなるの？
A.いいえ。生ごみの量は、バイオガス化施設の処理量を超えてい
ます。お店では食べられる分だけ注文する、自宅では食べられ
る分だけ作るなど、生ごみの減量に向けて引き続き皆さんのご
協力が必要です。
Q.プラスチックをたくさん焼却してエネルギーを多く回収した方が
いいの？
A.いいえ。プラスチックを焼却する際に排出される温室効果ガス
は、地球温暖化の一因であると考えられています。マイボトル
やマイバッグを利用するなど、プラスチックごみの減量に向け
て引き続き皆さんのご協力が必要です。

「脱炭素社会に向けた町田市のまちづくり」

１月29日㈯午後２時～４時30分（工場見学は午後1時から）
町田市バイオエネルギーセンター 定 60人（抽選、結果は１月20日ごろ送付）
☎724・5656）またはイベシスコード２２０１０５Ｃ
１月５日正午～11日にイベントダイヤル（☎
☎724・4386
環境政策課☎

市役所代表

辺０４２・７２２・３１１１

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。

健康案内

「新たな国民病」を防ぐ！腎臓を守るための食事
腎臓をいたわる食事の講話です
（試食有り）
。たんぱく質や水分の摂
取制限がある方に向けた内容ではあ
りません。

返０４２・７２４・５６００

番号間違いにご注意ください

対市内在住の１８歳以上の方日１月
２８日㈮午前１０時～１１時３０分場健
康福祉会館定１６人（申し込み順）費
２００円（食材費）申１月５日正午～２０
日 に イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル（ ☎ ７２４・
５ ６ ５ ６）ま た は イ ベ シ ス コ ー ド
２２０１０５Ｂへ。
問保健予防課☎
☎７２２・７９９６

募 集

町田市市民センター等の未来ビ
ジョン推進委員会市民委員
昨年３月に策定した「町田市市民
センター等の未来ビジョン」の具体
的な取り組みを検討し、円滑な推進
と計画の進 捗 管理を行うことを目
的とした委員会を立ち上げます。そ
の構成員として市民委員を募集しま
す。詳細は募集要項をご覧ください。
対市内在住で、市の他の審議会や懇
談会等の委員と重複していない方任
期委嘱日から２年募集人数２人選考１
次＝書類、２次＝面接／結果は応募
者全員にお知らせします。申込書は
返却しません申申込書を１月１４日午
後５時まで（消印有効）に直接、郵送、
ＦＡＸまたはメールで市民総務課（市
庁舎２階、返０５０・３０８５・６５５１墳ｍｃ
ｉｔｙ５３２０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
へ。募集要項、申込書等は市ＨＰでダ
ウンロードできます。メールや郵送
を希望する方は、市民総務課へご連
しん ちょく

病 児 保 育 施 設 職 員（ 保 育 士 ）
詳細は施設へお問い合わせくださ
い。
対有資格者
○はやしクリニックキッズケア・ル
ーム
（☎
☎７９３・３７２２）
＝保育士
（パート）
問子育て推進課☎
☎７２４・４４６８

お知らせ

ご意見を募集します

中学校給食センター整備に関する基本的な考え方
市では、現在選択制で中学校給食
を提供していますが、共働き家庭の
増加などの家庭環境の変化や、食の
多様化が加速する中、今後、全員給食
の導入を目指し、給食センターを整
備することを計画しています。この
度、３月に策定予定の「（仮称）町田市
中学校給食センター整備基本計画」
の骨子となる「中学校給食センター
の整備に関する基本的な考え方」を
取りまとめました。給食センターの
整備について市民の皆さんから広く
ご意見を伺うため、給食センター整
備に関する基本的な考え方について
意見募集を実施します。資料は市ＨＰ

民 生 委 員・ 児 童 委 員
担当地区は次のとおりです。なお、
その他の担当はお問い合わせくださ
い。
地区・地域①南第一・金森５丁目、６丁
目２２～５１②南第一・南町田３・４丁目
担当委員氏名①水口久美香（新任）②
阿部優美子（新任）
問福祉総務課☎
☎７２４・２５３７
問議会事務局☎
☎７２４・２１７１

【経歴】昭和３１年生まれ（６５歳）。市議当選連続５回。災害対策委員会委
員長、町田市交通政策特別委員会委員長、議長などを歴任

ワクチン情報の
詳細はこちら▶

公開している会議

■１月７日、
１４日に追加接種（３回目）の接種券を発送します
【対象】
昨年６月２１日～７月２０日に２回目の接種を完了した方（１８歳以上）
【３回目接種が可能となる日】
２回目接種日から８か月経過した日以降
接種券が届き次第、予約を取ることができます。
３回目の接種を受けられるのは、２回目の接種日から８か月経過した日
以降になりますので、ご注意ください。詳細は接種券に同封する書類をご
覧ください。
■追加接種
（３回目）特集号を全戸に配布します
追加接種（３回目）に関する情報を掲載した特集号（追加接種〔３回目〕の
おしらせ）
を、
１月８日～１５日に全戸に配布します。
◀市内の感染者数等の情報は  ※この記事の内容は昨年
１２月２３日現在の情報
こちらからご覧いただけます
です。

職種

新たに委嘱されました

議長に佐藤伸一郎氏が就任

現在、
追加接種
（３回目）の接種券を順次発送しています。

会計年度任用職員募集

に掲載するほか、下記の窓口で閲覧
及び配布しています。
資料の閲覧・配布保健給食課（市庁舎
１０階）、広聴課、市政情報課（市庁舎１
階）、各市民センター、各連絡所
ご意見の提出方法書式（様式は自由）
に住所・氏名・電話番号、件名に「意見
募集」と明記し、１月４日～２４日（消
印有効）に直接、郵送、ＦＡＸまたはメ
ールで保健給食課（市庁舎１０階、返
０５０・３１６１・８６８１墳ｍｃｉｔｙ５２２０＠
ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ（資料を
配布している窓口に直接提出も可）。
意見提出の際の注意事項等詳細は、
お問い合わせください。なお、寄せら
れたご意見の概要及び市の考え方
は、個人情報を除き、３月ごろに市ＨＰ
で公表します。
問保健給食課☎
☎７２４・２１７７

町田市議会は、
昨年１２月２２日に開催された令和３年
（２０２１年）第４回市
議会定例会で、市議会議長に佐藤伸一郎氏（自由民主党）を選出しました。

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＝午前８時３０分～ 
午後７時
〔１月１日～３日を除く〕）

絡ください。
問市民総務課☎
☎７２４・４３４６

市議会

会議名

日

時

会

傍聴のご案内
場

定

員

町田市環境審議会

申し込み
直接会場へ問教育総務
☎７２４・２１７２
課☎

町田市教育委員会定 １月７日㈮午前 市庁舎１０階会
例会
１０時から
議室１０－２～５

市庁舎
１月７日までに電話で
１月１１日㈫午 ※会場の詳細
３人
☎７２４・
環境政策課（☎
後６時～８時
は申込時にお （申し込み順）
４３８６）へ
伝えします。

事前に電話で市政情報
町田市情報公開・個人 １月１７日㈪午 市 庁 舎２階 会
３人
（申し込み順） 課
☎７２４・８４０７）へ
（☎
情報保護運営審議会 前１０時～正午 議室２－２
町田市町区域の新設
事前に電話で土地利用
１月２０日㈭午
に関する市民懇談会
市庁舎３階第１ ３人程度
☎７２４・４２５４）
調整課
（☎
後６時 ～７時
（申し込み順）
（南大谷・東玉川学園
委員会室
へ
３０分
三・四丁目地区）
事前に電話で中央図書
町田市立図書館協議 １月２５日㈫午 中 央 図 書 館６
５人
（申し込み順）館
☎７２８・８２２０）へ
（☎
会
後２時～４時
階ホール
事前に電話で総務課
町田市外郭団体監理 ２月１日㈫午後 市 庁 舎２階 会
４人
（申し込み順）
☎７２４・２１０８）へ
（☎
委員会
１時３０分から 議室２－２

募集内容、
申込方法等の詳細は、
募集要項
（市HPでダウンロード）
をご覧いただくか、お問い合わせください。
任用期間4月1日～2023年3月31日
（４は4月1日～5月31日、
月16日）
※社会保険・雇用保険等勤務条件により加入有り
（５‒②を除く、４は社会保険を除く）／通勤手当相当分の支給有
り／勤務条件により期末手当の支給対象となる場合有り
（４、５‒②を除く）
。
勤務場所

3

2022．1．1

勤務日数・募集人数

報酬

申込期限

▲市HP
問い合わせ

1

市民部
一般事務

市庁舎勤務を含む市民部各課所管施
設のいずれか

月16日＝20人程度

月額19万2200円

1月14日

☎724・4346
市民総務課☎

2

建築技術職員

施設課（市庁舎10階）

月16日＝1人

月額19万2200円

1月11日

☎724・2553
施設課☎

3

3Ｒ推進課
①一般事務
②一般事務
③一般労務

3Ｒ推進課（町田市バイオエネルギー
センター）

月16日＝いずれも1人

月額19万2200円

1月１8日

3Ｒ推進課☎①797・０５３０
☎②③797・７１１１

4

生活指導補助者

町田市立小学校

月16日＝20人程度

月額10万8000円

1月18日

指導課☎
☎724・2154

5

特別支援教育支援員

町田市立小・中学校

①年間192日間
（月16日相当）
②年間144日間
（月12日相当） ①月額11万5200円
※募集人員は①②合わせて1５ ②月額7万2000円
～20人程度です。

1月2１日

☎793・3057
教育センター☎

６

スクールソーシャルワーカー

教育センター

①月16日＝若干名
②月１２日＝若干名

1月21日

☎793・2481
教育センター☎

①月額24万8000円
②月額１８万６０００円

4

市役所代表 辺０４２・７２２・３１１１
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まる

お知らせ

まちだ○ごと大作戦１８－２０＋１終了
市制施行６０周年の２０１８年からス
タートしたまちだ〇 ごと大作戦１８
－２０＋１は、昨年１２月末で終了しま
した。
人と人、
地域や事業者の新たな
つながりが生まれ、さまざまな分野
で作戦が展開されました。多くの方
々にご参加いただき、ありがとうご
ざいました。
問広報課☎
☎７２４・４０８４
まる

防火地域の変更
●相原地区資源ごみ処理施設整備事
業関連
内町田都市計画ごみ処理場の決定
（ 第３号 町 田 市 西 部 資 源 化 セ ン タ
ー）、緑地の変更（第３５号相原大谷戸
緑地）
◇
対住民及び利害関係人縦覧期間１月
５日㈬～１９日㈬、午前８時３０分～午
後５時（土・日曜日、祝休日を除く）場
都市政策課（市庁舎８階）意見書の提
出１月１９日まで（消印有効）に直接ま
た は 郵 送 で 都 市 政 策 課（ 〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２）へ。
問都市政策課☎
☎７２４・４２４７
利用者を募集します

盲 導 犬・ 介 助 犬・ 聴 導 犬
縦覧いただけます

都

市

計

画

案

都市計画法第１７条に基づく縦覧
で、期間中、住民及び利害関係人は、
都市計画の案について、意見書を提
出することができます。
●町田３・４・１２号森野木曽線関連
内町田都市計画道路の変更（町田３・
４・１２号森野木曽線）、用途地域の変
更、
高度地区の変更、防火地域及び準

盲導犬・介助犬・聴導犬の利用を希
望する方は、１月13日までにお住ま
いの地域の障がい者支援センターへ
お問い合わせください。
対都内在住の１８歳以上で次の要件
を満たす方 ①盲導犬＝視覚障がい
１級の方、介助犬＝肢体不自由１・２級
の方、聴導犬＝聴覚障がい２級の方
②都内におおむね１年以上居住して
いる③世帯の所得税課税額が月平均
で７万７０００円未満である④盲導犬
・介助犬・聴導犬の飼育を、家屋の所

町田市指定無形民俗文化財の２つの保存会が表彰されました

問生涯学習総務課☎
☎７２４・２５５４

町田市指定無形民俗文化財「三
ツ目囃子」
の保存会である三ツ目囃
子振興会は文部科学大臣が表彰す
る令和３年度地域文化功労者表彰
を受賞しました。三ツ目囃子は幕末
の頃（１８５３年～１８６９年）に興った
と言われており、現在では１９６９年
に発足した三ツ目囃子振興会によ
り市内各種の行事や近郊の神社祭
礼等で披露されています。
また、町田市指定無形民俗文化
財「金井の獅子舞」の保存会である

金井の獅子舞保存会は東京都知事
が表彰する令和３年度東京都功労
者表彰（文化功労）を受賞しまし
た。
「 金井の獅子舞」は江戸時代の
寛文年間
（１６６１年～１６７２年）
に金
井村で考案され八幡神社に奉納し
たのが起源とされています。１９７２
年に発足した金井の獅子舞保存会
により次世代や市民の方々へ獅子
舞の魅力が伝えられています。
昨年１２月１３日には両保存会の
代表が市庁舎を訪れ、市長に表彰
の喜びを報告されました。

三ツ目囃子振興会

金井の獅子舞保存会

中町中央町内会が防犯功労団体表彰を受賞しました

問市民生活安全課☎
☎７２４・４００３

中町中央町内会が、昨年９月３０
日に防犯功労団体表彰を受賞しま
した。
防犯功労団体表彰は、多年にわ
たり防犯活動に尽力し、特に顕著
な功労があったと認められる団体
に対し、警察庁長官と公益財団法
人全国防犯協会連合会会長との連
名の表彰状とともに表彰楯が授与
されるものです。
中町中央町内会は、１４年以上の
長きにわたり、年間を通じた朝夕
の子ども見守り活動や、町内会全
体での定期パトロールなど精力的
に取り組まれています。また、警察
と連携した地域安全活動にも積極

的に協力・参加し、地域住民の防犯
意識の高揚及び犯罪抑止に尽力さ
れるなど、防犯活動上多くの功労
があったと認められたことから、
警視庁、東京防犯協会連合会から
推薦され、この度の受賞に至りま
した。

12月13日に市庁舎を来訪されました

返０４２・７２４・５６００

番号間違いにご注意ください

有者・管理者から認められている⑤
決められた訓練を受け、盲導犬・介助
犬・聴導犬を適切に管理できると認
められる⑥盲導犬・介助犬・聴導犬の
利用が、社会活動への参加に効果が
あると認められる
問各地域の障がい者支援センター
（堺☎
☎７９４・８７９０返７９８・２２９０、忠
生☎
☎７９４・４８５１返７９４・４８５２、鶴川
☎７０８・８８２１返７０８・８９７７、町田☎
☎
７０９・１３０１返７０９・１３０２、南☎
☎７０６
・９６２４返７９９・２１４５）、町田市障が
い 福 祉 課 ☎ ７２４・３０８９返０５０・
３１０１・１６５３

在住の有無は問いません。なお、ＦＣ
町田ゼルビア（サッカー）、ＡＳＶペス
カドーラ町田（フットサル）は、町田
市がホームタウンチームとして支援
する特別な存在であるため、表彰対
象から除外します。
申１月２０日までにＳｐｏｒｔｓまちだホ
ームタウン協議会ＨＰの
エントリーフォーム（右
記二次元バーコード）で
申し込み。
問スポーツ振興課☎
☎７２４・４０３６

援農ボランティア育成研修生を募集します

野菜作りのノウハウを学び、
「農」
への理解を深めて農家を支援する援
表 彰 対 象 者 募 集 中
農者を育てることを目的とした研修
です。スタッフの指導のもと、共同圃
全国・世界レベルで活躍し、町田の
スポーツ界に貢献した選手やスタッ
場で農作業を行いながら、農業技術
フ等を公募・顕彰し、アスリート等と
を学びます。
市民をつなぐ「スポーツアワードま
対農家への農作業支援等、都市農業
ちだ」
（３月２７日開催）の表彰対象者
への市民参加に関心がある方（農業
を募集しています（自薦・他薦は不
経験のない方も歓迎）研修期間４月
問）。グランプリ（記念品と副賞１０万
～２０２３年１月（１０か月）場野津田神
円）、準グランプリ（記念品と副賞
社隣の農業研修農園定１０人程度（申
５万円）
の他、
各賞を予定しています。 し込み順）費年額３万円（講師料、傷
対町田市のスポーツ振興に多大な貢
害保険料、栽培する野菜の苗や種子
献をした個人または団体で、次のい
代、肥料、農薬、農業用資材等を含む）
ずれかに該当する方 ①２０２０年１
申「援農ボランティア育成研修生申
月１日～２０２１年１２月３１日に顕著な
し込み」と書き、住所・氏名・電話番号
実績をあげた②町田市出身で全国や
（ＦＡＸ番号・メールアドレスがあれ
世界を舞台に活躍している③市内で
ば併せて）を明記し、３月１５日までに
特定の競技の発展振興に尽力した④
ＦＡＸで（ 特 ）た が や す（ 返 ７ ９ ４・
町田市を中心に活躍するアスリート
９００２）へ。
を指導している⑤今後の活躍が大い
問（ 特 ）た が や す ☎ ０９０・３４３５・
に期待される⑥スポーツで町田市の
８６１１、町田市農業振興課☎
☎７２４・
名を広めた／プロ・アマや町田市内
２１６６
スポーツアワードまちだ

ほ

ユニセフ日本型子どもにやさしいまち
づくり事業（ＣＦＣＩ）に係る覚書を締結しました
問児童青少年課☎
☎７２４・４０９７

市は、昨年１２月１７日に（公財）
日本ユニセフ協会が進める「ユニ
セフ日本型子どもにやさしいまち
づくり事業（ＣＦＣＩ※）」について、同
協会が設置するＣＦＣＩ委員会と、事
業実施に向けた覚書を締結しまし
た。
子どもにやさしいまちづくり事
業（ＣＦＣＩ）とは、ユニセフが主唱す
る、
「子どもの権利条約」を自治体
レベルで具体化するための世界的
な取り組みです。日本では、ＣＦＣＩ

委員会が自己評価型の「日本型子
どもにやさしいまちモデル」を定
め、国内での展開を目指していま
す。
市では、昨年１２月から３年間、市
の各部署において、チェックリス
トを用いた自己評価を実施しま
す。また、関連団体等からご意見を
いただき、子どもに関する施策・事
業の改善に取り組んでいきます。
※ＣＦＣＩ＝Ｃｈｉｌｄ Ｆｒｉｅｎｄｌｙ Ｃｉｔｉｅ
ｓ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ

愛称「和光大学ポプリホール鶴川」を継続

学校法人和光学園 和光大学と
ネーミングライツ協定を更新しました

問文化振興課☎
☎７２４・２１８４

市は、和光大学ポプリホール鶴 【協定の概要】
川（町田市鶴川緑の交流館）のネー スポンサー事業者学校法人和光学
ミングライツについて、現スポン 園 和光大学
サー事業者である学校法人和光学 協 定 期 間２０３２年３月３１日 ま で
園 和光大学と昨年１２月１３日付 （１０年間延長）
で協定を更新しました。
金額年間４５０万円
和光大学ポプリホール鶴川の愛
称は、町田市鶴川緑の交流館の開
館当初（２０１２年）から使用されて
おり、広く地域の皆さんに親しま
れてきました。今後も同大学と連
携して施設の活性化を図るととも
に、鶴川地域のさらなる発展に貢
献していきます。

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
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
１月８日に実施します

冬 季 献 血 キ ャ ン ペ ー ン
当日、献血にご協力いただいた方
には、
記念品を差し上げます（数に限
り有り）／骨髄バンクドナー登録会
も同時開催します。
日１月８日㈯午前１１時３０分～午後３
時４５分（骨髄バンクドナー登録の受
け付けは午後３時まで）場ぽっぽ町

田、まちだ献血ルームｃｏｍｆｙ
問福祉総務課☎
☎７２４・２５３７

シニア

こころいきいきつながろう

シ

ル

バ

ー

展

町田市シルバー人材センターや町
田市老人クラブ連合会、町田市ゲー
トボール協会の活動を紹介します。
日１月４日㈫～７日㈮、午前８時３０分
～午後５時（初日は午前１０時から、最
終日は午後３時まで、各団体の活動
紹介以外は午前１０時～午後３時）場
イベントスタジオ、みんなの広場／
市庁舎１階内町田市シルバー人材セ
ンター＝入会・受注相談、会員作製の
小物販売、初めてのスマホ教室等、町
田市老人クラブ連合会＝輪投げ体
験、町田市ゲートボール協会＝ゲー
トボール体験、各団体の活動紹介
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

町田市成人式

「二十祭まちだ２０２２」は２回に分けて開催します

問文化振興課（二十祭まちだ実行委員会事務局）
☎７２４・２１８４

今年度は、市立中学校通学区域 ○新型コロナウイルス感染防止の
（学区）
ごとに参加する部を指定し ため、マスク着用・入場時の手指消
ています。事前に予約いただいた 毒をお願いします。また、あらかじ
部にご参加ください。
め案内状兼入場券内にあるチェッ
対２００１年４月２日～２００２年４月１ クリストにご記入いただき、当日
日生まれの方
ご持参ください。
日１月１０日㈷、第１部＝午前１１時 ○新成人以外の入場はご遠慮くだ
３０分～正午（午前１０時３０分受付 さい（支援や配慮が必要な方の付
開始）
、第２部＝午後２時３０分～午 き添いを除く）。
後３時
（午後１時３０分受付開始）
二十祭まちだ応援事業
場市立総合体育館
内二十祭まちだ実行委員会の制作
誕生日の新聞のコピーを
による動画の上映等（予定）
差し上げます
※式には手話通訳がつきます。
問中央図書館☎
☎７２８・８２２０
※当日成人式に参加できない方の
ために、同実行委員会制作の動画
新成人の皆さんにお誕生日の新
を、
市ＨＰでも配信する予定です。
聞のコピーを、後日郵送でプレゼ
【注意事項】
ントします（３ページまで）。
○新型コロナウイルスの感染状況 対市内在住の２００１年４月２日～
等により、開催を中止する場合が ２００２年４月１日生まれの方
あります。
最新の情報、参加に関す 日１月５日㈬～３０日㈰の図書館開
る注意事項及び交通規制区間等の 館日
詳細は、市ＨＰ（右記二
場各市立図書館
次元バーコード）をご
申申込書に必要事項を記入し、直
覧ください。
接各市立図書館のカウンターへ
○当日午前９時～午後５時に会場 （申し込みは本人に限る）。
周辺で交通規制を行います。

新春恒例

町田市消防団出初式

問防災課☎
☎７２４・３２５４

出初式は、消防団員の士気高揚と
市民の防災意識の向上に向けて、決
意を新たにする式典です。
当日は、消防団長による訓示のほ
か、長年にわたって消防団活動に尽
力した団員や、優れた功績を残した
団員に対する表彰等を行います。
なお、
今回は、
新型コロナウイルス
感染防止のため、無観客での開催と
し、消防演習や玉川大学吹奏楽団に
よる演奏等は行いません。
※午前７時に市内消防器具置場のサ
イレンを鳴らします。火災とお間違

えのないようご注意ください。
日１月９日㈰午前９時～１０時（雨天中
止）
場町田消防署

一昨年の出初式の様子

町田市消防団では、共に地域を守る消防団員を募集しています。

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。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１
月２０日㈭、２月１８日㈮、３月７日㈪、
午後１時～３時参加方法Ｚｏｏｍでミ
ーティングＩＤ（７３１　 ３０２６　 ６９６４）
・
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

子ども・子育て

生涯学習センター

子 育 て カ フ ェ

つ ば め

先輩ママたちと子育て情報を交換
してみませんか。
対市内在住の未就学児とその保護
者、妊婦の方日１月１７日、２月７日、３
月７日、いずれも月曜日午前１０時～
正午（出入り自由）場同センター６階
保育室定各７組（先着順）／おいでい
ただいた時点で定員に達している場
合、お断りする場合もあります。
問同センター☎
☎７２８・００７１
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１月１１日、１８日、２５日、２月１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１月
２３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
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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６階保育室申１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

み ん な で し ゃ べ ろ う
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１月２１日、２月１８日、３月
１１日、
いずれも金曜日午前１０時３０分
～１１時３０分／参加日（複数可）を選
んで申し込みしてください場同セン
ター内子育て情報交換、トークテー
マ
「イヤイヤ期」
「兄弟子育て」
「断乳・
卒乳」／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１月７日午前９時から電話で同
センター
（☎
☎７２８・００７１）
へ。
子ども創造キャンパスひなた村

お星さま見えるかな 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１月２９日㈯午後４時３０分～６時３０
分（雨天・強風中止）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（主に児童向け作品
鑑賞）定２０人（申し込み順）申１月６
日午前１０時から電話でひなた村（☎
☎
７２２・５７３６）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Ｈ
Ｐ等をご覧ください。

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
冬号を発行しました。
配布場所等の詳細は
こちら▶

町田市名産品セットをプレゼント

南町田グランベリーパークで
マイナンバーカードの申請を受け付けます

問市民課☎
☎８６０・６１９５

申請用写真を無料で撮影し、そ 対マイナンバーカードの申請をし
の場でカードの申請ができます。 ていない市民の方
また、申請した方には、町田市名産 日１月１６日㈰午前１１時３０分～午
後５時
品セットをプレゼントします。
会場の混雑を避けるため、先着 場南町田グランベリーパーク内
順で整理券を配布します（定員に 「グランベリーホール ｂｙ ｉＴＳＣＯ
（グランベリーパー
達し次第、整理券の配布を終了）。 Ｍ 大ホール」
※カードの発行には１か月半程か クセントラルコートＢ１）
定３３０人（先着順、整理券配布）
かります。

消防ポンプ車をブータン王国へ寄贈しました

問防災課☎
☎７２４・３２５４

町田市消防団で使用していた消防ポ
ンプ車２台を、日本外交協会を通じて、
２０２１年９月にブータン王国へ寄贈し
ました。
寄贈した消防ポンプ車は、ブータン
王国内のハ県及びサムドゥプ・ジョン
カル県に配備され、それぞれ活用され
ています。
ブータン王国に対する消防ポンプ車
の寄贈は、１９９４年、１９９５年、１９９６年 現地の警察本部前で行われた引き渡
に次いで４回目です。
し式の様子
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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
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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忠生市民セン
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１
月２２日㈯午後１時３０分～４時場忠生
市民センター第２会議室／事前予約
は電話で同バンクへ（同バンクＨＰ
〔上記二次元バーコード〕で申し込み
も可、
予約無しでの参加も可）。
●特別講座～ママチャリ講座 自転
車のルールやマナーを再確認！
実際に自転車に乗って交通ルール
やマナーを学びます。お子さんと一
緒に参加できます。ご自身の自転車
でご参加ください（自転車の貸し出
しも有り）
。
講座終了後、
介護に関する
求職相談会も行います
（希望者のみ）
。
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１月２８
日㈮午前１０時～正午場町田市交通

安全協会（旭町）／車での来場はご遠
慮ください講町田警察署 他定２０
人（申し込み順）申１月２０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

災

フ

ェ

ア

対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）日２月１９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１月５日正午～１４日
に イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル（ ☎ ７ ２ ４・
５ ６ ５ ６）ま た は イ ベ シ ス コ ー ド
２２０１０５Ａへ。
問保健総務課☎
☎７２４・４２４１

高次脳機能障がいの理解と支援について

女性のための就職準備セミナー

医師が分かりやすくお話しする福
祉講座です。
日１月２６日㈬午後６時～８時場市庁

●子育て中の方のためのパソコン講
習
対現在子育て中の方で、全回参加で
きる、早期の再就職を考えている女
性日１月２５日㈫～２７日㈭、いずれも
午前１０時１５分～午後４時、全３回場
町田市民フォーラム内就職活動に必
要な職務経歴書をパソコン（Ｗｏｒｄ
・Ｅｘｃｅｌ）で作成することを目的とし
た講習定１２人（申し込み順）申直接
または電話でハローワーク町田マザ
ーズコーナー（☎
☎７３２・８５６３、受付

普

通

救

命

講

習

会

２０２２年度農園利用者及び研修生を募集します

問農業振興課☎
☎724・2166

市内には、
さまざまな農業体験メニューがあります。仕事の息抜きや
健康増進、
食育など目的に合わせて「農活」を始めませんか。

対 象

防

１月１１日～１４日の防災とボラン
ティア週間に合わせて開催します。
日１月１１日㈫～１４日㈮、午前８時３０
分～午後５時（１４日は午後４時３０分
まで）場イベントスタジオ（市庁舎１
階）内備蓄品の展示や防災マップの
配布、家庭での震災対策の展示
○メール配信サービスのご案内
大雨、台風、集中豪雨な
どの際には、気象警報や
避難に関する情報などを
配信します。市ＨＰ（右記 スマホ版
二次元バーコード）で登
録できます。
◇
モバイル版
問防災課☎
☎７２４・２１０７

「農活」
でリフレッシュ！

概 要

舎講東京慈恵会医科大学附属第三病
院教授・渡邉修氏定３０人（申し込み
順）申氏名（ふりがな）
・電話番号・車
いす等配慮の必要な方はその旨を明
示し、１月２１日までに電話またはＦＡ
Ｘでひかり療育園（☎
☎７９４・０７３３返
７９４・０７７２）へ。

農業体験農園
農家の指導のもと、区画割りした畑
で種まき、苗の植え付けから収穫ま
で、1年間で約20種類の野菜作りを
楽しめます。農具・種・苗等も準備不
要で、初心者でもプロ並みの野菜が
作れます。

町田市農業研修
市が開設した研修農場で、約80㎡の
区画を管理しながら一般的な栽培
技術を学びます。農家を支援する援
農者や新たに農業経営を目指す方
向けで、仕事を続けながらの受講も
可能です。
市内在住の、小野路町の研修農場に
自家用車を使わず農園に来ること
通うことができ、農家を支援する援
ができる方
農活動や農業経営を目指す方

利用・研
4月～2023年2月
（11か月、
更新可） 4月～2024年2月
（１年11か月）
修期間
○ サ ン フ ィ ー ル・ 楽 園（ 小 山 町 ○町田市農業研修農場（小野路町
1167-1） 10区画募集
278ほか）
○ななくに農園（野津田町2160）
募集人員＝13人
（選考）
30区画募集
○本町田・河原農園（本町田2124）
20区画募集
※研修は、毎週土曜日午前9時～正
○ 森 野 フ ァ ー ム・ 渋 谷（ 森 野4－ 午（午後に至る作業日も有り）
場所・ 233） 10区画募集
定員
○千都の杜・クレインファーム（能
ヶ谷6-3000-18） 若干数募集
※詳細は、募集案内
（農業振興課
〔市
○つくし野ファーム（つくし野3－
庁舎9階〕
、各市民センター、各連絡
20－4） 10区画募集
所で配布、市ＨＰでダウンロードも
※いずれも抽選です。
可）をご覧ください。
※場所の詳細は市ＨＰをご覧くださ ※駐車場があります。
い。
※いずれも駐車場はありません。
年額 4万円（講師料、傷害保険料、
年 額 約30㎡ 区 画 ＝4万2000円
費 用
各自栽培する野菜の苗や種子代、肥
（農具・種・苗等は農園主が用意）
料・農薬・農業用資材等）
往復ハガキに住所・氏名・電話番号・
年齢・希望農園名、
返信用にも宛先を 募集案内に添付の応募用紙に必要
申し
明記し、2月8日まで（消印有効）にＪ 事項を記入し、2月3日まで
（必着）
に
込み
Ａ町田市経済センター農業体験募集 郵送で農業振興課へ。
係
（〒194－0035、
忠生3－7－2）
へ
JA町田市経済センター営農支援課
問い合わせ
☎724・2166
農業振興課☎
☎792・6111

町田創業 ファーストステップセミナー
問町田新産業創造センター☎
☎８５０
☎７２４・
・８５２５、町田市産業政策課☎
２１２９
オンラインセミナ
ーを、動画コンテン
ツにより無料で配信
しています。
▲詳細はこちら

時間＝祝休日を除く月～金曜日の午
前８時３０分～午後５時）へ。保育希望
者（６か月以上の未就学児、申し込み
順に６人）は併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎
☎ ７２３・
２９０８

分譲マンション管理セミナー
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等日２月１３日㈰午後１時
３０分～４時４５分場市庁舎内講演会
「大規模修繕工事における設計コン
サルタント・施工業者の選び方」、経
験交流会講柴田建築設計事務所所長
・柴田幸夫氏定１５人（申し込み順）申
電話で住宅課（☎
☎７２４・４２６９）へ。
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
●ちがいをもっと知りたいな～多文
化共生ってなあに？ 外国や日本文
化の紹介などを通してお互いの違い
を理解し、ともに生きるためのヒン
トを学びます。
日２月６日、１３日、２０日、２７日、いず
れも日曜日午後１時３０分～３時３０
分、全４回場中央図書館内基調講義、
外国人によるパネルディスカッショ
ンと馬頭琴の演奏、外国人との接し
方、やさしい日本語講日本国際交流
センター執行理事・毛受敏浩氏、
（一
財）自治体国際化協会地域国際化推
進アドバイザー・坂内泰子氏、パネリ
スト＝アヨンガ氏（中国）、柳哲洙氏
（韓国） 他定２０人（申し込み順）申１
月５日午前９時～２０日午後５時に電
話 で 生 涯 学 習 セ ン タ ー（ ☎ ７２８・
００７１）へ。

国際版画美術館

町田市公立小中学校作品展

問市役所代表☎
☎７２２・３１１１、同館☎
☎７２６・２７７１

子どもたちが学校で学習した美
術、図画工作、書写の意欲あふれる
作品を集めた展覧会を開催しま
す。
【中学校美術作品展】
１月１４日㈮～２３日㈰
【小学校図画工作展】
１月２８日㈮～２月６日㈰
【小学校書写展】
２月１１日㈷～２０日㈰
開館時間火～金曜日＝午前１０時
～午後５時（入場は午後４時３０分
まで）、土・日曜日、祝休日＝午前

１０時～午後５時３０分（入場は午後
５時まで）
休館日月曜日
場同館企画展示室１

小学校図画工作展

出品予定作品

子育て世帯への臨時特別給付金

問子ども総務課☎
☎７２４・２１３９

新型コロナウイルス感染症の影
響を受けている子育て世帯を支援
するため、対象児童１人につき先
行給付分５万円、追加給付分５万円
の臨時特別給付金を全額現金で支
給します。

なお、１月以降に支給を開始す
る方へは１０万円一括の振り込み
になります。
※詳細は、個別に送付する通知や、
まちだ子育てサイトをご覧くださ
い。

支給対象児童
2021年9月分の児童手当（本則給付＝
児童１人当たり月額一律5000円の特例
給付を除く）
の支給対象児童
2003年4月2日～2006年４月１日生ま
れで、主たる生計を維持する保護者の所
得が児童手当（本則給付）の支給対象と
なる金額と同等未満の児童
2021年9月１日～2022年4月1日に生
まれた児童手当（本則給付）の支給対象
児童
（新生児）

申請方法
町田市から左記児童手当を受給してい
る方は申請不要です。公務員の方は申請
が必要です。
左記の対象児童のみを養育している方
は申請が必要です（一部申請不要な方も
います）。順次お知らせを送付します。
順次お知らせを送付します。

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
２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）
。
●日本画の古典技法を学ぶ～絹に描
いてみましょう 絵巻の一場面を手
本に、絹本の特徴を楽しみながら体
験します。
対１５歳以上の方（中学生を除く）日２
月９日㈬午後１時～４時、１０日㈭午前
１１時～午後４時、全２回講女子美術
大学芸術学部非常勤講師・木村みな
氏定１２人（抽選）費８０００円（材料費
含む）
●ニューロフィードバック入門～脳
波をトレーニングしてメンタルヘル
ス向上 脳活動のバランスを整える
ことで心身の健康の維持や向上に効
果があるニューロフィードバックに
ついて体験を交えて学びます。
対１８歳以上の方日２月１９日㈯午前
１０時３０分～正午、２７日㈰午前１０時
３０分～正午、午後１時～２時３０分、３
月５日㈯午前１０時３０分～正午、全４
回講東邦大学医学部教授・田崎美弥
子氏、
多摩大学経営情報学部教授・良
峯徳和氏、
東邦大学医学部講師・山口
哲生氏、
杏林大学保健学部准教授・中
島正世氏、
心理カウンセラー・浅井夕
佳里氏定１６人
（抽選）
費５０００円
◇
場町田市生涯学習センター申講座案
内チラシ裏面の受講申込書に記入
し、郵送またはＦＡＸで１月１６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☎
☎０４２・７４７・９０３８、町

田 市 生 涯 学 習 セ ン タ ー ☎ ７２８・
００７１

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１月９日、２月６日、３月６日、いずれ
も日曜日午前７時３０分〜８時３０分
（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
東京・町田発「新しい里山」づくり

オンラインシンポジウム
●里山環境の活用と広葉樹材の活用
を考える 現在策定中の「（仮称）町
田市里山環境活用保全計画」の中で
重要なテーマとなる、里山環境の活
用と広葉樹材の活用について、各地
で先進的な取り組みを行っている方
々を招いたオンラインシンポジウム
をＺｏｏｍウェビナーで開催します。
後日、市ＨＰで録画配信も行います。
日１月１５日㈯午後２時～４時講【基調
講演】
（株）古川ちいきの総合研究所
代表取締役・古川大輔氏、
【パネルデ
ィスカッション】コーディネーター
・古川大輔氏、パネリスト＝秋川木
材協同組合事務局長・髙濱謙一氏、岐
阜県飛騨市林業振興課長・竹田慎二
氏 他定１００人（申し込み順）申１月
５日正午～１３日にイベシスコード
２２０１０５Ｄへ。
問農業振興課☎
☎７２４・２１６４

町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン
●「写真展 石巻」 前回の展示から
５年が過ぎた、現在の石巻を震災直
後の様子と併せて展示します。写真
家・竹内敏恭氏と池田写真材料店店
主・池田進氏（石巻在住）、石巻出身の
写真愛好家・青沼義信氏に加えて、石

まちだ男女平等フェスティバル

問男女平等推進センター☎
☎７２３・２９０８

町田市の「男女平等参画都市宣
言（２００１年２月）
」を機に、市民と
行政との協働で開催しています。
今年は「コロナ禍を乗り越え今
こそ、ジェンダー平等の町田を」
と
いうテーマで実施します。
講演会・
映画上映会など多数の企画を開催
します。
スケジュール、申込方法等
の詳細は市ＨＰ（右上二次元バーコ
ード）
をご覧ください。

せせらぎの里
せせらぎの
里
ご参加を

日２月５日㈯～６日㈰、
午前１０時～午後４時
場町田市民フォーラ
ム
※５日午前９時４５分から、オープニン
グ
（ピアノコンサートとセレモニー）
、
児童文学作家・草谷桂子氏による基
調講演「絵本で見るジェンダー～時
代と立ち位置で、どう違う？」を３階
ホールで実施します。

町田市自然休暇村

問自然休暇村
☎0267・99・2912

1月29日㈯～30日㈰

川上村スキー・スノーボードツアー2回目

2日間シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳でスキー・スノ
ーボードを行います。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。

ご注意ください！エスカレーター

問道路維持課
☎７２４・１１２１

エスカレーターでの転倒事故が多発しております。ご利用の際は立ち止
まり、
手すりにおつかまりください。また、体調が優れない方はエレベータ
ーをご利用ください。

会社やお店の広告を載せてみませんか

問広報課☎
☎７２４・２１０１

まちだガイド広告募集

詳細は市HP（右記二次元バーコード）をご確認ください。

巻好文館高校写真部、石巻工業高校
写真部の皆さんの作品を展示しま
す。
日程１月８日㈯～２月６日㈰
●「うめ写真展」作品募集 作品は同
サロンで展示します（会期=２月23
日〜3月14日）。
定３０人（先着順）費５００円写真サイ
ズＡ４応募方法応募票に記入し、作品
が折り曲がらないよう封筒などに入
れて、１月９日午前１０時から直接同
サロンへ（１人２点まで）。
●秋の薬師池公園作品展 １１月に
開催した秋の薬師池公園撮影会の作
品をはじめ、２０２１年の同公園の秋
を写した作品を展示します。
日程１月１２日㈬～２３日㈰
◇
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。

市

立

総

合

体

育

館

●ミズノバスケットボール教室
対小学３～６年生日２月１４日～３月
２８日の月曜日（２月２１日、３月７日、
２１日を除く）、午後６時１０分～７時
１０分、全４回定２０人（申し込み順）費
４８００円申往復ハガキに必要事項を
明記し、１月４日から同館へ（同館ＨＰ
で申し込みも可）。第４期ミズノフェ
ンシング教室、小・中学生柔道（公開
指導）等も開催しています。その他の
催し等については、同館
ＨＰをご覧ください。
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２
月１日～３月１５日の火曜日、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 ① ４２００円 ② 各
５６００円申往復ハガキに
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検索

必要事項を明記し、１月１８日まで（必
着）に同プールへ。
＜お知らせ＞

○健康増進温浴施設工事のため、閉
鎖していたトレーニング室を、１月
１８日㈫から再開します。

○第１８回関東オープンフィンスイ
ミング大会のため、１月１６日㈰はプ
ールの一般利用はできません。また、
会議室事業も中止となります。なお、
大会前日は、５０ｍプールが高水位
（１．４ｍ～１．７ｍ）になり、水温が１～２
度ほど低くなりますのでご注意くだ
さい。
◇
問同プール☎
☎７９２・７７６１

鶴

間

公

園

●カラダリセット
対１６歳以上の方日毎週水曜日午前９
時１０分～９時５５分定各１２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
東京家政学院大学のテニスコートを

貸 し 出 し て い ま す
同大学のテニスコート（２面・砂入
り人工芝）を、近くにお住まいの方へ
貸し出しています。利用には団体登
録が必要です。
対成人を代表とした、相原町・小山町
・小山ヶ丘在住の方を半数以上含む、
５人以上でスポーツ保険に加入でき
る団体申登録申請書（スポーツ振興
課〔市庁舎１０階〕で配布、市ＨＰでダ
ウンロードも可）に記入し、郵送（１
人申請の場合は返信用１４０円切手・
２人申請の場合は返信用２１０円切手
を同封）でスポーツ振興課（〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２）へ／後日登
録証を送付します。
○団体登録後の利用方法 開放時間
等の詳細は市ＨＰをご覧ください。
日土・日曜日（除外日も有り）場東京
家政学院大学（相原町）申往復ハガキ
に必要事項を明記し、利用を希望す
る月の前月１０日まで（消印有効）に
スポーツ振興課へ。
問スポーツ振興課☎
☎７２４・４０３６

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

情報コーナー
●八王子年金事務所～老齢年金を受
けている方に源泉徴収票を送付しま
す
１月中旬から、令和３年分として支
払われた年金額と年金から控除され
た源泉徴収税額等を記載した「令和
３年分公的年金等の源泉徴収票」を
お送りします。なお、
障害年金や遺族
年金は非課税所得のため、源泉徴収
票は送付されません。複数の年金を
受けている方や、公的年金以外に給
与所得がある方等は、確定申告をす
る際に源泉徴収票が必要ですので大

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

切に保管してください／紛失した場
合等は再発行ができます問ねんきん
ダイヤル☎
☎０５７０・０５・１１６５、
０５０か
ら始まる電話の方＝☎
☎０３・６７００・
１１６５、
同事務所☎
☎０４２・６２６・３５１１
●自衛隊町田募集案内所～公務員合
同職業説明会
自衛官、刑務官、警察官、消防士の
合同職業説明会です。詳細は同案内
所へお問い合わせいただくか、自衛
隊東京地方協力本部ＨＰ（下記二次元
バーコード）を参照日１月２２日場町
田商工会議所２階会議室
問 同 案 内 所 ☎ ７ ２ ３・
１１８６
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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

1月1日～31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）
南町田クリニック（鶴間3-2-2）

午前9時～午後5時
1月
1日㈷

内科

外科系

話

診療日

☎796・1555

2日㈰

内科

☎799・6161

13日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

☎722・2230

14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

多摩丘陵病院（下小山田町1491）

☎797・1511

15日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491）

☎797・1511

南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

さぬき診療所（小川2-25-14）

おか脳神経外科（根岸町1009-4）

☎798・7337

☎736・7720
内科 若山クリニック（金井2-3-18）
小児科 小出クリニック（木曽東1-15-40） ☎721・2918

外科系

☎797・1511

町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

4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

5日㈬

午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

6日㈭

☎798・1121
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）☎

7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

8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

午前9時～午後5時

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

ちょう内科医院（本町田2938-1）

内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）
午前9時～翌朝9時

外科系

あけぼの病院（中町1-23-3）
町田慶泉病院（南町田2-1-47）

にしむら内科クリニック
（大蔵町2222-5）☎
☎708・1024
耳鼻科 成瀬台耳鼻咽喉科（成瀬台3-8-16） ☎729・3341
内科系 町田市民病院（旭町2-15-41）

午前9時～翌朝9時

☎789・0502

おか脳神経外科（根岸町1009-4）

☎798・7337

17日㈪ 午後7時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491）

☎797・1511

18日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47）

☎795・1668

19日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

20日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘1-3-8）☎
☎798・1121
21日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

22日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

中島医院（原町田2-15-2）
午前9時～午後5時

内科

午前9時～翌朝9時

外科系

小野寺クリニック（本町田4394-9） ☎732・5605
ただお整形外科・内科（忠生2-28-5） ☎793・0201

23日㈰

内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47）
午前9時～翌朝9時

外科系

☎795・1668

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
☎797・1511
☎795・1668

26日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

☎799・6161

27日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

☎728・1111

28日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

☎795・1668

29日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

☎729・5341

熊谷医院（金森東4-33-4）
午前9時～午後5時

内科 なかの整形外科・内科
（能ヶ谷1-5-8） ☎737・3669
内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491）

☎722・2409

25日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47）

南東京ハートクリニック
（木曽西2-18-12）☎
☎789・8100

10日㈷

☎722・2230

町田病院（木曽東4-21-43）

外科系

甲斐内科クリニック
（成瀬が丘2-24-2）☎
☎796・8711
午前9時～午後5時

☎706・8766

こばやしクリニック（原町田6-3-3） ☎710・3183

24日㈪ 午後7時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491）

調整中

9日㈰

16日㈰

☎789・0502
☎795・1668

内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491）
午前9時～翌朝9時

午前9時～午後5時

たまがわ医院（玉川学園4-16-40） ☎720・3888

町田慶泉病院（南町田2-1-47）

内科

☎797・1511

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

※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。
広

内科 加藤医院（玉川学園5-24-40）

☎795・5325
☎732・8566

多摩境内科クリニック
（小山ヶ丘3-24）☎
☎703・1920

30日㈰

内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）
午前9時～翌朝9時

☎799・6161

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

31日㈪ 午後7時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町1491）

☎797・1511

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。

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）。

3日㈪

話

12日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）

内科 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
午前9時～午後5時

電

久田内科・呼吸器内科クリニック（忠生3-20-2） ☎793・4114

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

外科系

医療機関名（所在地）

☎721・6686
なるせクリニック（西成瀬1-57-17）☎

内科系 町田病院（木曽東4-21-43）
午前9時～翌朝9時

診療科

☎795・1668

調整中
午前9時～午後5時

診療時間

11日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院（南町田2-1-47）

内科系 町田市民病院（旭町2-15-41）
午前9時～翌朝9時

電

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、 万２０８６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

