
人口と世帯（外国人含む） 2022年1月1日現在人口 ： 430,385人（ 男：210,497人・女：219,888人）（前月より148人減） ／ 世帯 ： 202,985世帯（前月より37世帯増）
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自由民権資料館・
松崎学芸員

ジユウミンケンウンドウって何ですか？ジユウミンケンウンドウって何ですか？
　この運動がなかったら、人々が政治や社会的な課題に発言・行動できる今の世は
なかったかもしれません。暮らしやすい社会をつくるため、政治に民意を反映する
仕組みを作り、自由と民権を獲得しようとする人々を中心とした運動が自由民権
運動。神奈川県各地で始まった自由民権運動を、野津田に住んでいた石阪昌孝を中
心に、一つにまとめ上げるエネルギーが町田にはありました。農民の暮らしぶりに
心を痛め、1人ひとりが誇りをもって生きられる仕組みづくりに奔走した人々が、
たくさんいたのです。

　実は、現在の町田市域をはじめとする
多摩地区は、その昔は神奈川県でした。明
治10年代、町田の地から自由民権運動が
始まり、神奈川県の中心的存在となるほ
どの勢いのある地域だったのです。

町田市は市外の方から町田市は市外の方から
「神奈川県？」と「神奈川県？」と
言われたりしますね言われたりしますね

町田の底力は
自由民権運動

にあり

※登場する人物の会話は架空のものです

民権家民権家たちがたちが
現代現代のの町田町田にに

タイムスリップタイムスリップしたら…したら…

　自由民権運動が盛んな明
治10年代は、自由や民権は
流行語だったよ。私は地域
産業の振興に尽力したが、
現代の町田にも起業を後押
しする町田新産業創造セン
ターとやらがあって興味深
いことだ。

　三多摩は1893（明治
26）年まで神奈川県に属
していた。神奈川県は武
蔵国と相模国を合わせて
武相と呼ばれていた。町
田地域は、当時の神奈川
県のへそに位置し県内の
運動をまとめることに熱
心だった。町田は、昔も今
も武相をつなぐ重要な位
置にあるのだな。

　我々の時代は、人々の参政権を得る
ために心を砕いてきた。現代の町田は
世界的な疫病の流行で大変な様子。実
は明治10年代もコレラの大流行で町
田も大変な騒ぎになったんじゃ。神奈
川県から東京府に移管になったのは、
その後だったな。当時は、コレラ騒ぎに
端を発した水道水の衛生管理対策とし
ての移管と言われたが、後に民権運動
放逐のための県の思惑による移管とわ
かったのじゃがな。

初代神奈川県会議長を務
めた。自由民権運動の父。
子育ても革新的！

青年たちの学習結社琢磨
会をつくり、熱心な勉強家
だった

村・県会議員、衆議院議員
を歴任後、財界に転身。地
域産業の育成を重視

　現在の町田市域は、その昔神奈川県にあり、その後
大きな歴史のうねりの中で東京都へ移管されまし
た。明治初期の町田で、暮らしやすい社会をつくるた
めに尽力した人々がいて、その活動は自由民権運動
と言われ、国政に民意を反映する仕組みをつくる、い
わば今の世の礎を築くものでした。当時の民権家た
ちが現代の町田を見たらどう感じるか、時空を超え
て当時と今をつなげてみたら…。
� 　自由民権資料館 ☎ ７３４・４５０８ 問 

石阪さんの思想に感銘！
同志として文武道場凌

りょう

霜
そう

館
かん

を建て、若手の育成に尽力

　1881（明治14）年に皆と原町田で
武相懇親会を開いて以来、我らはさ
まざまな地域的課題に取り組み、果
ては国家的課題を意識するまでにな
った。現代では地域課題を民衆で解
決しようという気風が受け継がれ、
当たり前となっている様子に驚いて
おるよ。

石阪昌孝石阪昌孝さんさん 細野喜代四郎細野喜代四郎さんさん

村野常右衛門村野常右衛門さんさん 青木正太郎青木正太郎さんさん
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今も未来も大切に

町田市のＳＤＧｓ

※右写真は、市制施行を伝える町田市広報(現広報まちだ)

　1954（昭和29）年4月1日、町田町と南村が合併し町田町に、1958（昭和33）年2月1日、町田町・鶴川村・忠生
村・堺村が一つの町となり、町田市が誕生しました。当時の人口は約6万人、現在の人口の約7分の1でした。現代
の私たちの暮らしの源に、明治に始まった自由民権運動がありました。そして現代の町田市のさまざまな所にそ
の面影が残っています。昔の町田に思いを馳

は

せながら、散策に出かけませんか。

過去の足跡を現代の町田で探してみよう過去の足跡を現代の町田で探してみよう
２月１日は町田市が誕生した日２月１日は町田市が誕生した日

野津田町2035所 在 地
午前6時～午後8時開園時間

野津田公園

　野津田公園内には民権家・村野常右衛門の生家が移築されていま
す。市の指定有形文化財になっており、村野が最も活躍した大正期、
大正13年の改築後の往時の姿にあわせて復元されています。

村野常右衛門生家
生家が現代に残って
いるとは、感慨深い
ものだ。

私の息子・廉一と細
野軍治君は友人で、
若い頃一緒に留学を
していたんだ。

○自由民権の像
＝薬師池公園

野津田町3270所 在 地
午前6時～午後6時（6月～8月は午後7時まで）開園時間

○自由民権の碑
＝町田ぼたん園

野津田町2274－1所 在 地
午前8時30分～午後4時開園時間

　明治期に町田市域で展開された自
由民権運動が持つ意義を、未来まで
継承していくシンボルとして制作さ
れました。像の下には「自由民権」の
文字が刻まれた鐘があります。

町田市名誉市民町田市名誉市民
故・三橋國民氏の巨大作品故・三橋國民氏の巨大作品「自由民権の像」

町田薬師池公園四季彩の杜

石阪昌孝の長女・美那と北村透谷が
出会ったゆかりの地
自由民権の碑

薬師池公園内にある
自由民権の像

　町田ぼたん園内に、自由
民権の碑が建立されていま
す。また、碑の前庭は、石阪
家があった場所でした。

結婚は親が決めるものだった当
時、私はここで詩人で評論家の透
谷さんと出会って恋におちたの
よ。私の父は「女子も学問を」と学
校に行かせてくれて留学まで許
してくれました。そんな私と思索
深い透谷さんはたち
まち意気投合したの
です。

現代女性像の開拓者
的存在

　自由民権運動及び町田の歴史に関する資料を収集・保管し、常設
展「武相の民権／町田の民権」と企画展を開催しています。同館は、
村野常右衛門が建てた文武道場凌

りょう

霜
そう

館
かん

の跡地に建っています。

自由民権資料館周辺の
文化財を動画で配信中

月曜日（祝休日にあたる
ときは、その翌日）

野津田町897
午前9時～午後4時30分

所在地

開館時間

休館日

土・日曜日、祝休日、8月のみ
月曜日を除く毎日 （年末年始除く）
午前10時～午後4時

公 開 日

公開時間

自由民権運動について詳しく知りたくなったら…自由民権運動について詳しく知りたくなったら…

自由民権資料館自由民権資料館へへ

　細野氏は、第35代米国大統領ジョン・Ｆ・ケネディと最も
親しい日本人といわれ、大統領就任式に招かれています。若
い頃に村野常右衛門の長男と共にアメリカ留学し、後年に
はジョン・Ｆ・ケネディの伝記も書いています。細野氏は開

かい

矇
もう

尋
じん

常
じょう

高等小学校（現在の南第一小）の卒業生です。

細野軍治氏

町田市ゆかりの
国国際際政政治治学学者者

交通案内等の詳細はこちら▶

交通案内等の詳細はこちら▲

村野常右衛門さん村野常右衛門さん

北村（石阪）美那さん北村（石阪）美那さん

問 自由民権資料館 ☎☎ ７３4・4５0８
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令和３年秋の褒章

山中俊男氏が藍綬褒章を受章されました
問防災課☎☎７２４・３２５４

住民税非課税世帯等に対する

臨時特別給付金の支給について
問町田市臨時特別給付金コールセンター☎☎０３・６６２５・２９５５、 

町田市生活援護課（臨時特別給付金担当）☎☎７8５・５０４７

祝・冨高日向子選手が北京オリンピック出場決定！
問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎☎７２４・４４４２

２月２０日㈰投票日 町田市議会議員選挙・町田市長選挙のお知らせ
問市役所代表☎☎７２２・３１１１、町田市選挙管理委員会事務局☎☎７２４・２１６8返７２４・１１９５

　長年にわたる消防活動への多
大なる尽力が評価され、令和３
年秋の褒章で、町田市消防団副
団長の山中俊男氏が藍綬褒章を
受章され、報告のため昨年１２月
１５日㈬に市庁舎を訪れました。

消防団員募集中消防団員募集中
　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。

　新型コロナウイルス感染症流行
の長期化に伴い、生活・暮らしの支
援のため、臨時特別給付金を支給
します。支給対象世帯には「臨時特
別給付金確認書」を２月１日に発送
しました。
対基準日（２０２１年１２月１０日）に
おいて令和３年度の市民税均等割
が非課税の世帯
支給額１世帯当たり１０万円
【２０２１年１月２日以降に町田市に
転入した方へ】
　令和３年度の市民税情報を町田
市から前住所地に照会します。市

民税均等割が非課税と確認できた
世帯に対しては、２月中旬に「臨時
特別給付金確認書」を送付します。
　なお、新型コロナウイルス感染
症流行の影響を受けて家計が急変
し、令和３年度分の市民税均等割
が非課税である世帯と同様の事情
があると認められる世帯について
は、申請によって１世帯当たり
１０万円が支給されます。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。

　金井中学校出身の冨高日向子選
手がスキー・フリースタイル女子
モーグルで北京オリンピック出場
が決定しました。北京オリンピッ
ク女子モーグルは２月３日㈭、６日

㈰に競技が行われます。ぜひ、応援
をお願いします。
※冨高選手の競技情報
は市ＨＰ（右記二次元バ
ーコード）をご確認ください。

【投票所入場券をお送りします】
　「投票所入場券」を２月８日㈫から世帯ごとに封書で順次郵送します。投票
所においでの際は、氏名と投票所を確認のうえ、ご自身の投票所入場券をお
持ちください。
　届いていない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿で確認できれば投票
できますので、投票所（または期日前投票所）で係員にお申し出ください。
　投票日当日（２月２０日）は、投票所入場券に記載している投票所でのみ投
票できます。

　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
※社会保険・雇用保険等勤務条件により加入有り(１②③、２②③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（１②③、２②③を除く）。

会計年度任用職員募集
▲市HP

職　種 勤務場所 勤務日数・募集人数 報酬 申込期限 問い合わせ

1
高齢者福祉課
①業務職員・一般事務
②③補助職員・一般事務

市内ふれあい館

①月16日②月8日
③月4日＝いずれも若干名

①月額19万2200円
②月額5万400円
③月額2万5200円

2月14日 高齢者福祉課
☎☎724・2141

2
高齢者福祉課
①業務職員・看護師
②③補助職員・看護師
(②③は准看護師も可)

①月16日②月8日
③月4日＝いずれも若干名

①看護師＝月額22万3200円
②�看護師＝月額7万9200円、��
准看護師＝7万4400円

③�看護師＝3万9600円、� �
准看護師＝3万7200円

3
健康推進課
①一般事務（成人保健係）
②一般事務（健康推進係）

健康推進課（市庁舎7階） 月16日＝各1人 月額18万6000円 2月10日
健康推進課

①☎☎725・5178
②☎☎724・4236

4 建築開発審査課
一般事務 建築開発審査課（市庁舎8階） 月16日＝1人 月額19万2200円 2月8日 建築開発審査課

☎☎724・4270

5 選挙管理委員会事務局
一般事務

選挙管理委員会事務局
（市庁舎9階） 月16日＝1人 月額19万2200円 2月10日 選挙管理委員会事務局

☎☎724・2168

6 施設課
一般事務 施設課（市庁舎10階） 月16日＝1人 月額19万2200円 2月10日 施設課

☎☎724・2553

7 生涯学習センター
一般事務 生涯学習センター 月16日＝1人 月額19万2200円 2月15日 生涯学習センター

☎☎728・0071

【期日前投票について】
　選挙当日（投票日）に仕事や旅行等の理由で投票できない方は、お住まい
の地域にかかわらず、下表の期日前投票所で期日前投票ができます。

●期日前投票所の一覧
期日前投票所 期日前投票期間・受付時間

町田市庁舎（森野2―2―22） 2月14日㈪～19日㈯
午前8時30分～午後8時

南市民センター（金森4―5―6）

2月14日㈪～18日㈮
午前8時30分～午後8時

2月19日㈯
午前8時30分～午後5時

なるせ駅前市民センター（南成瀬1―2―5）
※駐車場無し
鶴川市民センター（大蔵町1981―4）
忠生市民センター（忠生3―14―2）
小山市民センター（小山町2507―1）
堺市民センター（相原町795-1）
玉川学園コミュニティセンター（玉川学園2―19―12）
※駐車場無し
木曽山崎コミュニティセンター（山崎町2160―4）
南町田駅前連絡所（南町田リエゾン）（鶴間3―10―2）
※駐車場無し
和光大学ポプリホール鶴川（能ヶ谷1―2―1）
※駐車場無し

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

2月4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

2月14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

町田市地域密着型サ
ービス運営委員会

2月22日㈫午
後6時30分～
8時

市庁舎10階会
議室10―5

3人
（申し込み順）

2月15日までに電話で
いきいき総務課（☎☎
724・3291）へ

町田市介護保険苦情
相談調整会議

2月28日㈪午
前10時～11
時30分

市庁舎2階認
定審査会室

3人
（申し込み順）

事前に電話で介護保険
課（☎☎724・4366）へ

※身体が不自由な方を除いて、投票所への車やバイクでの来所はご遠慮く
ださい。一部、駐車場がない投票所があります。ご自身の投票所入場券をご
確認ください。
※投票当日の混雑状況を市ＨＰ（右記二次元バーコード）から確
認できます。

投 票 日
投票時間

令和 　 年　　 月　　日（日）
午前 ７ 時 ～ 午 後 ８ 時

あなたの投票所

投票区 簿冊 ページ 番号 名簿対照 投 票 用 紙 交 付

の所在地

。
い
さ
だ
く
で
い
な
ら
取
り
切
を
分
部
図
地

バーコード部分は折り曲げたり、汚さないようにしてください。

市議会 市長

投票日当日は、上記の投票所でのみ投票できます。
〔 　　　　　　　　〕

封筒 投票所入場券

封筒が届い
たら開封し、
中を確認し
てください。
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健康案内健康案内
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３月２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２月２３日までにイベン
トダイヤル（☎☎７２４・５６５６）へ。
問保健予防課☎☎７２４・４２３９

募　集募　集
町 田 市 ス ポ ー ツ 推 進 委 員
　市のスポーツイベントへの運営協
力やスポーツ指導などを通じて、ス
ポーツ振興を図ることを目的とした
非常勤の特別職の公務員です。詳細
は市ＨＰをご覧ください。
対市内在住の１８歳以上の方募集人
数４人選考１次＝論文、２次＝面接申
募集要項を参照し、所定の履歴書と
論文（テーマ＝①「スポーツ推進委員
が地域の一員として活動していくた
めの方策」②「子どもをスポーツ好き
にさせるための施策」のうち１テー
マ、４００字詰め原稿用紙２枚まで）
を、２月１５日までに直接または郵送

（必着）でスポーツ振興課（市庁舎１０

階、〒１９４－８５２０、森野２－２－２２）
へ／募集要項、所定の履歴書はスポ
ーツ振興課で配布します（市ＨＰでダ
ウンロードも可）。郵送希望の方はお
問い合わせください。
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

お知らせお知らせ
本町田・南成瀬・鶴川東・鶴川西地区　統合新設小学校
ご 意 見 を 募 集 し ま す
　本町田・南成瀬・鶴川東・鶴川西地
区で統合新設する小学校に関する検
討を始めています。その中で、市民の
皆さんから「新しい学校にあったら
いいな」「こうだったらいいな」と思
うことなどについて、ご意見を募集
します。各地区の新しい学校、新しい
教育環境をつくるために、ご意見を
お寄せください。
ご意見の提出方法２月１６日までに、
Googleフォーム（下記二次元バー
コード）で回答。Googleフォームで
送ることができない場合は、書面で
提出もできます（様式は不問）。詳細
はお問い合わせください。
問教 育 総 務 課 ☎☎７２４・
２１７２

コ ミ ュ ニ テ ィ 助 成 事 業
　（一財）自治総合センターの２０２１
年度コミュニティ助成事業による宝
くじの助成金を受け、各町内会のイ
ベントで使用する発電機やテント等
を購入しました。この事業は、コミュ
ニティ活動の促進と健全な発展を図
るとともに、宝くじの社会貢献を広
報することを目的としています。
問市民協働推進課☎☎７２４・４３５８
ご覧いただけます
町田市公共下水道事業計画変更（案）関係図書
　主な変更内容は、水洗化率１００％
を目指すため市街化調整区域内の公
共下水道整備の実施に向けた計画区
域の変更についてです。縦覧期間中、
住民及び利害関係人は意見書を提出
することができます。
対住民及び利害関係人縦覧期間２月
１５日㈫までの午前８時３０分～午後５
時（土・日曜日、祝休日を除く）場下水
道経営総務課（市庁舎８階）、水再生
センター（成瀬・鶴見川クリーンセン
ター）意見書の提出方法２月１５日ま
でに直接または郵送（必着）で、下水
道経営総務課（〒１９４－８５２０、森野

２－２－２２）へ。
問下水道経営総務課☎☎７２４・４２８７
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２月１６日㈬午前１１時ごろ内「これ
はＪアラートのテストです」という音
声を３回繰り返し放送
問防災課☎☎７２４・３２１８

手 話 通 訳 者 登 録 試 験
　聴覚障がいの方を支援する手話通
訳者の登録試験を実施します。
対市内在住、在勤、在学の聴覚障がい
者福祉に熱意があり、２０２２年４月１
日時点で満２０歳以上で、手話講習会
養成クラス修了者または同程度の手
話学習経験のある方（おおむね４年
以上）試験日１次＝３月２日㈬午後５
時３０分から、２次＝３月１３日㈰午前
９時３０分から（１次試験合格者のみ）

場市庁舎申所定の申込書（障がい福
祉課〔市庁舎１階〕で配布、市ＨＰでダ
ウンロードも可）に記入し、２月１５日
までに直接または郵送（必着）で障が
い福祉課（〒１９４－８５２０、森野２－２
－２２）へ。
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４８返
０５０・３１０１・１６５３

認定農業者及び認定新規就農者
　認定農業者制度とは、農業経営基
盤強化促進法に基づき、意欲ある農
業者が自らの経営を計画的に改善す
るために作成した「農業経営改善計
画」（５年後の経営目標）を市が認定
し、その計画達成に向けた取り組み
を関係機関・団体が支援する仕組み
です。また、認定新規就農者制度と
は、同促進法に基づき、新たに農業経
営を開始しようとする新規就農者が
作成した「青年等就農計画」（５年後
の経営目標）を市が認定し、その計画
達成に向けた取り組みを関係機関・
団体が支援する仕組みです。申請の
詳細は、お問い合わせいただくか、市
ＨＰをご覧ください。
募集期間２月１５日㈫まで申事前に電
話で連絡のうえ、申請書を郵送また
はメールで農業振興課へ。
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

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。

1月24日現在の新型コロナワクチン追加接種情報
問新型コロナワクチン接種相談コールセンター☎☎７３２・３５６３ 新型コロナワクチン関連情報▶

順次、接種時期を前倒ししています
　市では２回目接種から６か月後に追加接種ができるよう、順次接種時期を前倒しすること
にしました。このため、接種券に同封されている通知に「２回目接種を終了し
た日から８か月以上（または７か月以上）経過した方」と記載がある場合は、接
種できる日が早まっています。
　詳細は市ＨＰ（右記二次元バーコード）をご覧ください。

接種券が届き次第予約ができます　接種予約はお早めに

インターネット予約 電話予約
24時間受け付け 午前8時30分～午後７時

（土・日曜日、祝休日を含む）
町田市新型コロナワクチン接種予約センター
☎☎７85・411７

2回目接種完了日が 
2021年7月21日以降の方へ

　２回目接種完了日が２０２１年７月２１日以降の方の３回目接種可
能日は以下のとおりです。
■下表に該当する方

2回目接種完了日 接種可能日 接種券
2021年７月21日～8月1７日 2月14日以降 発送済み

■ ２回目接種完了日が 8月 18日以降の方
　２回目接種完了日が２０２１年８月１８日以降の方は、接種後６か
月ちょうどで３回目の接種が可能になります。

町田市新型コロナワクチン動画
第３弾「追加接種（３回目）始まります」配信中！
市HP 新型コロナワクチンについて（動画配信） 検索

▲市HP

　町田市の魅力や取り組みを動画で紹介しています。
　今月から、「原町田の通りがわくわく空間に～社会実
験」を新たに配信しています。ぜひご覧ください。

ＹｏｕＴｕｂｅ 
町田市公式動画チャンネル

問広報課
☎☎724・2101

町田市バイオエネルギーセンター

施設見学においでください
問資源循環課☎☎７９７・２７３２

　町田市バイオエネルギーセンタ
ーの施設見学の予約を受け付けて
います。子どもから大人まで幅広
い年齢層の方々に、楽しみながら
環境について学んでいただくた
め、展示物等にさまざまな趣向を
凝らしています。ぜひ、おいでくだ
さい。詳細は市ＨＰ（下記二次元バ
ーコード）をご覧くださ
い。
申電話で資源循環課へ。

会議室等を貸し出しします
　４月１日㈮から町田市バイオエ

ネルギーセンターの会議室等を貸
し出しします。予約は２月１日㈫か
ら、まちだ施設案内予約システム
で申し込むことができます（事前
に利用者登録が必要）。費用等の詳
細は市ＨＰをご覧ください。
対市内在住、在勤、在学の１８歳以
上の方
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自宅にすみ着いた
アライグマ・ハクビシンでお困りの方へ
　自宅にすみ着いた、アライグマ・ハ
クビシンの駆除業者を派遣します。
捕獲用のわなの設置期間中は、毎日
の見回り、置き餌、捕獲時の業者への
連絡をお願いします。なお、２０２１年
度の受け付けは３月１８日までです。
現地調査、わなの設置、捕獲時のアラ
イグマ・ハクビシンの回収費用はか
かりません。現地調査でアライグマ
・ハクビシンでないことが判明した
場合、わなを設置せず終了となりま
す。屋外に出没する場合や、他の生き
ものは対象となりません。
対市内に建っている居住用等の家屋
の所有者で、家屋にすみ着いたアラ
イグマ・ハクビシンの駆除を希望す
る方／申し込みの前に、対象となる
か事前にお問い合わせください。
問環境・自然共生課☎☎７２４・４３９１

シニアシニア
デ イ 銭 湯
　柔らかいボールを使った健康体
操、介護予防に関する講話を行いま
す。終了後、銭湯で入浴いただけま
す。
対市内在住の６５歳以上の方日①２月
１８日、２５日、３月１１日、２５日、いずれ
も金曜日午前１０時～午後０時３０分
②２月９日、３月２日、９日、２３日、いず
れも水曜日午前１０時～午後０時３０
分、各全４回場①金森湯（金森）②大
蔵湯（木曽町）定①各８人②各９人／
申し込み順費１回３００円申２月７日ま
でに電話で高齢者福祉課（☎☎７２４・
２１４６）へ。

子ども・子育て子ども・子育て
届いていない方はご連絡を
就 学 ・ 入 学 通 知 書
　今年４月に小・中学校に入学する
お子さん（小学校＝２０１５年４月２日
～２０１６年４月１日生まれ、中学校＝
２００９年４月２日～２０１０年４月１日生

まれ）の保護者の方へ、就学通知書
（新小学校１年生）・入学通知書（新中
学校１年生）を、１月中にお送りしま
した。まだ届いていない方は、学務課
へご連絡ください。外国籍の方で、町
田市立小・中学校に就学を希望する
方は、学務課で手続きをしてくださ
い。なお、国立・都立・私立の小・中学
校に入学する方は、２月末までに入
学承諾書等の原本を直接または郵送
で、学務課（市庁舎１０階、〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２）、または各市
民センター、各連絡所へ提出してく
ださい。
問学務課☎☎７２４・２１７６

オンライン幼児食講習会
　オンライン（Ｗｅｂｅｘ）で開催しま
す。
対１歳６か月児～２歳０か月児の保護
者（対象月齢前後での受講も可）日２
月１８日㈮午前１０時３０分～１１時内
栄養士による幼児期の食事について
の講話、好き嫌い・おやつ等のよくあ
る悩みについて定３０人（申し込み
順）申２月１３日までにまちだ子育て
サイトで申し込み。詳細はまちだ子
育てサイト（下記二次元バーコード）
をご覧ください。
問保 健 予 防 課 ☎☎７２２・
７９９６

オンライン離乳食講習会（①初期②後期）
　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。いずれも会
場で開催している同講習会と同じ内
容です。なお、会場開催と重複しての
受講はできません。
対オンライン（Ｗｅｂｅｘ）での受講が
可能な①０歳４か月児～６か月児の保
護者②０歳８か月児～１０か月児の保
護者日①３月１５日㈫②３月７日㈪、午
前１０時３０分～１１時３０分内①栄養
士による離乳食開始についての講話
②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定各
３０人（申し込み順）申２月１日正午～
２８日にイベシスコード①２２０２０１

Ａ②２２０２０１Ｂへ。
問保健予防課☎☎７２２・７９９６

ベビー用リユース品抽選配布会
　市では、修理などを必要としない
再利用が可能なベビー用品を市民の
皆さんから回収し、必要な方に配布
するベビー用リユース品回収会・配
布会を開催しています。昨年１２月に
回収した、大型ベビー用品（ベビーベ
ッド・ベビーカー・チャイルドシート
等）、抱っこひも、乳児用の玩具の配
布を抽選で行います。抽選結果の発
表後、当選した物品を持ち帰りいた
だけます。その他、ベビー服飾雑貨

（靴下・帽子・靴など）の配布もありま
す。市民の方が持ち込まれたものを、
そのまま配布しています。市が品質
・安全性を保証するものではありま
せん。使用に当たっては、譲り受け者
の責任において、使用してください。
なお、販売や営利目的とみなされる
方への配布は行いません。詳細は、市
ＨＰをご覧ください。
日・場２月５日㈯＝子どもセンターば
あん、１１日㈷＝子どもセンターただ
ＯＮ、２０日㈰＝子どもセンターぱ
お、２７日㈰＝子どもセンターつるっ
こ、３月６日㈰＝境川クリーンセンタ
ー横、午後１時～３時
○大型用品等の展示・申込締切
各日午後１時～２時１５分
○抽選結果の発表
各日午後２時３０分ごろ
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０
生涯学習センター
親 と 子 の ま な び の ひ ろ ば
●きしゃポッポ　お母さん同士で子
育て情報交換等をしましょう。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の末日まで）とその母親、妊婦の
方日２月８日、１５日、３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、季節に合わせた
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２月
２０日㈰午後２時～４時（自由遊び時
間含む）内自由遊び、スキンシップ遊
び、手作りおもちゃ制作等定親子７
組（申し込み順）

◇
場同センター申２月１日午前９時から
電話で同センター（☎☎７２８・００７１）
へ。
自分を守る力を身につける～子どものための
「ＣＡＰプログラム」を体験してみよう
　CＡＰとは、Child Ａssault Ｐrｅvｅn
tion（子どもへの暴力防止）の頭文字
をとった略称です。子どもたちが、さ
まざまな暴力（いじめ、誘拐、性暴力
等）から自分を守る方法を、寸劇等を
通して学びます。大人は別室でサポ
ート方法等について学びます。
対小学４～６年生とその保護者等日３
月１３日㈰午前１０時～正午場町田市
民フォーラム講CＡＰたんぽぽ定１５
組（申し込み順）／児童のみの参加は
できません申２月２日正午～３月６日
にイベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード２２０２０２Ｄ
へ。保育希望者（１歳６か月以上の未
就学児、申し込み順に３人）は、２月
２７日までに併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎☎７２３・
２９０８
大地沢青少年センター
森 林 体 験 塾 Ⅱ
対市内在住、在学の小学生の親子日
２月２７日㈰午前１０時～午後３時場同
センター内シイタケのほだ木づく
り、原木を加工してシイタケ菌の打
ち込み、竹細工作り講大戸源流森の
会定２０人（申し込み順）費１人６００円
申２月２日午前９時から電話で同セン
ター（☎☎７８２・３８００）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。

まちだ施設案内予約システム

利用申し込みを開始します
　４月から新たにスポーツ施設がオ
ープンします。いずれも、２月１日か
らまちだ施設案内予約システムで利
用申し込みができます。
※事前に利用者登録（団体登録）が必
要です。

成瀬鞍掛グラウンド
施設概要グラウンド面積約７５００㎡
所在地西成瀬１－７
利用種目軟式野球、少年野球（軟式）、
ソフトボール、サッカー、サッカー

（少年少女）、ラクロス、ターゲットバ
ードゴルフ、ゲートボール、グラウン
ドゴルフ
利用時間午前９時～午後５時（２時間
単位）
利用料金２０９０円（２時間当たり）
休場日年末年始

丘の上グラウンド
施設概要グラウンド面積約８０００㎡
所在地野津田町２０３５番地
利用種目軟式野球、少年野球（軟式）、
ソフトボール、サッカー、サッカー

（少年少女）、ラクロス、ターゲットバ
ードゴルフ
利用時間午前９時～午後５時（２時間
単位）
利用料金２０９０円（２時間当たり）
休場日年末年始

◇
問公園緑地課☎☎７２４・４３９９

室内プール（温浴施設棟）
多目的室

施設概要多目的室１面積約１７２㎡、
多目的室２面積約１１３㎡、多目的室３
面積約２２㎡
所在地図師町１９９－１
利用種目卓球、ダンス、ヨガ、空手等
利用時間午前９時～午後９時（３時間
単位）
利用料金多目的室１は１５００円、多目
的室２は１０００円、多目的室３は３００
円（各３時間当たり）
休館日毎月第１・３月曜日（月曜日が
祝日の場合はその翌日）、年末年始
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

町田市洪水・土砂災害ハザードマップを全戸配布します
問防災課☎☎７２４・３２１８

まちだ男女平等フェスティバルはまちだ男女平等フェスティバルは
オンラインで開催しますオンラインで開催します

問男女平等推進センター☎☎723・2908

　２月5日～6日に予定していましたが、会場では開催しません。
配信期間等の詳細は市ＨＰ（右記二次元バーコード）をご覧くだ
さい。

　浸水予想区域や土砂災害警戒区
域等のハザード情報、風水害時の
避難施設等を記載した「町田市洪
水・土砂災害ハザードマップ」を作
成しました。２月１５日から市内全
戸（住宅、事業所のポスト）に順次
配布します。
　これまで、洪水と土砂災害のハ
ザードマップを別々に作成してい
たものを統合することで、風水害
時の危険な区域を一目で分かるよ
うにし、危険性を分かりやすく伝
えることを目的としています。

　日頃から風水害に備えるため
に、自宅や周辺地域の危険な場所
やいざという時に避難する場所を
確認してください。　
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催し・講座催し・講座
就 職 面 接 会 ｉ ｎ 町 田
●①面接会事前対策セミナー　就職
面接会対策として、印象を良くする
服装とカラーについての講義を行い
ます。
●②就職面接会ｉｎ町田　多摩地域を
中心としたエリアに本社・事業所を
持つ１０社程度の企業が参加します。
履歴書は面接を希望する企業の数だ
け持参してください。

◇
日①２月２１日㈪午後２時～４時②２月
２５日㈮午後１時～４時場①狛江市防
災センター②町田市文化交流センタ
ー定①３０人②５０人程度／申し込み
順申電話で東京しごとセンター多摩
（☎☎０４２・３２９・４５２４）へ（②のみ２月
９日から受付開始）。
問産業政策課☎☎７２４・２１２９
町田市で働こう！
保 育 の お 仕 事 ひ ろ ば
　町田市内の保育所等で働きたい方
向けに就職相談会を開催します。市
内１２法人（予定）の保育所採用担当
者に就職に関する相談ができます
（履歴書不要、服装自由）。予約無しで
参加できますが、事前予約をすると
特典があります。詳細はま
ちだ子育てサイト（右記二
次元バーコード）をご覧く
ださい。
対保育士を目指す学生及び町田市内
の保育所等で働きたい方日３月６日
㈰午後１時～４時（入退場自由）場健
康福祉会館４階講習室

問子育て推進課☎☎７２４・４４６８

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２月２７日㈰
午後１時～４時（受け付けは午後０時
５０分～３時３０分）場玉川学園コミュ
ニティセンター多目的ホール
問広聴課（市民相談室）☎☎７２４・
２１０２

自転車安全利用ＴＯＫＹＯセミナー
対事業所内の交通安全担当の方日３
月４日㈮午後６時３０分～８時場町田
市民フォーラム内事故・ヒヤリハッ
トから考える自転車の安全利用推
進、自転車安全利用研修の実施方法
について定８５人（申し込み順）申同
セミナーＨＰ（右記二次元バ
ーコード）で申込書をダウ
ンロードし、必要事項を記
入のうえ、２月２８日までにメールで
東京都都民安全推進本部交通安全課
へ。
問同本部交通安全課☎☎０３・５３８８・
３１２４、町田市市民生活安全課☎☎
７２４・４００３
３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）。
●特別講座～薬・健康市民講座　コ
ロナ禍そしてコロナ後楽しく充実し
た人生をおくるための生活習慣とは
　オンライン（Zoomウェビナー）
で開催します。新型コロナウイルス
感染症が流行し始めてから２年、改
めて感染対策の基本等を学習し、よ
り安心に暮らし続けられるよう知識
を身に着けましょう。
日３月６日㈰午前１０時～１１時３０分
講相模原市薬剤師会副会長・菅野宏
一氏、副会長・神原大輔氏、理事・新田
淳史氏定３０人（申し込み順）申講座
案内チラシ裏面の受講申込書に記入
し、３月３日までに郵送（必着）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）。
問同事務局☎☎０４２・７４７・９０３８、町
田市生涯学習センター☎☎７２８・００７１
子ども創造キャンパスひなた村
キャンプスキルワークショップ
●ネイチャークラフト・ゲーム・自然
体験編　森の中の自然物を使った工
作や遊びを体験します。野外の遊び
を楽しむ・考える参加型の講座です。
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日２月２７日㈰午前１０時～午後３
時（小雨実施、荒天中止）定１１人（申
し込み順）費３００円申２月３日午前
１０時から電話でひなた村（☎☎７２２・
５７３６）へ。その他の講座やワークシ
ョップについては、同キャ
ンパスひなた村ＨＰ等をご
覧ください。

女 性 の た め の 防 災 講 座
　災害では、人によりニーズや注意
点が異なり、一律な準備だけではカ
バーできないこともあります。「自分
の命は自分で守る」を念頭に、災害と
備えについて幅広い視点から考えて
みませんか。
日３月１７日㈭午前１０時～正午場町
田市民フォーラム講日本防災士会理
事・正谷絵美氏定２４人（申し込み順）
申２月２日正午～３月１０日にイベン
トダイヤル（☎☎７２４・５６５６）または
イベシスコード２２０２０２Ｅへ。保育

希望者（１歳６か月以上の未就学児、
申し込み順に３人）は３月３日までに
併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎☎７２３・
２９０８
消費生活センター
運 営 協 議 会 委 員 募 集
●くらしに役立つ学習会などを一緒
に企画しませんか？　市と協働で、
衣・食・住・環境などをテーマとした
学習会、テスト教室等の企画・運営を
行う委員を募集します。
対市内在住、在勤で、月に２～４回の
活動に参加できる方（営利目的は不
可）任期４月１日～２０２３年３月３１日
●説明会を開催します　応募希望者
は、必ずいずれかの回に参加してく
ださい。
日①２月１５日㈫午前１０時から②３月
１日㈫午前１０時から、いずれも１時
間３０分程度場町田市民フォーラム
申①２月１０日②２月２５日までに、電
話またはＦＡＸで消費生活センター
（☎☎７２５・８８０５返７２２・４２６３）へ。

高次脳機能障がいの理解と支援について
　医師が高次脳機能障がいについて
分かりやすくお話しする福祉講座で
す。手話通訳・要約筆記があります。
対当事者、家族、関係者等日２月２２日
㈫午後６時～８時場市庁舎講はしも
とクリニック経堂理事長・橋本圭司
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、２月１８日
までに電話またはＦＡＸでひかり療
育園（☎☎７９４・０７３３返７９４・０７７２）
へ。

３月は「自殺対策強化月間」です
問健康推進課☎☎７２４・４２３６

　市では、２月からさまざまな取
り組みを行います。詳細は市ＨＰを
ご覧ください。
【市内各駅での普及啓発キャンペ
ーン】
　市では、身近な人の悩みに気づ
き支える人である「ゲートキーパ
ー」について周知するため、学校法
人東京町田学園町田・デザイン専
門学校の協力のもと、ポスターと
クリアファイルを新たに作成しま
した。応募作品２２点の中から、同
専門学校２年生・菅原肇乃さんの
作品が市長賞に選ばれました。
　１月１９日に行われた表彰式で、
菅原さんは「優しい色使いや、柔ら
かい丸やハートを使い、見た人が
安心して相談できるような表現に
しました」とデザインへの思いを
語られました。
　ポスターは、市内各駅やバス車
内、医療機関、薬局等で掲示されま
す。また、クリアファイルを各市民
センター、各連絡所、各市立図書館
等の市内施設で配布します。（無く
なり次第終了）
【オンラインゲートキーパー養成
講座】
　専門職向け兼フォローアップ講
座をオンラインで実施します。な
お、講座にはＷｅｂ会議ツール（Ｗ
ｅｂｅｘ）を使用します。
対医療介護職等の専門職、過去に
ゲートキーパー養成講座を受講し

た方等
日①２月２５日㈮午後３時～４時３０
分②３月９日㈬午後２時～３時
定各５０人（申し込み順）

◇
申２月２日正午から①２月２１日ま
で②３月３日までに、イベシスコー
ド２２０２０２Ａへ。
【総合相談会】
　自殺の背景にあるこころ・女性
・法律・労働等の悩みを解決する
糸口を一緒に探すため、各種専門
の相談員が無料で相談に応じます。
申請・手続きの助言や関係機関、行
政の担当窓口等もご案内します。
家族・友人の相談もできます。
対市内在住、在勤、在学の方
日３月１０日㈭午前１０時３０分～午
後４時
場市庁舎
申２月１日午前９時から電話で健康
推進課へ（相談は３０分単位〔相談
時間は２５分〕、相談内容別に時間
指定制、１人２枠まで）。

国際版画美術館ＨＰに国際版画美術館ＨＰに

バナー広告を載せてみませんかバナー広告を載せてみませんか
詳細は同館ＨＰ（右記二次元バーコード）をご確認ください。
問同館☎☎726・2771

　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

問子ども総務課☎☎724・2876

有料広告掲載募集有料広告掲載募集
　掲載できる広告の制限等があります。詳細はまちだ子育て
サイト（右記二次元バーコード）をご確認ください。

コ ン ビ ニ 証 明 書 自 動 交 付 
サ ー ビ ス を 一 部 休 止
　システムメンテナンスのため、
２月３日㈭午後７時～１１時は、コン
ビニエンスストアでの戸籍証明書
の自動交付サービスを休止しま
す。交付の再開は、２月４日午前６時
３０分からです。
※住民票、印鑑登録証明書、課税・
非課税証明書は、通常どおり取得
できます。
問市民課☎☎７２４・２８６４
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ま ち だ 観 光 案 内 人 養 成 講 座
　基礎講座を受講後、希望するテー
マの講座を受けていただきます。完
了した方には、まちだ観光案内人と
して認定証を発行します（発行手数
料として１テーマにつき３０００円が
必要）。開催時間・会場・講師等の詳細
は、（一社）町田市観光コンベンショ
ン協会ＨＰ（右記二次元バ
ーコード）をご確認くだ
さい。
対ガイドとして町田市の魅力を発信
したい、インターネット環境をお持
ちでメールができる方日・内①２月
１９日㈯＝基礎講座・安全管理と心構
え②２月２６日㈯＝花菖蒲の歴史と品
種③２月２７日㈰＝町田市の歴史Ⅰ④
２月２７日㈰＝町田市の歴史Ⅱ⑤３月
１２日㈯＝えびねと町田市の野草⑥３
月１３日㈰＝町田ぼたん園の歴史と
品種⑦３月２１日㈷＝町田市にゆかり
のある作家定①５０人②～⑦各２０人
（抽選、結果は当選者のみ各開催日の
３日前までにメールで通知）／①は
全員参加、②～⑦は受講したいテー
マ日のみ参加申２月１０日までに同協
会ＨＰ（上記二次元バーコード）へ。
問同協会☎☎７２４・１９５１、町田市観光
まちづくり課☎☎７２４・２１２８

消 費 生 活 セ ン タ ー
●講演会　「私にもできるＳＤＧｓ！～
魚住りえさん、吉野賢哉さんに聞く」
　対談形式による講演のほか、会場
の参加者との質疑応答の時間もあり
ます。
日２月２７日㈰午後２時～３時３０分講
フリーアナウンサー・魚住りえ氏、
（一社）ＳＤＧｓアントレプレナーズ代
表パートナー・吉野賢哉氏定９４人
（申し込み順）申２月２０日までにイベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード２２０１２１Ａへ。親
子室希望者（未就学児と保護者、申し
込み順に１組）は電話で併せて申し
込みを。保育希望者（１歳以上の未就
学児、申し込み順に１人）は２月１３日
までに併せて申し込みを。
●くらしに役立つテスト教室～冬物
衣料の手入れ　ダウンジャケットを
洗おう！　
対市内在住、在勤、在学の方日３月１４
日㈪午前１０時～正午内洗濯方法・干
し方・収納方法を学ぶ講町田友の会　
衣グループ定８人（申し込み順）費
１００円（洗剤代等）申２月２日正午～３
月６日にイベントダイヤル（☎☎７２４・

５６５６）またはイベシスコード
２２０２０２Ｇへ。保育希望者（１歳以上
の未就学児、申し込み順に１人）は２
月２７日までに併せて申し込みを。

◇
場町田市民フォーラム
問消費生活センター☎☎７２５・８８０５

気象予報士・近藤奈央氏による
気 象 に 関 す る 講 演 会
●これからの気象ってどうなるの？
　２月１日～３月１１日の期間を「サス
テナブルな３９日間（サンキューデー
ズ）」と称し、地球温暖化対策などの普
及啓発期間とします。その企画第１弾
として、地球温暖化と気象について解
説していただきます。市庁舎～町田市
バイオエネルギーセンター間を、水素
で動くバスで送迎します。
対市内在住、在勤、在学の方日３月５
日㈯午後２時から／集合は午後１時
に市庁舎正面玄関前です講気象予報
士・近藤奈央氏定７０人（申し込み順）
申２月１０日正午～２１日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２２０２１０Ａへ。
問環境・自然共生課☎☎７２４・４３９１

ふ れ あ い 落 語
●①堺市民センター
日３月２日㈬午後１時３０分～３時場堺
市民センター出演瀧川鯉丸、柳家小
はぜ定１２０人（申し込み順）
●②鶴川市民センター
日３月９日㈬午後１時３０分～３時場鶴
川市民センター出演柳亭市弥、春風
亭朝之助定１４０人（申し込み順）

◇
対６歳以上の方費５００円（全席自由）
申１次受付＝２月１日正午～７日午後
７時にイベシスコード２２０２０８Ａへ
／２次受付＝２月８日正午から①２月
２７日まで②３月３日までにイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスへ。
問町田市民ホール☎☎７２８・４３００①
堺市民センター☎☎７７４・０００３②鶴
川市民センター☎☎７３５・５７０４

町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン
●うめ写真展　日本各地で撮影され
た梅の写真を公募した作品展です。
日程２月２３日㈷～３月１４日㈪
問同サロン☎☎７３６・８２８１

吹きガラスに挑戦！in 芹ヶ谷公園
　移動式のガラス炉を使って、ガラ
ス作家の指導のもと作ります。金属

市 立 総 合 体 育 館
●エンジョイ☆スポーツまちだ
２０２２　さまざまなスポーツに触れ
られるイベントです。
日２月１１日㈷午前９時～
午後４時
問同館☎☎７２４・３４４０

市 立 室 内 プ ー ル
●ポールエクササイズ　除外日があ
ります。詳細はお問い合わせくださ
い。
対１６歳以上の方日第２・４水曜日、午
前１０時～１１時定各１５人
（申し込み順）費６００円
問同プール☎☎７９２・７７６１

成瀬クリーンセンターテニスコート
　対象者等の詳細は同テ
ニスコートＨＰをご覧く
ださい。
●成瀬スポーツデー　
日２月２０日㈰午前９時３０分～午後４
時４０分内走り方教室、テニスレッス
ン、ぺスカドーラ町田のフットサル
教室等申電話で同テニスコートへ。
●テニスビクトリークリニック　
　２００３年の全豪オープンに出場し
た坂井利彰氏によるテニスレッスン
です。
対①１８歳以上の方②１２歳以上の方
（小学生を除く）日３月６日㈰、①午前
１０時３０分～正午②午後１時３０分～
３時（予備日は３月１９日）定各４０人
（申し込み順）申２月６日から電話で
同テニスコートへ。

◇
問同テニスコート☎☎７２７・６２４０

製のさおの先に溶けたガラスを巻き
取り、息を吹きこんでガラスを膨ら
ませて成形し、１人１つ、ガラスのコッ
プを作ります。できたコップは冷ま
してから約２週間後に発送します。
対小学生以上の方（保護者の見学の
みも可）日３月１３日㈰、午前１０時～
１１時３０分、午後０時３０分～２時、午
後２時３０分～４時、雨天中止／各回
とも同一内容です場芹ヶ谷公園講ガ
ラス作家・なかのかずひろ氏定各３
人（市内在住の方を優先のうえ抽選、
結果は２月２５日ごろまでに連絡）費
２５００円（送料込み）申２月９日正午～
１７日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）またはイベシスコード
２２０２０９Ａへ。
問市立博物館☎☎７２６・１５３１
英語多読講演会
絵本を楽しく読んでみよう！
　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。
対英語多読を始めたい人、英語多読
を始めたが絵本の読み方に自信のな
い人日２月２６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２月
３日正午～１７日にイベントダイヤル
（☎☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード２２０２０３Ｃへ（申し込みは２人ま
で）。
問同館☎☎７２８・８２２０

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。

鶴 間 公 園
●サーキットトレーニング
対１６歳以上の方日毎週水曜日（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

●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【①ポイント方式（家族向）②単身者
向、車いす使用者向、シルバーピア
（単身者向・二人世帯向）③居室内で
病死等があった住宅】
　都内に３年以上居住等、いずれも
要件有り／詳細は募集案内を参照配
布期間２月９日まで配布場所市庁舎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
ードも可申郵送で２月１６日まで（必
着）問同公社都営住宅募集センター
☎☎０５７０・０１０・８１０
●八王子年金事務所からのお知らせ
【確定申告で国民年金保険料の控除
を希望する方へ】
　２０２１年１月～１２月に納付した国
民年金保険料は、確定申告で社会保
険料控除の対象となります。申告の
際には、国民年金保険料の納付を証
明する「社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書」や国民年金保険料の
「領収証書」をご提出ください。なお、

２０２１年１月１日～９月３０日に納付し
た方の控除証明書は、２０２１年１０月
２５日～１１月上旬に送付していま
す。また、２０２１年１０月１日以降に初
めて保険料を納付した方には、２月
上旬に送付します。紛失等による再
発行は、ねんきん加入者ダイヤル（☎☎
０５７０・００３・００４、０５０から始まる
電話の方＝☎☎０３・６６３０・２５２５）へ
お問い合わせを
【国民年金保険料の一部免除が承認
された皆さんへ】
　国民年金保険料の免除申請を行
い、４分の１・半額・４分の３の免除が
承認された場合、残りの納付すべき
保険料納付書が送付されますので、
期限内に銀行・郵便局・コンビニエン
スストア等で納めてください。この
保険料を納めることにより、一部免
除が承認された期間は、老齢・障害・
遺族基礎年金の受給資格期間に含ま
れ、老齢基礎年金額にも反映されま
す。期限内に納められなかった場合
は、未納期間となり、受給資格期間に
含まれませんので、納め忘れのない
ようご注意ください

◇
問同年金事務所☎☎０４２・６２６・３５１１

情報コーナー情報コーナー

大地沢青少年センター
青空アトリエ参加者募集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（３月は第２
・４日曜日）に開催していま
す。自然素材を加工して作る
木工作教室です。

※事前予約制です。
【２月～3月の開催日】
日程２月１３日㈰、３月１３日㈰、
２７日㈰詳細はこちら▲

▲詳細はこちら

　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。

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

子 ど も セ ン タ ー た だ Ｏ Ｎ 
臨 時 休 館 の お 知 ら せ
　町田市議会議員選挙、町田市長
選挙の投票所となるため、２月１９
日㈯午後６時～９時、２０日㈰は終
日休館となります。
問子どもセンターただＯＮ☎☎７９４
・６７２２
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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
２月
１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

２日㈬ 午後７時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

3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

４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

5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

６日㈰

午前9時～午後5時

内科 栄山医院（金森２-２5-3０） ☎☎７２２・７４3０

調整中

内科 いしかわ内科クリニック（森野４-２１-5）☎☎７２７・４9７０

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
町田市民病院（旭町２-１5-４１） ☎☎７２２・２２3０

町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７95・１６６8

７日㈪ 午後７時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院（下小山田町１４9１） ☎☎７9７・１5１１

8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

9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 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

１１日㈷

午前9時～午後5時

内科
しあわせ野医院（成瀬台２-４０-１） ☎☎７39・０４７７

増子クリニック（能ヶ谷７-１１-5） ☎☎７35・１４99

内科
小児科 牧内科医院（山崎町１9２１-１） ☎☎７93・38７3

耳鼻科 はぎの耳鼻咽喉科（玉川学園７-１-６） ☎☎７２8・8７3７

午前9時～翌朝9時

内科系 あけぼの病院（中町１-２3-3） ☎☎７２8・１１１１

外科系
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

１２日㈯ 午後１時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

１3日㈰

午前9時～午後5時

内科 いのうえ内科クリニック（鶴間１-１8-１3）☎☎７０６・２６3０

内科
小児科 アツミ医院（中町3-６-１3） ☎☎７２２・２１85

内科 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１０時3０分～午後5時 眼科 氏川眼科医院（原町田６-１-１１） ☎☎７２０・０53０

午前9時～翌朝9時

内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

外科系
あけぼの病院（中町１-２3-3） ☎☎７２8・１１１１

おか脳神経外科（根岸町１００9-４） ☎☎７98・７33７

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
１４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

１5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

１６日㈬ 午後７時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

１７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

１8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

１9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

２０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

内科
小児科 佐藤寿一クリニック（原町田１-７-１７） ☎☎７１０・２２5１

内科 学園ハートクリニック（玉川学園１-２１-１5）☎☎７２5・8４６8

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
町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

２１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

２２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

２3日㈷

午前9時～午後5時
内科

吉野医院（金森２-１２-3１） ☎☎７２２・5７２9

鶴川内科クリニック（鶴川２-１７-１） ☎☎７3４・１958

しながわ内科・循環器クリニック（山崎町333-１）☎☎７9１・１5４5

耳鼻科 稲垣耳鼻咽喉科医院（原町田６-２２-１5）☎☎７２２・3１１5

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
多摩丘陵病院（下小山田町１４9１） ☎☎７9７・１5１１

町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

２４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

２5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㈰

午前9時～午後5時

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

内科
町田東口クリニック（森野１-35-8） ☎☎７２１・8855

やました内科・脳神経クリニック（山崎町２０55-２）☎☎７9４・６3２７

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

２8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

新型コロナウイルスの影響で医療機関や診療時間等が変更になる場合があります。受診の前に、必ず電話・FAXで医療機関または東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」（☎☎03・5272・0303返03・5285・8080）へお問い合わせください。また、休日耳鼻・眼科の医院については、東京都耳鼻咽喉科医会HPまたは東京都
眼科医会HPの「休日診療」のページをご覧ください。

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　2月1日～28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

※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。


