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今も未来も大切に

町田市のＳＤＧｓ

市 の さ民 皆 ん へ
　ごみ収集・処理の際に火災が発生してしまうと、ごみを予定どおり収集できなくなってしまう場合が
あります。火災を防ぐため、発火する恐れのあるごみの分別をお願いします。

発火する恐れのあるごみの分別方法は2面で紹介

そのごみ、 しています！発 火

ごみピット入り口から煙が立ちのぼる様子

3月12日、3月15日

発生日

　燃やせないごみの収集車両の一部が損傷し、ごみ収集の
中断を避けるため、車両の応援が必要となりました。

主な被害

　収集の遅れ、ドライバーの生命の危険、車両修繕による金
銭的な負担

火災の影響

消防隊員が、ごみ袋を開けて発火元を探している様子

ごみ収集車内で発火

町田市バイオエネルギーセンターで発火

2月21日

発生日

主な被害と復旧の見通し
〈主な被害〉ごみをつかむクレーンの電気設備等が
故障し、ピット（※）にたまった燃やせないごみと粗
大ごみの通常処理ができなくなりました。
〈復旧の見通し〉電気設備の交換に数か月かかる見
込みです。
※�ピット…収集等してきたごみを一時的にためておくと
ころ。

火災の影響
〈発災当初〉
　⃝ごみの受け入れ中止、施設見学中止
　⃝�燃やせるごみ・燃やせないごみともに処理を中

断し、他市へ処理応援を要請しました。この処
理費用に約450万円かかりました。

※�現在は、ごみの受け入れ・処理、施設見学とも
に再開しています。施設見学の詳細は市HP
（右記二次元バーコード）をご覧ください。

環境政策課☎７２４・４３７９問
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緑色の袋にいれないで！

分別にご協力ください
発火する恐れのあるごみの

　今回の火災は、いずれもリチウムイオン電池等やライター、スプレー缶・カセット
ボンベが「燃やせないごみ」に混入していたことが、原因と考えられています。電池１
個も、スプレー缶１本も全体のごみの量からすれば、ささいなものかと思われがちで
すが、大きな被害をもたらします。次の3種類のごみの分別にご協力ください。

ごみ収集課☎797・7111問

ごみに関するお困りごとはごみ収集課ごみ相談係（☎797・7111）へこのごみ、どうしたらよいの？

火災の原因となるごみ

　「有害ごみ」の日に資源集積所の白いカゴへお出
しください。
※�白いカゴは、蛍光管・ライター・水銀体温計等が対象です。

ライター

　中身を使い切り「カン」の日に資源集積所の青いカゴへお出しください。
※�中身を使い切れない場合は、ごみ収集課へご相談ください。
※�特別指定団体（小山田桜台、公社森野住宅、シーアイハイツ、都営武蔵岡住宅、玉川学園
と東玉川学園の一部）は「有害ごみ」の日に資源集積所の茶色のカゴへお出しください。

スプレー缶・カセットボンベ

電池は機器から取り外せますか？ 電池の取り外しとリサイクル協力店・回収拠点の活用にご協力ください。

町田市庁舎 森野2-2-22
子どもセンターばあん 金森4-5-7
成瀬クリーンセンター 南成瀬8-1-1
鶴川団地センター名店街
広場 鶴川6-7-4

山崎団地名店街中央 山崎町2200

リサイクル広場まちだ 下小山田町3267-20
玉川学園商店会 玉川学園2-7-4付近
成瀬団地商店会 成瀬7-10-6付近
鶴川市民センター 大蔵町1981-4
境川クリーンセンター横 木曽東2-1-1
相原中央公園 相原町2018

リサイクル広場一覧

⃝�小型家電回収ボックスへ入れてくださ
い（市民センターやコミュニティセン
ター、市役所などに設置されていま
す）。ボックスの投入口（１5㎝×30㎝）
を通らない物は、以下のリサイクル広
場へお持ち込みください。

電池が外せないもの
小型家電回収ボックスまたはリサイクル広場

⃝�ビニールテープで金属部分を絶縁してリサイク
ル協力店へお持ち込みください。
⃝�リサイクル協力店は（一社）JBRC�
HP（右記二次元バーコード）で調
べることができます。

電池が外せるもの
リサイクル協力店

お持ちのシェーバーやデジタルカメラ、ゲーム機、
電動歯ブラシなどの小型充電式電池が内蔵されて
いるもの

電池にリサイクルマークがつい
ているもの
※�リサイクルマークがない電池、解体・
破損した電池はビニールテープで金
属部分を絶縁して、ごみ収集課へご相
談ください。

小型家電
回収ボックス
一覧はこちら

➡

リサイクル広場
の詳細はこちら

⬅

リチウムイオン電池などの小型充電式電池
　下記の手順に従って、お持ち込みください。

有害ごみの日 カンの日 有害ごみの日

※各施設で開催日が異なります。詳細は市HP（右記二次元バーコード）をご覧ください。

※ライター、スプレー缶・カセットボンベの回収日は「資源とごみの収集カレンダー」か「町田市ごみ分別アプリ」でご確認ください。
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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。

募　集募　集
会 計 年 度 任 用 職 員
　詳細は募集要項をご覧ください。
募集要項・応募書類は市ＨＰ
（右記二次元バーコード）で
ダウンロードできます。
○財政課　一般事務　
対次のすべての要件を満たす方　①
パソコン操作（ワード及びエクセル
など）ができる②窓口、電話対応の業
務経験を有する任用期間７月１１日～
２０２３年１月１０日勤務時間月～金曜
日、午前８時２０分～午後５時５分、月
１６日勤務場所財政課（市庁舎５階）募

集人数１人報酬月額１９万２２００円
（別途通勤手当相当分支給）／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、５月２７日までに、直接または郵
送（必着）で財政課（市庁舎５階）へ。
問財政課☎☎７２４・２１４９
○市有財産活用課　運転手
対大型自動車運転免許を有する方任
用期間７月１日～９月３０日勤務時間
午前８時２０分～午後４時５０分勤務場
所市有財産活用課（市庁舎地下１階）
募集人数１人報酬月額１８万６０００円
（別途通勤手当相当分支給）選考書
類、面接申募集要項を参照し、応募書
類に記入のうえ、５月２７日までに、直
接または郵送（必着）で、市有財産活
用課（市庁舎地下１階）へ。
問市有財産活用課☎☎７２４・２１１２

認 可 保 育 所 職 員
　詳細は各施設へお問い合わせくだ
さい。
対有資格者
○こばと保育園（☎☎７９６・３６２８）＝
保育士（常勤、非常勤）
○サンフィール保育園（☎☎７００・
８８５２）＝保育士（常勤）
○子どもの森南町田保育園（☎☎８５０
・６１４０）＝保育士（常勤）
問保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３８
生涯学習センターまつり
企 画 ・ 運 営 委 員
　１０月２２日㈯・２３日㈰に開催予定
の生涯学習センター利用団体の発表
会「生涯学習センターまつり」におけ
る企画検討、準備、当日運営等を行う
企画・運営委員を募集します。
対水曜日を中心に開催する企画・運

営委員会に参加できる方日初回打ち
合わせ＝６月２２日㈬午前１０時から
（１１月まで月２～４回開催）場同セン
ター申住所・氏名・電話番号・年齢を
明示し、電話またはＦＡＸで同センタ
ー（☎☎７２８・００７１返７２８・００７３）へ。
生涯学習センター
障がい者青年学級ボランティアスタッフ
　知的障がいのある方の音楽・スポ
ーツ・演劇・図画工作などの活動を支
援し、共に学びます。経験は不問で
す。興味のある方は見学においでく
ださい。職員・スタッフが活動内容等
を説明します。基準を満たした方に
は謝礼金がありますので、お問い合
わせください。詳細は市ＨＰ
（右記二次元バーコード）を
ご覧ください。
日毎月２回、土曜日または日曜日の
午前１０時～午後４時（木曜日の夜間
にスタッフ会議有り）場同センター、
（社福）まちだ育成会ひかり療育園
（忠生）
問同センター☎☎７２８・００７１

お知らせお知らせ
冊子版を配布しています
障がい者サービスガイドブック２０２２
　障がい福祉に関するサービス情報
や市内の障がい福祉施設一覧などを
掲載している「障がい者サービスガ
イドブック２０２２」を配布しています。
希望の方は、直接障がい福祉課（市庁
舎１階）へおいでください（市ＨＰでダ
ウンロードも可）。また、各障がい者
支援センターでも配布しているほ
か、郵送での配布も行っていますの
で、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５月１８日㈬午前１１時ごろ
問防災課☎☎７２４・３２１８
民生委員・児童委員が
退 任 さ れ ま し た
　次の地区・地域を担当していた２
人の民生委員・児童委員が退任され
ました。後任は決定次第、お知らせし
ます。その他の地域の担当は、お問い
合わせください。
地区・地域①町田第二・本町田１７００
～２００８、２０３５～２０４４、２０４６～
２１１０、木曽東４丁目８～１０②鶴川第
一・薬師台１～３丁目全
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

町田第一中学校特別教室等の 
地 域 利 用 が 始 ま り ま す
　学校と地域がつながる拠点となる
よう、町田第一中学校に設置した交
流ホール、音楽室等の特別教室等を、
８月１日㈪から貸し出しします。開放
施設、費用等の詳細は市ＨＰ（下記二
次元バーコード）をご覧ください。な
お、利用方法の詳細は、決ま
り次第、市ＨＰに掲載しま
す。
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１

市 税 納 期 限 の お 知 ら せ
　５月は、「固定資産税・都市計画税、
軽自動車税」の納付月です。
問納税課☎☎７２４・２１２１

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

町田市建築紛争
調停委員会

5月27日㈮午前
10時から

市庁舎9階会
議室9-2

5人程度
（先着順）

直接会場へ問土地利用調
整課☎☎724・4256

町田市景観審議
会専門部会

6月15日㈬午前
9時30分～11時

市庁舎5階会
議室5-3

5人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づく
り課（☎☎724・4267）へ

５月２２日は 
マイナンバーカード及び電子
証明書の手続きができません
　マイナンバーカードは、町田市
マイナンバーカードセンターと各
市民センターで受け取れます。
　５月２２日㈰は、全国システムが
メンテナンスにより休止するた
め、マイナンバーカードの受け取
りができません。また、住所異動に
伴うマイナンバーカードに関する
各種手続き（継続利用・券面事項の
変更等）、電子証明書に関する手続
きも行うことができません。
　なお、各種証明書のコンビニ交
付サービスは、通常どおりの時間
帯で利用できます。
問市民課☎☎８６０・６１９５

町田の未来を変えたい高校生大募集！
問経営改革室☎☎７２４・２５０３

　今後の町田市をより良くするた
め、高校生が選んだテーマで、市民
と大学教授等が市役所の仕事を評
価し、業務改善につなげる「事業評
価」を１１月に開催します。
　この事業評価に参加いただける
高校生評価人を募集します。「こん
なまちになってほしい」「ここを変
えたらもっといいのにな」「事業評
価ってなんか面白そう」など、興味
・関心がある方からの応募をお待
ちしています。

対市内在住、在学の、２００４年４月２
日～２００７年４月１日生まれの方
定４人（抽選、結果は対象者のみに
連絡）
謝礼６０００円／日（交通費等込み）
申イベシスに記載の条件等を確認
のうえ、５月２９日までにイベシス
コード２２０５１５Ａへ。
※事業評価の概要は市ＨＰ（下記二
次元バーコード）をご覧
ください。

町田市職員採用試験情報 問職員課☎☎７２４・２518
返050・3085・４10７

　多くの方が受験しやすいよう、SPI試験及びWeb面接を実施します。詳
細は、市HPをご覧ください。

職　　　　　種 採用予定数 日程等（予定） 採用日（予定）
一般事務(大卒程度) 25人

○電子申請受付期間
　�5月23日㈪午前10時～
31日㈫正午

○第1次試験期間
　6月19日㈰

2023年
4月1日

障がい者対象一般事務 若干名
土木技術（大卒程度） 15人
建築技術（大卒程度） 10人
電気技術（大卒程度） 若干名
保育士 10人
保健師

いずれも
若干名

土木技術（社会人経験者対象）
建築技術（社会人経験者対象）
保健師（社会人経験者対象）
※受験資格や試験時間等の詳細は「町田市職員採用試験実施要項」(市HPでダウンロー
ド)をご覧ください。

　５月下旬から順次４回目の接種券の発送を開始します。対象者は、６０歳以
上の方と事前に申請した１８歳以上５９歳以下の基礎疾患をお持ちの方で
す。接種券の発送スケジュール等詳細は、５月２０日～２７日に全戸配布する
「町田市コロナワクチン特別号その３」及び市ＨＰ等をご覧ください。

問�新型コロナワクチン接種相談コールセンター☎☎７3２・35６3
／毎日午前8時30分～午後７時

新型コロナワクチン接種情報
4回目の接種券の発送を開始します 新型コロナ

ワクチン情報
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YouTube「町田市公式動画チャンネル」の「町田市採用試験ちゃ
んねる」（右記二次元バーコード）でも職員採用試験についてご覧
いただけます。

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

Ｔｗｉｔｔｅｒ・YouＴubｅで
情報発信
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お知らせお知らせ
成 年 後 見 制 度 利 用 支 援
　成年後見制度の利用が必要な方
で、申立費用及び後見人等への報酬
の支払いが困難な場合、その費用を
市が負担します。なお、保険者等が町
田市以外の方、区市町村長の審判請
求により成年後見人等が付された方
及び任意後見制度の利用者は対象外
です。詳細は、市ＨＰをご覧いただく
か、お問い合わせください。
〇申立費用の助成
対次のすべてに該当する被後見人等
の方　①生活保護を受給中、または
準じている②住民票が町田市にあ
る、または施設等への入所・入居等に
伴って市外に転出した方で保険者等
が町田市となっている③他の助成の
対象とならない内申し立て後に、申
立費用のうち、診断書料・収入印紙代
・郵送費・鑑定費用を助成（予算額に
達した場合は受付終了）申申込要項
（市ＨＰでダウンロード）を参照し、必
要書類を審判確定日から３か月以内
に郵送（消印有効）で福祉総務課へ。
〇報酬費用の給付
対次のすべてに該当する被後見人等
の方　①生活保護を受給中、または
準じている②住民票が町田市にあ
る、または施設等への入所・入居等に
伴って市外に転出した方で保険者等
が町田市となっている③他の助成の
対象とならない④当該年度を含む直
近１年間以内の分の報酬付与の申し
立てを、２０２３年１月１０日～３１日の
間に必ず家庭裁判所へ行う内報酬費
用を被後見人等へ給付（予算の範囲
内での給付となるため、該当者の人
数により金額が変動）／市への申し
込みは報酬付与の申し立て前に行っ

てください申申込要項（市ＨＰでダウ
ンロード）を参照し、必要書類を１２
月５日までに郵送（必着）で福祉総務
課へ。

◇
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７
２０２３年度実施事業募集
農 業 振 興 事 業 補 助 金
　市では、市内の農家が経営改善を
目指して行う機械・施設の導入等の
総額が３０万円以上の事業に対して
補助金を交付しています。
対５年以上農業を続ける意欲のある
市内の農家、農家３戸以上が参加す
る営農集団、農業経営を行う法人で、
次のいずれかに該当する方　①牛ま
たは馬＝５頭以上飼育②豚＝１０頭以
上飼育③鶏＝５００羽以上飼育④ホダ
木＝５００本以上栽培⑤ハウス＝２００
㎡以上設置⑥田畑＝２０ａ以上耕作⑦
生産緑地＝１０ａ以上耕作内機械・施
設の導入等、経営改善を目指した総
額が３０万円以上の事業に対し、認定
農業者・認定就農者・営農集団・農業
法人は経費の２分の１（１５０万円を限
度）、その他の農家は３分の１（１００万
円を限度）を交付／選定審査を行い、
不承認となる場合もあります。なお、
２０２４年度の募集から対象者が認定
農業者及び認定就農者に変更になる
予定です申申請書（農業振興課〔市庁
舎９階〕、ＪＡ各支店に有り）に関係書
類を添えて、６月１５日までに直接ま
たは郵送（必着）で農業振興課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

街頭労働相談を行います
　解雇、雇い止め、賃金不払い、労働
条件の変更など、労働問題全般につ
いて相談できます。また、「ポケット労

働法」「使用者のための労働法」など、
労働に関する資料を無料配布しま
す。
日５月２０日㈮午前１１時～午後２時
３０分（荒天時は中止または延期する
場合有り）場小田急町田駅ビル東口
広場（通称＝カリヨン広場）相談担当
機関東京都労働相談情報センター八
王子事務所
問同センター八王子事務所☎☎０４２・
６４５・６１１０、町田市産業政策課☎☎
７２４・２１２９
ご利用ください
空 家 ア ド バ イ ザ ー 派 遣
　市では、空家対策の一環として、建
築士に無料で相談できる空家アドバ
イザーを、市内に派遣しています。
対市内に空家を所有している方、今
後空家になる可能性のある家屋を所
有している方、町内会・自治会の方、
空家利活用希望者等／詳細は、市ＨＰ
をご覧いただくか、お問い合わせく
ださい申電話で住宅課（☎☎７２４・
４２６９）へ。
展示イベント
食育月間＆歯と口の健康週間
　６月は食育月間、６月４日～１０日は
歯と口の健康週間です。生涯健康で
いるために、お口の健康と食や栄養
についての情報を展示するイベント
です。お口の機能の衰えにより、食事
に支障が出ると、栄養が偏って少し
ずつ体の衰えへとつながっていきま
す。いつまでもおいしく食べ続ける
ためには、お口の健康が大切です。お
口と体の健康について、見つめ直し
てみませんか。
日５月３０日㈪～６月１０日㈮、午前８
時３０分～午後５時（５月３０日は午前
１０時から、６月１０日は午後３時まで）
／土・日曜日を除く場イベントスタ
ジオ（市庁舎１階）
問食育月間について=保健予防課保

健栄養係☎☎７２２・７９９６、歯と口の健
康週間について=保健予防課歯科保
健係☎☎７２５・５４３７

シニアシニア
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・身体機能が低下していきます。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
講が義務付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６月２３日㈭午前９時～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６月９日ごろ
送付）申５月１７日正午～３１日にイベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード２２０５１７Ｃへ。
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３

催し・講座催し・講座
町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン
●初心者デジタルカメラ講座　薬師
池公園・七国山を歩きながら撮影し、
被写体に合わせたカメラの使い方を
体験します。
対デジタルカメラをお持ちの小学生
以上の方日６月２５日㈯午前１０時～
午後０時３０分、集合は同サロン定１５
人（抽選）費１０００円申ハガキに住所
・氏名（ふりがな）・電話番号・お持ち
のカメラの機種名を明記し、６月１９
日まで（必着）に町田市フォトサロン
デジタル講座係（〒１９５－００６３、野
津田町３２７２、薬師池公園内）へ。
問同サロン☎☎７３６・８２８１

５月３０日はごみゼロデー
問環境共生課☎☎７２４・４３９１

　市では、５月３０日のごみゼロデ
ーを中心に美化キャンペーンを実
施しています。今年は、５月２９日㈰
に多摩境駅周辺で、その地域の方
・々関係団体・町田サポーターズの
皆さんと連携し、散乱ごみ一斉清
掃を実施します。
　皆さんも、この機会に自宅周辺
の散乱ごみ清掃や定期的な清掃活

動など、地域の環境美化にご協力
をお願いします。
【清掃活動にご協力くださる方へ】
　清掃活動で拾い集めたごみは、
自宅で「資源とごみの出し方」に従
って分別し、通常の家庭ごみの出
し方でお出しください。まちの美
化にご協力をお願いします。

　初夏になりました。だいぶ暑い日
もある季節です。４月の朝方、上空
を、ヒヨドリの群れが北へ移動して
いるのを何回か見かけました。ゴー
ルデンウィークを含むこの２週間ほ
どは、南からの渡りの途中の夏鳥が
立ち寄る季節です。また、冬場、里に
下りてきている、山地で繁殖する野
鳥が公園や緑地で羽を休めたりする
季節でもあります。
　市内の何か所かで観察ができまし
た。センダイムシクイは早めにやっ
てきました。朴

ほおのき

の白い花が咲く林に
アカハラが止まっていたり、キビタ
キがさえずりを競い合ったりしてい
ます。小さな葦

あし

原
はら

では、オオヨシキリ
がギョギョシ、ギョギョシと賑

にぎ

やか
に歌っています。
　さて、５月８日、第３６回の「フェス
タまちだ２０２２」（町田エイサー祭
り）が３年ぶりに開催されました。例
年９月に行われてきましたが、今回
は５月開催となりました。町田の中
心市街地の７つの商店会と７つの大
型店の主催でのイベントですが、近
隣の市区からも参加団体が多く、エ

イサー祭りとして広域的に知られた
イベントです。
　エイサーの本場の沖縄市では、毎
年夏の終わりに「全島エイサーまつ
り」として開かれており、地元の青年
会の各チームが演技を競い合ってい
ます。
　桑江沖縄市長は、先日のお話では、
今年はできれば全島エイサーを開催
したいとのことでした。新型コロナ
の影響による中止の前まで、毎年の
ように沖縄市の青年会の方に参加し
ていただいていました。
　先月号でお知らせしたとおり、町
田市のさくらまつりも、近隣の各市
がお祭りを中止したなかで、感染対
策をしながら開催しました。こうし
たイベントは、人々のつながりや町
の賑わい、地域経済の活性化などの
意義があるものです。今は、徐々に
「ウィズコロナ」に移行していると思
われます。事業活動をはじめ、さまざ
まな活動を再開していくことで、元
気なまちだを、さらに元気にしてい
きたいと思います。

町田市長  石阪丈一

カワセミ通信
１８２

（仮称）一人ひとりがその人らしく生きるまちだプラン
（第5次町田市男女平等推進計画）（素案）
� 問男女平等推進センター☎☎723・2908
　市では、「（仮称）一人ひとりがその人らしく生きるまちだプラン（第５
次町田市男女平等推進計画）」の策定に当たり、皆さんのご意見を募集し
ました。いただいたご意見は、計画策定の参考にさせていただきます。
〇募集期間　２０２１年１２月２０日～２０２２年１月２０日
〇応募者数　４１人　　〇意見件数　１２２件
〇意見概要　市ＨＰで公表するほか、次の窓口でも資料を配布します。男女平
等推進センター（町田市民フォーラム３階）、市政情報課・広聴課（市庁舎１階）、
各市民センター、各連絡所、各市立図書館、町田市民文学館、生涯学習センター

パブリックコメント公表
ご意見ありがとうございました
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介護の基本を学びたい方へ
介 護 講 習 会
　車いすの移乗、立ち座りや歩行の
介助、コミュニケーションの取り方
について実技を交えながら学ぶ講習
会です。
対市内在住の、家庭で介護をしてい
る方、介護の仕事をしてみたい方等
日６月２６日㈰午後２時～４時３０分場
木曽山崎コミュニティセンター講
（公社）東京都介護福祉士会定２４人
（申し込み順）申住所・氏名・電話番号
を明示し、６月１０日午後５時までに、
電話またはメールで町田市介護人材
開発センター（☎☎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〕墳ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ
－ｋｊｋｃ．ｊｐ）へ（同センタ
ーＨＰ〔右記二次元バーコ
ード〕で申し込みも可）。
問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６

女性と企業のトークカフェ
●イマドキ企業は女性の味方！ｉｎ町
田　面接会や説明会ではなく、実際
に企業で働いている方とお話しして
みませんか。
対就職活動中またはこれから働きた
いと考えている女性日６月２８日㈫午
後１時～４時場町田市民フォーラム
定１５人（申し込み順）申５月１６日か
ら、電話で東京しごとセンター多摩
女性しごと応援テラス多摩ブランチ
へ。託児希望者（満１歳～未就学児、
申し込み順）は６月２０日までに併せ
て申し込みを。
問同センター多摩女性しごと応援テ
ラス多摩ブランチ☎☎０４２・５２９・
９００３、町田市男女平等推進センタ
ー☎☎７２３・２９０８

消 費 生 活 セ ン タ ー
●くらしに役立つテスト教室～ハー
バルライフを楽しもう！ドクダミと
ラベンダーを使って化粧水と化粧ク
リームを作ろう　身近なハーブであ
るドクダミと人気のあるラベンダー
を使って化粧水と化粧クリームを作
ります。
日６月１７日㈮午前１０時～正午場町
田市民フォーラム講ＬＳアカデミー　
ソープサイエンティスト・小嶋淳子
氏定８人（申し込み順）費３００円申５
月１７日正午～６月１２日にイベント

ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２２０５１７Ａへ。保育希
望者（１歳以上の未就学児、申し込み
順に１人）は６月５日までに併せて申
し込みを。
●くらしに役立つ学習会～バイオエ
ネルギーセンターで町田のごみ問題
を考える　新しくできた町田市バイ
オエネルギーセンターで、職員から
町田のごみ問題について話を聞きま
す。
日６月２２日㈬午後１時３０分～３時３０
分場町田市バイオエネルギーセンタ
ー定２０人（申し込み順）申１次受付＝
５月１５日正午～１６日午後７時にイベ
シスコード２２０５１７Ｂへ／２次受付
＝５月１７日正午～６月１５日にイベン
トダイヤル（☎☎７２４・５６５６）または
イベシスへ。　

◇
対市内在住、在勤、在学の方
問消費生活センター☎☎７２５・８８０５
和光大学共催講座
今、 文 化 遺 産 が 新 し い
●変わりゆく人・モノ・時間の関係性
　近年の文化遺産をめぐる制度や考
え方の変化を理解し、具体的な事例
に触れながら、人・モノ（非モノ）・時
間の関係性を考えます。
日①６月１０日②６月１７日③６月２４
日、いずれも金曜日午後６時～８時、
全３回場生涯学習センター内①文化
遺産をめぐる制度的な枠組み～身近
な話題や報道から②活用の効用～何
のために、誰のために③文化遺産を
生きる講①和光大学表現学部総合文
化学科教授・長尾洋子氏定２５人（申
し込み順）申５月１６日午前９時から
電話で同センター（☎☎７２８・００７１）
へ。
７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）。
●ハンドベル集中講座～天使のハー
モニーを楽しむ　イングリッシュハ
ンドベルを使ってハンドベルの持ち
方から演奏まで行います。
対中学生以上の方日７月２日㈯午後２
時～４時、３日㈰午前１０時～午後４

時、全２回場町田市子ども創造キャ
ンパスひなた村講元玉川大学通信教
育部助教・千葉佑氏定１６人（抽選）費
６５００円申講座案内チラシ裏面の受
講申込書に記入し、６月２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☎☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎☎７２８・００７１

里 山 散 策 と 田 植 え 体 験
　北部丘陵の里山・谷戸の散策と、小
野路町奈良ばい谷戸で田植えをしま
す。
対８歳以上の方（小学生を含む場合
は保護者同伴）日６月１１日㈯午前１０
時～正午（雨天時は１２日に順延）／
集合場所は浅間神社下の駐車場です
定１５家族（申し込み順）費１家族
１０００円（材料費、保険料等）申氏名
（ふりがな、参加者全員の分）・住所・
電話番号を明記し、５月３１日までに、
メールで（特）まちだ結の里事務局
（墳ｙｕｉ－ｉｎｆｏ＠ｎａｒａｂａｉ．ｏｒｇ）へ。
問同事務局☎☎０８０・７４６５・７６５１、町
田市農業振興課☎☎７２４・２１６４
生誕２００年
シュリーマンが辿

たど

った絹の道ガイドウォーク
　トロイ遺跡を発掘したシュリーマ
ンが辿った、八王子までの絹の道を
歩きます。
日①６月１９日②７月１７日③９月１８日
④１０月１６日、いずれも日曜日午前９
時～午後３時ごろコース①ぽっぽ町
田～町田商工会議所前～浄運寺～妙
延寺～住吉神社～木曽宿～覚円坊～
忠生公園（昼食）～淡島神社～箭幹八
幡宮～忠生四丁目バス停②淵野辺駅
～日枝神社～境川中常盤飛地～持宝
院～中村不動～長泉寺（昼食）～横土
手～御嶽神社～福生寺～片所谷戸～
札次神社～田端環状遺構～多摩境駅
③多摩境駅～小山内裏公園～鑓水公

園～小泉屋敷～永泉寺～諏訪神社～
絹の道資料館（昼食）～絹の道～道了
堂跡～慈眼寺～片倉城跡～住吉神社
～片倉駅④片倉駅～菅谷不動～東源
寺～観音寺～いちょう公園（昼食）～
本立寺～興林寺～八日町～甲州街道
・宿散策～八王子郷土資料館～八王
子駅定各３０人（申し込み順）費１２００
円（保険料、ガイド料、資料代含む）申
住所・氏名・電話番号・年齢を明記し、
６月１０日までにＦＡＸで町田ツーリ
ストギャラリー（返８５０・９３１２）へ
（町田市観光コンベンション協会ＨＰ
内まちだふらっと〔下記二次元バー
コード〕で申し込みも
可）。
問同ギャラリー☎☎８５０・
９３１１（受付時間＝午前１０時～午後
７時）、町田市観光まちづくり課☎☎
７２４・２１２８

もっと図書館を使ってみよう！
　ことぶき大学「まちだ探

たん

・探
たん

ゼミナ
ール」の受講生と合同で行います。
○図書館入門講座
日６月１６日㈭午後４時３０分～６時３０
分内中央図書館の書架や書庫を案内
する館内見学ツアー、館内の資料の
並び方や検索パソコンの使い方を説
明
○調べもの講座
日７月７日㈭午後４時３０分～６時３０
分内中央図書館レファレンス（調べ
もの）コーナーの資料を使って簡単
な問題を解きながら、基本的な辞典
類や図書館で調べるコツを紹介

◇
対市内在住、在勤、在学または稲城・
多摩・調布・八王子・日野・府中・川崎
・相模原・大和・横浜市在住の１５歳以
上の方（中学生を除く）場中央図書館
定各５人（申し込み順）申５月１７日午
前１０時から直接または電話で同館４
階メインカウンター（☎☎７２８・
８２２０）へ（申し込みは２人まで）。

芹ヶ谷公園“芸術の杜”パークミュージアム

整備計画について説明会を開催します
問文化振興課☎☎７２４・２１８４、公園緑地課☎☎７２４・４３９７

　芹ヶ谷公園と（仮称）国際工芸美
術館・国際版画美術館の一体的な
整備に関する現在の検討状況につ
いて説明します。詳細は市ＨＰ（下
記二次元バーコード）
をご覧ください。
日５月２６日㈭午後６時
３０分～８時（開場・受け付けは午後

６時から）、５月２９日㈰、午前の部
＝午前１０時３０分～正午（開場・受
け付けは午前１０時から）、午後の
部＝午後３時～４時３０分（開場・受
け付けは午後２時３０分から）
※各回とも同一内容です。
場国際版画美術館講堂
定各８０人（先着順）

ハチの巣を見つけたら
問生活衛生課☎☎７２２・７３５４

　暖かくなると、女王バチが越冬
から目覚めて、雨や風をしのげる
軒下や樹木等に巣を作り始めま
す。初期の段階であれば比較的と
りやすいので、日頃から家の周り
を点検しておきましょう。
　なお、市では駆除を行っていま
せん。スズメバチの巣など自主駆
除が困難な場合は、専門業者の（公

社）東京都ペストコントロール協
会（☎☎０３・３２５４・００１４）へ駆除を
依頼してください。
　アシナガバチとスズメバチの巣
の見分け方や駆除方法は、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。

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

　開催日等の詳細は、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。
問保健予防課☎☎７２５・５４７１

町田市バイオエネルギーセンター周辺大気中の

ダイオキシン類測定結果をお知らせします
問循環型施設管理課☎☎７９７・９６１５

　町田市バイオエネルギーセンタ
ー周辺の大気中のダイオキシン類
測定を実施しましたので、その結

果をお知らせします。測定結果は、
環境基準に適合していました。

単位：pg-TEQ／㎥
主な測定地点 春　季 夏　季 秋　季 冬　季 年度平均 環境基準
小山田小学校 0.0062 0.0091 0.0053 0.018 0.010 

0.6以下
小山田中学校 0.0063 0.012 0.0063 0.017 0.010 
図師小学校 0.0065 0.010 0.0076 0.017 0.010 

忠生市民センター 0.0066 0.011 0.0078 0.016 0.010 
測定日： 春季＝2021年4月23日～30日/夏季＝2021年7月2日～9日/秋季＝

2021年10月15日～22日/冬季＝2022年1月7日～14日
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催し・講座催し・講座
笑って学ぶ交通安全の集い
　落語を楽しみながら、交通事故に
遭わないためのポイントを考えま
す。開演前と終演後に交通安全体験
コーナーもあります。
日６月７日㈫午後２時開演場小山市民
センター講落語＝立川晴の輔、交通
安全講話＝警視庁南大沢警察署定
５０人（申し込み順）申電話でまほろ
座ＭＡＣＨＩＤＡ（☎☎７３２・３１３９）へ（ま
ほろ座ＭＡＣＨＩＤＡ ＨＰ〔右
記二次元バーコード〕で申
し込みも可）。
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３
国際版画美術館
私 た ち の ス テ ッ プ・ ワ ン
●講座受講生と講師による展覧会　
　２０２１年度に同館で実施した創作
講座スクリーンプリントの受講生と
講師による作品を展示します。
日５月２５日㈬～２９日㈰、午前１０時
～午後５時／５月２５日は午後１時か
ら、５月２９日は午後４時まで場同館
市民展示室
問同館☎☎７２６・２８８９
若者創業スクール事業
Ｕ２５－ビジネス創造ワークショップ
　市では、町田新産業創造センター
と協力し、２５歳以下の若年層を対象
に、新たなビジネスを生み出すため
の支援プログラムを実施します。今
年の夏に開催予定のワークショップ

本番前に気軽に参加できる入門編の
ワークショップです。
対１６～２５歳の方日６月１１日、１８日、
いずれも土曜日午後２時～４時（各日
とも同一内容）場同センター内商品
開発から事業化までのプロセスをワ
ークショップ形式で実践定各２０人

（申し込み順）申同センター
ＨＰ（右記二次元バーコー
ド）で申し込み。
問同センター☎☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎☎７２４・２１２９
仕事の希望をお聞きします
町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
●出張・就労相談会ｉｎなるせ駅前市
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５
月２５日㈬午後１時３０分～４時場なる
せ駅前市民センター第１Ａ会議室／
事前予約は電話またはメールで同バ
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、墳ｇｅｎｋｉ＠ｍａｃｈｉｄａ－ｋｊｋ
ｃ．ｊｐ）へ（同バンクＨＰ〔右記
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）。
問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６

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６月１２日㈰午後１時
３０分～４時４５分場市庁舎内講演会

「マンション管理の新たな時代～管

理計画認定制度の制定を受けて」、経
験交流会講（一社）東京都マンション
管理士会代表理事・親泊哲氏定１５人

（申し込み順）申市ＨＰ（右記
二次元バーコード）で申し
込み。
問住宅課☎☎７２４・４２６９

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。

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６月１１日㈯午後０時３０分～２時３０
分ごろ場市立総合体育館内ニュース
ポーツを体験／種目の詳細は決まり
次第、市ＨＰでお知らせします講町田
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５月２０日正午～３０日にイ
ベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）へ。
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

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　日程の詳細は同館ＨＰをご
覧ください。
対小学生日①毎週木曜日②毎週金曜
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×
月の開催回数（月謝制）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（受付時間＝午
前９時～午後８時）

市 立 室 内 プ ー ル
●①幼児ダンス②キッズダンスＡ・Ｂ
・Ｃ③チルドレンチア　
対①４～６歳の未就学児②③小学生　
日①②６月７日～７月２６日の火曜日

（７月１９日を除く）③６月３日～７月
１５日の金曜日、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）③午後４時３０分～５
時３０分、①②各全６回③全７回定①
１０人②③各１５人／抽選費①３６００
円②各４８００円③５６００円
申往復ハガキに必要事項を
明記し、５月２６日まで（必
着）に同プールへ。
〈お知らせ〉� �
　５月２１日㈯～３０日㈪は法定点検
等の実施のため、室内プール及び健
康増進温浴施設の一般利用はでき
ません。

◇
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）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

　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。
※①、④～⑧、⑩⑪は、オンラインでの相談もあります。また、①～⑧、⑩⑪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。

暮らしに関する相談 「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

名　称 日　時 対　象 申し込み等
①法律相談 月～金曜日 相談時間はお問い合わせくだ

さい 市内在住の方 前週の金曜日から電話で予約

電話で市民相談室
（☎☎724・2102）へ

②交通事故相談 5月18日、25日、6月8日㈬ 午後1時30分～4時 相談日の1週間前から電話で予約
③人権身の上相談
（人権侵害などの問題） 5月20日、27日、6月3日、10日㈮ 午後1時30分～4時15分

市内在住の方

電話予約制（随時）
④国税相談 5月17日、6月7日㈫

午後1時30分～4時 電話予約制（次回分まで受け付け）
⑤不動産相談 5月24日、6月14日㈫
⑥登記相談 5月19日、6月2日㈭
⑦行政手続相談 5月19日、26日、6月2日、9日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 6月1日㈬
⑨少年相談 5月24日、6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（☎☎042・679・1082）へ
⑩国の行政相談 6月7日㈫ 午後1時30分～4時 電話予約制（次回分まで受け付け） 電話で市民相談室

（☎☎724・2102）へ⑪建築・耐震相談 6月1日㈬
⑫電話による女性悩みごと相談
（家庭、人間関係、女性への暴力等）

月～土曜日
（祝休日、第3水曜日を除く）

午前9時30分～午後4時（水曜
日のみ午後1時～8時） 市内在住、在勤、

在学の方

電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎☎721・4842）へ
※法律相談有り＝要予約。

⑬電話による性自認及び性的指向
に関する相談 毎月第2水曜日（祝休日を除く） 午後3時～8時 電話で性自認及び性的指向に関する相談専用電話（☎☎721・

1162）へ
⑭消費生活相談 月～土曜日（祝休日を除く） 午前9時～正午、午後1時～4時 電話で消費生活センター相談専用電話（☎☎722・0001）へ
⑮空家に関する相談
（Ａ＝弁護士・宅地建物取引士、Ｂ＝
司法書士・税理士・宅地建物取引士）

Ａ=6月13日㈪
Ｂ=6月27日㈪

午前9時～正午
（相談時間は50分）

市内に家屋を所
有の方（空家・居
住中問わず）

Ａ=6月1日、Ｂ=6月15日、いずれも午後4時までに電話で住宅課
（☎☎724・4269）へ

市民の広場 　「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

●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11月15日号です。次回申込期間＝8月15日～１０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
ＨＰでダウンロードも可）。 市HP 検索市民の広場
問広報課☎☎７２４・２１０１

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　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　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
ポプリギターアンサンブル発表会 ５月２１日㊏午後１時３０分 和光大学ポプリホール鶴川 無料 笹川敏明☎☎０９０・３９１３・９３１３
アンサンブル・ヴァリエ　街の小さなコンサート ５月２２日㊐午後２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　要予約
社交ダンス無料講習会　初心者・中級以上時間別 ５月２３日㊊午後１時～４時 南市民センター 無料 永山文子☎☎７９５・５９６６ 初めての方大歓迎お気軽に
金曜モーニング吹き矢開催　腹式呼吸に依る健康法 ５月２７日㊎午前９時３０分～１１時３０分 鶴川市民センター ５００円 吹き矢・和田☎☎０９０・３１０２・２１４５ お気軽にお越し下さい
初めての社交ダンス（体験講習会）ジルバ・マンボ ５月２８日㊏午後３時～６時 サン町田旭体育館多目的室 無料 田中☎☎０９０・７２３１・５３００ いつまでも健康で若々しく
苔と炭とプリザーブドフラワーのアレンジメント ５月２９日㊐午前１０時～１１時３０分 玉川学園コミュニティセンター ３０００円 黒田☎☎８６０・７６６３ 持ち帰り袋をお持ち下さい
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サークル名・活動内容 活動日時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
話し方・聴き方を学ぶ会 毎月第１・３㊎午後７時～８時３０分 町田市民文学館 入会無料・月２０００円 田村☎☎０９０・８８４４・９８０１ ご連絡はショートメールで
男性料理教室クック・マスターズ 毎月第２㊌午前９時～午後３時 町田市民フォーラム３階 入会１０００円・月１０００円 橋本☎☎返７２５・９５０７ リタイアやテレ勤務の男性
キッチン２１男性料理教室 毎月第２㊊午前１１時～午後１時 町田市民フォーラム調理室 入会無料・月１０００円 徳弘☎☎０９０・４４１７・９１６２ 地域のふれあい催物多数
全然話せない人の英会話 月３回㊌午後１時から、２時３０分から 高ヶ坂ふれあいセンター 入会５００円・月２０００円 長屋☎☎０９０・４９２７・６３９０ 見学可・要予約
英会話デイジー　初心者対象 毎週㊋午後１時３０分～２時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 遠井☎☎７９５・９９５２　要電話 見学可　ＣＤで英会話訓練
アリス英会話・米国教師初～中級会話 毎月第１・２・４㊎午後７時～８時３０分 わくわくプラザ町田 入会２０００円・月３５００円 河野☎☎０８０・５０３８・５２２９ 楽しく学びます　見学無料
イギリス都市探訪と「紅茶」の話 毎月第１・３㊋午後１時～３時 町田市民フォーラム他 入会無料・月２０００円 クリーム・ティー☎☎７９７・６４８８ 英語ジョークもお気軽に
春成会（中国語） 月４回㊍午前１０時～正午 わくわくプラザ町田他 入会１０００円・月３０００円 五味☎☎７３７・２７３３ 見学可・初心者歓迎
実用書道サークル会（書道全般） 毎月第２・４㊌㊎午前９時３０分から 忠生市民センター 入会１０００円・月２５００円 安田☎☎７９７・７３４９ 大筆・小筆、細字仮名他
実務書道クラブ　書道一般・ペン字 月２回㊍午後２時～５時 生涯学習センター 入会無料・月３５００円 中村☎☎０９０・２７６６・１５０６ 初めての方も！無料体験有
ふじの会　書道教室 毎月第１～３㊍午前９時～正午 木曽山崎コミュニティセンター 入会無料・月２０００円 森里子☎☎０９０・６５０８・７２５３
創習会（書道）漢字　かな　ペン習字 毎月第１・３㊍午後１時１５分～３時１５分 生涯学習センター他 入会無料・月２０００円 髙田☎☎０９０・２７６６・３１６１ 見学無料体験歓迎します
書道　紅の会　かな文字　実用書中心 毎月第２・４㊎午前１０時～正午 なるせ駅前市民センター他 入会無料・月３５００円 市川☎☎７２５・６７４２ 初心者大歓迎・見学可
秋津書道会 毎月第２㊋午前９時３０分～１１時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月２０００円 松井☎☎０９０・５５２７・１９４６ 初心の方も楽しく書けます
第二創習会　書道　小筆、ペン習字可 毎月第２・４㊍午後１時～３時頃 生涯学習センター他 入会無料・月２０００円 井上典子☎☎７２７・２０９０
よそおい・着物着つけ基礎から手結び 月２回㊋午前９時４５分～１１時４５分 生涯学習センター 入会無料・月１５００円 東直子☎☎８１０・１１５９ いつでも見学・入会大歓迎
フラワーアレンジ　プリザーブド 毎月第３㊎午前１０時～正午 生涯学習センター学習室 入会無料・月無料 四季彩・置地☎☎０８０・１０７０・９７２０要電話 花材費のみ、一回のみ可
青山（セイザン）町田句会 毎月第３㊏午前１０時～正午 玉川学園コミュニティセンター 入会無料・月１２００円 山岸☎☎７２３・９０８０ 俳句結社「青山」主宰指導
歩み句会　初心者俳句講座生募集 毎月第１㊋午前１０時～正午 町田市民文学館他 入会無料・月１０００円 歩み句会・金子☎☎７９１・１９４７ 俳句を基礎から学びます
波俳句会　町田支部　山田主宰指導 毎月第１㊊午後１時～５時 町田市民フォーラム 入会無料・月１０００円 原口☎☎返７２６・２０３５ 初心者歓迎　見学可
吟詠吟成会　声の衰えを防ぐ詩吟教室 毎週㊋午後１時～３時 鶴川市民センター 入会無料・月３０００円 宮内☎☎７３５・６９１９ 無料講習・初心者大歓迎
吟詠洋風会　肺活アップで気分爽快 毎月第１～４㊎午前９時３０分～正午 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 佐藤☎☎７２８・９４９０ １回無料講習参加大歓迎
詩吟教室　お腹から声をだし健康に 月３回㊋午後１時１５分～４時 生涯学習センター 入会１０００円・月３０００円 阿部☎☎０９０・４３６０・１７２５ お気軽に　おでかけ下さい
漢詩や和歌を独特の節回しで詠う詩吟 月３回㊎午前１０時～正午 生涯学習センター 入会１０００円・月３０００円 武藤☎☎０９０・６４８４・５１３２ 初心者大歓迎します
詩吟幸風会・喉と体幹に有効な詩吟 毎週㊍午前９時３０分～正午 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 小市☎☎７２６・１５２８ 明るい教室です
詩吟愛好会　脳の活性化に最適な詩吟 毎週㊏午後１時３０分～３時３０分 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 川添☎☎７２８・０４６８ 健康長寿をめざす
詩吟春風会　声の衰えに効果大の詩吟 月４回㊌午前１０時～正午 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 松沢☎☎７２２・１０８８ お気軽にご見学下さい
忠生誠吟会　誤エン防止に役立つ詩吟 月３回㊋午前１０時～正午 忠生市民センター 入会無料・月３０００円 白石☎☎７３６・０８７７ カラオケの上達希望者歓迎
日本舞踊サークル　ひろきの会 月２回㊏午後１時～３時 木曽山崎コミュニティセンター 入会２０００円・月３０００円 正木☎☎０７０・６５５６・１１６５ 見学体験可
フラサークル　レフアフラクラブ 月３回㊍午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 小林良子☎☎０９０・７２１９・４２７０ ベーシックからしっかり
レイアロハ（フラダンス） 月４回㊊または㊎午後１時～３時３０分 町田市民フォーラム４階 入会無料・月３０００円 泉☎☎０８０・４３５６・１１７１ 無料体験５月２０日午後１時
フラサークル・リリア 毎週㊊午前１０時～１１時３０分 木曽山崎コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 クロダ☎☎０９０・９６８６・２５０５ 無料体験実施中
町田フォークダンス 月２回㊋午後１時～５時 なるせ駅前市民センター 入会１０００円・月１０００円 大貫德三☎☎７７２・３０４８ 初心者歓迎
ポトス太極拳クラブ 毎週㊏午後７時～８時３０分 成瀬コミュニティセンター 入会１０００円・月２０００円 山岸☎☎７２３・９０８０ 楊名時太極拳　初心者歓迎
太極拳木曜会 毎週㊍午前１０時～１１時３０分 木曽森野コミュニティセンター 入会１０００円・月２０００円 藤沼☎☎７２７・４６３５ 楊名時太極拳　初心者歓迎
東京太極拳まちだ　２４式太極拳他 毎週㊏午前１０時～正午 木曽山崎コミュニティセンター他 入会１０００円・月３５００円 中村☎☎７９３・４４４８ お気軽におこし下さい
太極拳　拳（こぶし） 毎週㊎午前１０時～正午または午後１時～３時 木曽森野コミュニティセンター他 入会２０００円・月２５００円 伊藤☎☎７３６・６８３４ 随時見学可（無料）要連絡
武術太極拳２００２ 月３回㊍午前９時３０分～正午 なるせ駅前市民センター他 入会無料・月２０００円 金子☎☎０９０・４０００・２２３６ 見学自由　初心者も大歓迎
町田太極拳愛好会 毎週㊍午前１０時～１１時３０分 市立総合体育館 入会無料・月１０００円 渡邉☎☎７２８・１００１ 初心者経験者歓迎、見学可
健康太極拳サークル大海（ダーハイ） 月３回㊌午前１０時～１１時４５分 市立総合体育館第一武道場 入会１０００円・月１５００円 浅野俊行☎☎７９９・２０６６ 見学・体験有、初心者歓迎
鶴川桜会　太極拳、太極剣 毎週㊍午後６時３０分～８時３０分 鶴川第四小学校体育館 入会１０００円・月２０００円 浜川☎☎７３５・０３８８ 初心者歓迎　駐車場有り
太極拳　かわせみの会 毎月第１～３㊐午前１０時～１１時３０分 ふれあいいちょう館 入会無料・月１０００円 日置☎☎７３５・８７９３ 初心者歓迎・６０歳以上
ヨガグループ・ルーナ 月２回㊎午前１０時または午後１時３０分から 町田市民フォーラム他 入会無料・月２０００円 加藤☎☎０８０・３６９０・３７４７ 女性限定
チーム鶴川　硬式テニス 毎週㊊午前１１時～午後３時の２時間他 鶴川第２テニスコート他 入会無料・月１０００円 塩瀬☎☎７２８・５６２２ 協調性のある方募集
金曜テニス会 毎週㊊・㊎午前９時から２時間 成瀬クリーンセンター 入会無料・月１５００円 佐藤☎☎７９６・３１７４ 初級、中級の方　大歓迎
オールドボーイズ・軟式野球 毎週㊐午前９時～正午 高ヶ坂小学校他 入会無料・月３３３円 船迫☎☎７２６・３９３５ 平均６２歳
Ｔ・Ｍ鶴川（卓球） 毎週㊌午後５時３０分～９時 鶴川第一小学校 入会無料・月無料 戸部洋子☎☎０８０・５４７５・３８０４ お気軽にお越し下さい
つくし野剣道育成会 毎週㊏・㊐・㊗午前、㊌午後６時３０分から 市立総合体育館他 入会３０００円・月２０００円 石松☎☎０９０・７８１２・４２５６ 年齢性別不問！初心者歓迎
カスタネット　軽体操、骨盤体操も 毎週㊌午前１０時～１１時３０分 わくわくプラザ町田他 入会１０００円・月２０００円 奥山☎☎７２３・５５０２　要電話受付 中高年向き　見学者大歓迎
ひまわり健康体操　ゆっくり体操 毎月第１・３㊌午前１０時～１１時３０分 鶴川市民センター和室他 入会無料・月８００円 大野☎☎７３４・３９５３ どなたでも
ロコモ体操～筋トレ＋柔軟で足腰作り 毎週㊍午前１０時、午後２時 町田市民フォーラム和室 入会２０００円・月２０００円 大島☎☎７９６・１５５６ ６月１６日木曜日、体験会有
多摩ハイキングクラブ 毎月第１㊍午後６時３０分から 生涯学習センター 入会無料・年２０００円 林潤☎☎０９０・８１７８・１４１９ 低山歩き主体
新ハイキングクラブ相模原町田支部 毎月第１㊋午後７時～８時３０分 生涯学習センター 入会１０００円・年２５００円 佐藤☎☎０９０・２７５６・７４０１ 先ずは例会にお越し下さい
女声合唱団アンサンブル・ペオーニア 毎週㊌午後２時～４時 忠生市営住宅集会所 入会無料・月２５００円 宮里☎☎０９０・６００５・１８４９ お気軽におこしください
なでしこハーモニー町田 月３回㊌午前１０時～正午 成瀬コミュニティセンター他 入会無料・月３５００円 酒井亨子☎☎７３５・７９８０ 楽しくご一緒に！見学歓迎
シニアの混声合唱　アルモニー 月２回㊎午後２時～４時 玉川学園コミュニティセンター他 入会無料・月２０００円 井上☎☎０９０・１２０５・０９４２ 男性・初心者大歓迎！
町田女声合唱団 毎週㊍午前１０時～正午 木曽森野コミュニティセンター他 入会１０００円・月３５００円 大久保☎☎７２４・０８８７ 見学者歓迎（無料）要連絡
混声合唱やまびこ・歌好き集まれ！！ 月３～４回㊏午後１時４５分～４時 鶴川市民センター他 入会無料・月３５００円 山下☎☎７３５・７５８１ 見学可・お気軽に・要連絡
たまがわコーラス「混声合唱団」 月３回㊏午後５時３０分～７時３０分 玉川学園コミュニティセンター 入会１０００円・月３０００円 小野☎☎７９４・１６９０ 発声を重視の合唱・見学可
金井コール・声楽家指導で楽しい歌声 毎月第２・４㊋午前１０時～正午 金井クラブ 入会１０００円・月２０００円 中野☎☎０９０・９９７８・１４４０ 発声練習とやさしい合唱
きらり　和太鼓サークル 月３回㊎午後６時～９時 ひなた村カリヨンホール 入会無料・月３０００円 田原☎☎７９９・０５４２ 障がい者と親で活動
シニアのための易しいピアノ 毎月原則第４㊊午前１０時～正午 木曽森野コミュニティセンター 入会１０００円・月２８００円 タカノ☎☎０８０・８８７２・３５０７ 脳トレにどうぞ。男性も
三味線を楽しむ会　基本から 月２回㊍午後１時３０分から 木曽山崎コミュニティセンター 入会１０００円・月３０００円 金田☎☎７９１・１４２０ 初心者歓迎・見学できます
筆と顔彩を使い季節の絵を描きます 毎月第２㊏午前１０時～正午 忠生市民センター 入会無料・月１５００円 宮田☎☎７９７・８１８７ 初心者歓迎　見学可
水彩色えんぴつクリスマスローズの会 毎月第２㊍午後１時～３時 玉川学園コミュニティセンター 入会無料・月２０００円 いげ☎☎０９０・２０１６・４３５１
町田シニアパソコンクラブ 毎月第１㊋午後１時３０分から 生涯学習センター他 入会１０００円・月５００円 いなば☎☎７９５・４７３３ 楽しく仲よく学びましょう
棋友会～気楽に楽しめる囲碁の会 毎週㊐午後１時～５時 本町田都営アパート集会所 入会無料・月５００円 棋友会☎☎０７０・５３６３・９４７５ 初級者・女性の方も歓迎
囲碁サークル・町田石心会 毎週㊍午後１時～５時 生涯学習センター他 入会無料・年５０００円 等々力☎☎７９６・３０１４ ３名以内・お元気な方優先
楽碁会・囲碁をみんなで楽しもう 毎週㊋・㊎午後１時～５時 なるせ駅前市民センター 入会無料・月３００円 吉田尚弘☎☎７２６・１１２８ 男女初級者～高段者
キルトサークル　アリス 毎月第１・３㊌午前９時３０分～１１時３０分 生涯学習センター学習室 入会無料・月２５００円 アリス☎☎７９５・２３２６　要申し込み お家時間を楽しみましょう
町田野鳥の会　バードウォッチング 毎月第２㊐午前８時３０分～１０時３０分 忠生公園 入会無料・年１０００円 森下悟☎☎０７０・１４７６・３３７７ 初心者歓迎　見学ＯＫ
玉学コミセン健康麻雀 毎週原則㊋午後１時～５時 玉川学園コミュニティセンター 入会無料・月１０００円 鈴木☎☎０９０・４６７８・７３０４留守電あり 「教室」ではなく「競技」
楽しさやいのちの輝き　知る地図夢 毎月第１・３㊌午前１０時から 生涯学習センター他 入会無料・月２５００円 村山早苗☎☎７２３・９００８ 今尾恵介先生のご指導です
世界遺産を楽しむ会 毎月第４㊎午前１０時～正午 町田市民フォーラム他 入会無料・月３００円 山下☎☎０８０・５８７５・６１０１ 旅に行った気分になれます

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集
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町田市表彰式
自治功労者などを表彰しました

　５月８日に町田市表彰式を開催
し、長年にわたって地方自治の発
展に貢献され、市民の福祉の向上
にご尽力いただいた個人８０人と
１４団体を表彰しました。
　表彰を受けた方と団体は、次の
とおりです（敬称略、順不同）。
【自治功労】
白川哲也／田村達久／井上トシ子
／坪義秋／石阪至孝／小島邦彦／
碓井正男／鈴木良明／鈴木嘉博／
神原祐樹／小池寛明／細谷智宏／
増永光夫／八木敏宏／森田弘文
【一般表彰】
三橋信介／井上惠博／深澤勝／町
田エコフェスタ実行委員会／長坂
裕博／山﨑進二／内田絢子／加部
延茂／小山典子／木本弘子／設楽
邦夫／中川忠彦／野口満男／野村
和子／彦根友子／吉川直樹／山田
弘美／梅田ひろみ／大石幸子／中
井文／川崎徳与請／宮本弘樹／岡
部忠仁／加藤宏二郎／戸 正人／
服部晋也／齋藤朋尚／簔口立郎／
高山慎太郎／市川正人／石川晃央
／道願智博／井野秋人／後 修志
／溝上治／守屋国男／内野弘治／
竹内英信／風間賢仁／鈴木豊／藤
田裕央／木下武史／永井択磨／飯

島こと／古屋アイ子／かがやきの
街自治会自主防災隊／アールヴェ
ール町田森野自衛防火防災隊／ガ
ーデンセシア自主防災隊／ソフィ
アすずかけ台ソルフェージュ自主
防災隊／プロヴァンスヒルズ能ヶ
谷自主防災隊／真光寺市営住宅自
主防災隊／ライオンズガーデン町
田の丘自主防災隊／七国山自治会
自主防災隊／石井和正／櫻井恵美
子／瓜生ふみ子／岩濱八江子／水
野大／田山一治／町田市弓道連盟
／町田市水泳協会／町田市テニス
協会／池田静一／服部稔／江上孝
範／加藤俊夫／坂倉優／佐川雅夫
／長山昇／荒明美奈子／関根信二
／近藤安江／澁谷世津子／島﨑佳
子／林崎恵子／小澤健一／株式会
社ＥＭＡＲＩ／公益社団法人町田法
人会／三橋永治　７月１日〜３１日の１か月間、市内のＰａ

ｙＰａｙ対象加盟店で、ＰａｙＰａｙで支払い
をした場合に、最大２０％（上限５０００
円相当／期間）のポイント（ＰａｙＰａｙポ
イント）を付与するキャンペーンを実
施します。実施に当たり、キャンペーン
に参加する店舗を募集します。
※７月１日からキャンペーンに参加
するには、６月１２日までにＰａｙＰａｙの
導入手続き完了及び審査可決する必

要があります。
＜ＰａｙＰａｙの店舗への新規導入につ
いての問い合わせ先＞
　ＰａｙＰａｙ町田市専用ダイヤル（☎☎
０８００・９１９・３５３８、受付時間＝祝休
日を除く月〜金曜日の午前９時３０分
〜午後６時）
※詳細は市ＨＰ（右記二次
元バーコード）をご覧く
ださい。

　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。
　当日、会場で申請用写真を無料で
撮影し、その場でカードの申請がで

きます。なお、カードの発行には１か
月半程かかります。申請した方には、
町田市名産品セットをプレゼントし
ます（数に限り有り、各日１００人〔先
着順〕）。
対市内在住で、マイナンバーカード
の申請をしたことがない方

薬師池会場　６月１日㈬～３０日㈭
【花しょうぶ公開】
　江戸系、肥後系、伊勢系など１７５品
種、約２２００株の花しょうぶが咲き誇
ります。まつり期間中には早乙女姿
の花摘み娘が手入れをしています。
※見ごろは６月上旬〜中旬です。

【花しょうぶガイド】
　まちだ観光案内人が、花しょうぶ
の楽しい話を来園者と対話形式で行
います。
日６月上旬〜中旬、午前１０時〜正午、
午後１時〜２時／日程は町田市観光
コンベンション協会ＨＰをご覧くだ
さい。

【あじさい公開】
　４２品種、約１０００株のガクアジサイ、
西洋アジサイなどが咲き誇ります。
※見ごろは６月中旬〜下旬です。
◯町田市フォトサロンのお知らせ
【しょうぶ・あじさい写真展作品募集】
　薬師池公園で撮影したしょうぶ、
あじさいの写真を募集します。写真
は同サロンで展示します（会期＝８
月１０日〜２１日）。
定３０人（先着順）
費５００円
申Ａ４サイズで写真裏面に応募用紙
（同サロンＨＰでダウンロード）を貼
り、７月１８日午前１０時から直接同サ
ロンへ（１人２点まで）。

えびね苑会場　６月１５日㈬～３０日㈭
　１７品種、約５０００株のアジサイが
咲き誇るえびね苑を部分開苑しま
す。入苑は無料です。
※えびねの植栽地には入れません。
開苑時間午前９時３０分〜午後３時３０
分（閉門は午後４時）

　今年は１１月２６日㈯〜１２月４日
㈰に開催します。１１月２６日㈯は
市庁舎を会場に、市内を中心に活
躍するＮＰＯ法人や市民活動団体
などが集まり、日頃の成果発表や
ワークショップ、マルシェ等を行
う予定です。
　「まちカフェ！」に出展する団
体、企画・運営ボランティア（１日
のみの参加も可）、イベントを応援

し盛り上げていただく協賛企業を
募集しています。
※イベントの内容や会場等は変更
になる可能性があります。
申団体名（団体として参加する場
合）・氏名・電話番号・メールアドレ
スを明示し、６月１日までに、電話
またはメールで、同事務局（☎☎７８５
・４８７１墳ｍａｃｈｉｃａｆｅ＠ｍａｃｈｉｄ
ａ-ｓｕｐｐｏｒｔ．ｏｒ．ｊｐ）へ。

【第3弾】いこいこ町田！
PayPay使って“うふふ”な買い物
最大20％戻ってくるキャンペーン参加店舗募集！

問産業政策課☎☎７９４・７３０７

町田薬師池公園四季彩の杜

しょうぶ・あじさいまつり
問�公園緑地課☎☎７２４・４３９９
　写真展について＝町田市フォトサロン☎☎７３６・８２８１

参加団体募集!
町田市名産品セットをプレゼント！
市内各地でマイナンバーカードの
申請を受け付けます

申請受付会場・日時 一覧
実施日 受付時間 会　場 住　所

５月２０日㈮ 午前１１時〜午後６時 ＭｒＭａｘ町田多摩境ショッピング
センター イベントスペース

小山ヶ丘
６－１－１０５月２１日㈯

午前１０時〜午後５時５月２８日㈯ ノジマ忠生店 正面入り口（忠生シ
ョッピングセンター３０５内）

木曽西２－
１７－２１５月２９日㈰

問秘書課☎☎７２４・２１００

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

問市民課☎☎８６０・６１９５
市民協働フェスティバル「まちカフェ！」

　ＡＳＶペスカドーラ町田の関野淳太取締役社長、甲斐修侍監督、クレパ
ウジ・ヴィニシウス選手（日本代表）、毛
利元亮選手（日本代表）が新シーズンに
向けた体制報告と意気込みを表明する
ため、４月２１日に市役所を訪れました。
甲斐監督は、「若い選手と経験のある選
手の融合した戦いをサポーターの皆さ
んにお見せしますので、楽しみにして
いただきたい」とお話しになりました。

ASVペスカドーラ町田が市役所を訪れました！
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

同公園四季彩の杜▲
HP

8 2022．5．15 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。


