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郵便等による不在者投票のご案内

くらしに+α で

風水害に
備 える
おいしい

水

水

毎年6月～10月は集中豪雨や台風等が発生しやすい雨の季節です。
「災害のための備蓄」と聞くと、特別なものをたくさんそろえなくて
はいけないような気がしませんか。
「普段使っているものを少し多めに
備える」
「家事の際に少し工夫してみる」これらはすでに災害への備え
の大切な一歩です。くらしに＋αで風水害等に備えてみましょう。

そろそろ雨の季節。毎日買
い物に行くのは大変だから、
今日は水を1本買い足してお
いたよ。

問 防災課☎
☎724・3218

こ れ 、もう
「 備 え 」です
カセットコンロを使ってみる

動きやすい靴を
用意しておく

電気やガスが使えない災害時、カセットコンロは温
かい食事を作るほか、哺乳瓶の煮沸等に役立ちます。カ
セットコンロの使い方に慣れておくとより安心です。
ガスボンベの残量確認もお忘れなく。

（参考：春～秋＝大人２人当たり1本程度/日）

浸水や道路冠水等の発生時、長靴では
靴の中に水が入って歩けなくなることが
あります。しっかりした素材の靴底を使
用し、靴紐で足を固定できるスニーカー
等は、
浸水時の避難に役立ちます。
ひも

生活用水を一時的にためておく
清潔な水道水の一時的なため置き場として、浴槽などを活用
することで、飲料水とは別に生活用水を備えることができます。
※地震等で排水管が損傷している場合、
水洗トイレでの使用はできません。

？

ご存じ
ですか

食べながら備蓄する「ローリングストック法」
ローリングストック法とは、皆さんが普段食べているものを

「非常食」
と考え、食べたら買い足したり、普段から少し多めに購入してお
くことで、
常に家庭に新しい食料（非常食）を備蓄するという考え方です。
災害が発生したときには、日常的にストックしている飲料水や缶詰、レ
トルト食品などと並行して災害用の非常食を食べることで、普段から食
べ慣れているものが食卓に並び、安心して食事を取ることができます。

備えておくと
より安心なもの

人口と世帯（外国人含む）

□ マスク・消毒液
□ 使い捨て手袋
□ 充電式ラジオ

備える

買い足す

□ 懐中電灯
□ 携帯電話予備バッテリー
□ 簡易トイレ

飲料水、
食料品など

調べて
 安心

備蓄情報

市ＨＰ等では、災害への備えに関する
さまざまな情報を掲載しています。調
べて、備えをより充実させましょう。
使う

「もしも」のために
備えよう（市HP）

□ ビニール袋
□ 小銭

（前月より213 人増）／ 世帯 ： 204,297 世帯（前月より510 世帯増）
人口 ： 431,016 人（ 男：210,625人・女：220,391人）

東京備蓄ナビ
（東京都HP）

2022年5月1日現在
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ご自宅の備蓄と一緒に…

「避難行動」とは、避難施設に行くことだけではなく、
命を守るための行動すべてを指します。災害が発生し
た時に、自分の命を守るのは自分です。いざという時に
慌てないために、情報収集の準備をしたり、状況判断・
避難方法について事前に確認しておきましょう。

避難行動を確認しましょう
はじめに確認

「避難指示」

で

必ず避難！
避難指示が出た場合には、危
険な場所から直ちに全員が避難
してください。

 険かどうかは
危
避難とは
を
「避」
けること

自分で判断 「難」
警報等のレベルにかかわらず、自分の状況（今いる
場所・避難に時間がかかる人と一緒にいる等）によっ
ては、指示を待たずに安全を確保しましょう。

安全な場所にいる人が避難施設に行く必
要はありません。自宅が安全であれば、
「在
宅避難」も立派な避難行動です。

避 難のしかたを確認
皆さんのご自宅に配布している「町田市洪
水・土砂災害ハザードマップ」には、浸水区域
や浸水の深さ、土砂災害警戒区域等のほか、大
雨・洪水時に必要となるさまざまな情報が記
載されています。

ハザードマップは、防災課（市庁舎3階）、各
市民センター、各連絡所、各コミュニティセン
ター（上小山田コミュニティセンターを除く）
で配布しているほか、市HPでも公開していま
す。

ハザードマップで自宅の場所に色が塗られて
いない
自宅の倒壊や崩落の
恐れなどはあるか

いる
安全な場所に住んでいる、親戚や
知人の元に身を寄せられるか

はい

いいえ
自宅にとどまる
（在宅避難）

はい

いいえ

安全な場所に住んでいる
親戚や知人宅へ避難

避難施設に避難

※身の危険を感じたら自発的に避難しましょう。
◆ハザードマップ上で自宅の位置に色が付いていなくても、周りと比べて
低い土地や崖の近くなどにお住まいの方は、災害の危険があるため必要
に応じて避難しましょう。

もっと 情 報 を集める

◆移動に時間がかかる方がいる場合は、雨が強くなる前に避難す
るなど、早めの行動を心掛けましょう。また、避難の際にはお互
いに協力し合うことが大切です。

災害時は安全を確保するため、常に最新の情報を集めることが
大切です。町田市メール配信サービスに登録しておくなど、普段か
ら情報収集の準備をしておきましょう。

防災行政無線放送

ＦＭラジオ「東京町田インフォメーション」

放送した内容は、防災行政無線フリーダイヤル（錆0800・800・
☎724・3218
5181）
で確認できます（通話料無料）。
問防災課☎

FM HOT 839（エフエムさがみ83.9MHz）
で、防災・災害情報をお知らせします。放送はア
プリ「FMプラプラ」から聴くこともできます。
☎724・2101

問広報課☎

町田市メール配信サービス、LINE
防災行政無線で放送した情報や、町田市の気象警報に関す
☎724・2101
る情報等を地域別に配信します。 問広報課☎

スマホ版

町田市ホームページ
大規模災害発生時はトップページを非常時用に切り替え、災害発生
☎724・2101
状況や避難施設の情報を掲載します。
問広報課☎

携帯電話版

アプリ「Yahoo！防災速報」
大規模災害発生時には、ゲリラ豪雨や緊急地
震速報、今後の予報・予測など14種類の緊急情
報をプッシュ通知でお知らせします。

町田市消防団員を募集しています 自主防災組織に加入しましょう
消防団は、
災害時の活動のほか、地域に密着し、住民の安全と安心を守っています。自主防災組織
は、
住民自身による初期消火活動や救出救護・避難誘導等を行う身近な防災組織です。
☎７２４・３２５４）へお問い合わせください。
活動内容等の詳細は防災課（☎

今も未来も大切に

町田市のＳＤ Ｇｓ

市役所代表

記事内の表記
について

辺０４２・７２２・３１１１

返０４２・７２４・５６００

番号間違いにご注意ください

●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
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対 対象 日 日時
講 講師 定 定員
申 申し込み

凡例

場 会場 内 内容
費 費用
問 問い合わせ

※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。

今号から
「記事内の表記について」のデザインを一部変更しています

健康案内

る④盲導犬の飼育を、家屋の所有者
・管理者から認められている⑤決め
られた訓練を受け、盲導犬を適切に
熱中症に気を付けましょう
管理できると認められる⑥盲導犬の
利用が、社会活動への参加に効果が
熱中症は、体内の水分や塩分等の
あると認められる
バランスが崩れ、体温調整機能が低
問各地域の障がい者支援センター
下することで起きてしまいます。屋
外だけでなく室内で発症する場合も （堺☎
☎７９４・８７９０返７９８・２２９０、忠
あります。
熱中症を予防するために、 生☎
☎７９４・４８５１返７９４・４８５２、鶴川
「暑さを避ける」
「こまめに水分補給
☎７０８・８８２１返７０８・８９７７、町田☎
☎
をする」
「こまめに換気をする」
「日頃
７０９・１３０１返７０９・１３０２、南☎
☎７０６
から体調管理をする」等に気を付け
・９６２４返７９９・２１４５）、町田市障が
ましょう。
い 福 祉 課 ☎ ７２４・３０８９返０５０・
詳細は市ＨＰ（右記二次元
３１０１・１６５３
バーコード）をご覧くださ
い。
●熱中症警戒アラートメール配信サ
６月６日から受付開始
ービスにご登録ください 環境省・
住宅バリアフリー化改修工事助成金
気象庁では、暑さへの気付きを呼び
掛けるために「熱中症警戒
市では、住宅のバリアフリー化の
アラート」を発表していま
ための改修工事に対して助成を行っ
す。
ています。市内事業者が施工する改
問健康推進課☎
修工事が対象です（既に契約や着工
☎７２４・４２３６
している工事は助成の対象
外）。制度の詳細は、市ＨＰを
ご覧いただくか、お問い合
利用者を募集します
わせください。
盲
導
犬
対市内の住宅にお住まいの方（賃貸
を除く）受付期間６月６日㈪から（先
盲導犬の利用を希望する方は、６
着順）／予算上限に達し次第、受け付
月１０日までにお住まいの地域の障
けを終了します。
がい者支援センターへお問い合わせ
問住宅課☎
ください。
☎７２４・４２６９
対都内在住の１８歳以上で次のすべ
米空母艦載機の
ての要件を満たす方 ①視覚障がい
着 陸 訓 練 の 禁 止 を 要 請
１級である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
５月４日に防衛省から、米空母艦載
額が月平均で７万７０００円未満であ
機着陸訓練について、通常は硫黄島

お知らせ

募 集

で実施するところ、天候等の事情で
できない場合には厚木基地で実施す
るという通告がありました。このこ
とを受け、市は、５月６日に国に対し、
厚木基地における訓練の禁止を要請
しました。
問企画政策課☎
☎７２４・２１０３

度です減免期間２０２３年３月３１日ま
で／減免の申し込みや詳細について
は、東京都水道局多摩お客さまセン
ター（☎
☎０５７０・０９１・１０１〔ナビダイ
ヤル〕または☎
☎０４２・５４８・５１１０）へ
お問い合わせください。
問下水道経営総務課☎
☎７２４・４２９５

下水道使用料の減免措置が継続されます

６月 は 蚊 の 発 生 防 止 強 化 月 間

原則として、３月末まで減免の適
用を受けていた方はそのまま継続し
て減免されます。なお、新たな申請は
東京都水道局町田サービスステーシ
ョンで受け付けます。
対生活保護・児童扶養手当・特別児童
扶養手当・老齢福祉年金・中国残留邦
人支援給付の受給世帯、東日本大震
災による避難者、公衆浴場・医療施設
・社会福祉施設などの各施設、生活
関連２３業種／老齢福祉年金とは、大
正５年４月１日以前に生まれた方（そ
の他要件有り）を対象とする年金制

デング熱やジカウイルス感染症な
ど、蚊が媒介する感染症の発生を防
止するためには、水中に生息する幼
虫（ボウフラ）を退治して蚊の発生を
抑制することが重要です。また、蚊に
刺されないために、家に侵入させな
い対策と外出時の対策をとりましょ
う。町田市保健所（中町庁舎）で、市民
向けリーフレット「夏場の蚊対策」を
配布していますので、ご活用くださ
い（市ＨＰでダウンロードも可）。
問生活衛生課☎
☎７２２・７３５４

町田市バイオエネルギーセンターの愛称を募集します

問循環型施設整備課☎
☎７２４・４３８４

今年１月に稼働開始した町田市バ
イオエネルギーセンターについて、
施設に対する理解を深め、親しみを
感じていただき、ごみ処理を始めと
した環境問題への意識向上を目的
に、施設の愛称を募集します。
詳細は、募集要項（循環型施設整備
課〔市庁舎７階〕
、
町田市バイオエネル
ギーセンター２階受付で配布、
市ＨＰで
ダウンロードも可）をご覧ください。

対市内在住の方
申８月３１日までに、
郵送
（消印有効）
、
Ｆ
ＡＸまたはメールで、循環型施設整備
課へ（募集要項に記載の投函箱設置
場所へ直接投函も可）。
※結果は、市ＨＰに掲載するほか、町
田市バイオエネルギーセンターでの
掲示を予定しています。また、受賞者
には、２０２３年３月ごろに表彰式を執
り行います。

新型コロナワクチン４回目接種が始まりました
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

次の方を対象に新型コロナワクチンの４回目接種が始まりました。
①６０歳以上の方は、接種券が自動的に配達されます。ご自宅に接種券が
届き次第、
予約することができます。
②１８歳から５９歳までの基礎疾患等のある方は、接種券の申請が必要です
（接種券は、
自動的に配達されません）。
◆３回目の接種日から５か月以上経過していることが必要です。
◆詳細は、配布済みの「町田市コロナワクチン特別号その３」
をご覧ください。市ＨＰ
（右記二次元バーコード）でもご覧い
ただけます。
７月以降は４回目接種が本格化するため、
３回目接種予約が取りづらくな
る可能性があります。
接種をお考えの方は、
お早めに予約をお願いします。

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

看護師
助産師

募集人員

採用

検索

受験資格

日程等
採用日
○受け付け
1987（昭和62）年4月2
7月8日㈮まで
日以降に生まれた、作業
（必着）
１０月１日
若干名 療法士の資格を有する、
２０２３年４月１日
または2023年春までに
○試験日
取得見込みの方
8月6日㈯
看護師の資格を有する、
○受け付け
10人程度 または2023年春までに 6月23日㈭まで
10月1日
取得見込みの方
（必着）
2023年1月1日
助産師の資格を有する、
2023年4月1日
○試験日
若干名 または2023年春までに
7月16日㈯
取得見込みの方

※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
／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。

問新たな学校づくり推進課
☎785・5471

南第一小学校地区の新た
な学校づくりについてご
意見をお寄せください

本町田・南成瀬・鶴川東・鶴
川西地区 統合新設小学
校の学校名の案をお寄せ
ください

南第一小学校地区では、新たな
学校づくり基本計画検討会を5月
に設置し、建て替えに向けた検討
を開始しました。そこで、市民の皆
さんから、新しい学校に期待する
ことなどについて意見を募集して
います。皆さんからお寄せいただ
いたご意見を参考にし、新たな学
校づくりを進めていきます。

市民の皆さんから、統合して新
しく設置する4地区の小学校の学
校名の案を募集しています。お寄
せいただいた学校名の案を参考に
し、各地区の新たな学校づくり基
本計画検討会で学校名を検討して
いきます。

回答方法 6月17日までに、各Googleフォーム（下記二次元バーコード）
で回答できます。なお、Googleフォームで送ることができない場合は、
書面でも提出できます。詳細はお問い合わせください。
統合新設小学校の

学校名の案はこちら▶

南第一小学校地区の 
ご意見募集はこちら▶

公開している会議
会議名

日

時

会

傍聴のご案内
場

町田市教育委員会定 6月9日㈭午前 市庁舎10階会
例会
10時から
議室10－2～5

定

員

申し込み
直接会場へ問教育総務
☎724・2172
課☎

事前に電話で市政情報
町田市情報公開・個人 6月13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

4

2022．6．1

お知らせ

屋外での活動にご注意ください

光化学スモッグが発生しやすい時期です
東京都環境局ＨＰ（下記二次元バー
コード）でメールアドレスを登録す
ると、光化学スモッグ注
意報等の発令状況が配信
されます。
問環境共生課☎
☎７２４・２７１１

２０２２年 度 の 包 括 外 部 監 査
テ ー マ が 決 ま り ま し た
市では、市政運営へのチェック機
能を強化し、
業務の適正化を図り、市
民の皆さんからの信頼を高めるた
め、公認会計士等の外部の有識者に
よる包括外部監査を毎年実施してい
ます。２０２２年度の包括外部監査テ
ーマは「経済観光に関する財務事務
の執行について」です。監査の結果
参議院議員選挙

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

は、２０２３年２月ごろにまとまりま
す。なお、これまでの包括外部監査の
結果を踏まえた業務改善等の措置状
況は、市ＨＰでご覧いただけます。
問経営改革室☎
☎７２４・２５０３
販売される犬・猫に

課（〒１６３－８００１、新宿区西新宿２
－８－１）へ。
問縦覧及び意見書の提出について＝
同局都市づくり政策部都市計画課☎
☎
０３・５３８８・３２２５、町田市都市政策
課☎
☎７２４・４２４７、住宅市街地の開発
整備の方針について＝東京都住宅政
策本部住宅企画部企画経理課☎
☎０３
・５３２０・４９３８

ご覧（縦覧）いただけます

都

市

計

画

案

●住宅市街地の開発整備の方針 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
６月１日から、動物愛護管理法の改
画の案について、意見書を提出する
正により第一種動物取扱業（ペット
ことができます。
ショップ等）で販売される犬・猫への
対住民及び利害関係人縦覧期間６月
マイクロチップ装着が義務化されま
９日㈭～２３日㈭、都庁で縦覧の場合
す。一般の飼い主の方は、マイクロチ
＝午前９時～正午、午後１時～５時、市
ップ装着は努力義務となりますが、
庁舎で縦覧の場合＝午前８時３０分～
ペットショップ等からマイクロチッ
プを装着した犬・猫を購入した際は、 午後５時／土・日曜日を除く場東京
都都市整備局都市づくり政策部都市
マイクロチップ登録情報を変更する
計画課（都庁第二本庁舎１２階北側）、
手続きが義務となります。さらに、犬
町田市都市政策課（市庁舎８階）内
の場合は、別途狂犬病予防法に基づ
「住宅市街地の開発整備の方針」の変
く登録手続きが必要にな
更意見書の提出６月２３日までに直接
ります。マイクロチップ
または郵送（消印有効）で、東京都都
装着にかかる費用の助成
市整備局都市づくり政策部都市計画

マイクロチップの装着が義務化されます

郵便等による不在者投票のご案内

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
身体に重度の障がい等（下表に 【任期満了に伴う参議院議員選挙
該当）
があるため、投票所に行くこ について】
左記の証明書の交付を受けた方
とが困難な方は、郵便等によりご
が郵便等による不在者投票を希望
自宅等で投票できます。
【
「郵便等による不在者投票」をす する場合は、投票日の４日前まで
るには、
「郵便等投票証明書」が必 （必着）に、投票用紙を選挙管理委
員会に請求する必要があります。
要です】
希望する方に、
「郵便等投票証明 お早めに請求してください。
書
（以下、証明書）
」
の交付を請求す 【対象者】
ご自身で字を書くことができ、
るための「申請書」を郵送しますの
で、
選挙管理委員会へ申し込みして 下表に該当する方（ご自身で字を
ください。申請書の受け付け後、該 書くことが困難な方でも、代理記
載制度〔※〕に該当すれば対象）
当する方に証明書を交付します。
手帳等の種類
内 容
介護保険被保険者証 要介護状態区分
両下肢、体幹、移動機能
身体障害者手帳
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、
小腸
免疫、肝臓

等級など
要介護５
１級・２級
１級・３級
１級～３級

（注）戦傷病者手帳をお持ちの方はお問い合わせください。
（注）手帳の等級が上記以外であっても、手帳に複数の障がい名または表以外の
障がい名が記載されている場合は該当することもあります。証明書を交付する
までに時間を要する場合がありますのでお早めにお問い合わせください。
※代理記載制度について…上表のいずれかに該当し、身体障害者手帳に上肢ま
たは視覚の障がいの程度が１級であると記載されている方で、ご自身で字を書
くことが困難な方が利用できる制度です。

コロナ禍で開業にチャレンジする事業者を応援します

中心市街地空き店舗等利用促進事業補助金

問
（株）
町田まちづくり公社中心市街地活性化推進室☎
☎７２７・５２００（受付
☎７２４
時間＝火・木・金曜日の午前１０時～午後５時）、町田市産業政策課☎
・３２９６
市では、
（株）
町田まちづくり公社 ン方式でない 他
と協力して、賑わいと交流にあふれ 補助内容賃借料相当額を基準とし
るまちづくりを推進するために、町 た補助（賃借料の２分の１相当額の
上限７０万円）
、
店舗改装費
田駅周辺の中心市街地等の空き店 ３か月分、
（上限２００万円）
／併用可
舗等に出店する事業者に対し、開 等の実費
申申請書（町田まちづくり公社ＨＰ
業に要する資金を補助します。
対町田市中心市街地まちづくり計 でダウンロード）に記入し、６月１４
画対象エリア（おおむね原町田１ 日から直接町田まちづくり公社
～６丁目、中町１・２丁目、森野１・２ （原町田４－１０－２０、町田まちづ
丁目）の空き店舗等を活用して事 くり公社ビル〔ぽっぽ町田〕地下１
業を行う、次のすべてに該当する 階、受付時間＝火・木・金曜日の午
事業者 ①６月１４日以降に賃貸借 前１０時～午後５時〔正午～午後１
契約を締結し、２０２３年１月３１日 時を除く〕）へ。
までに開業する②出店場所が賃貸 ※補助金が予算上限額に達し次
可能な状態で３か月以上店舗等と 第、締め切ります。
して使用されていない③１年以上 ※詳細は町田まちづくり公社ＨＰ
継続して事業をすることが見込ま （右記二次元バーコー
れる④中心市街地内での店舗等移 ド）をご覧ください。
転でない⑤フランチャイズチェー
にぎ

制度があります。詳細は市HP
（左下記
二次元バーコード）
をご覧ください。
問生活衛生課☎
☎７２２・６７２７

人権擁護委員による

特

設

相

談

６月１日の「人権擁護委員の日」に
ちなんで、特設相談を行います。人権
上の問題や、毎日の生活で困りごと
がある方はお気軽にご相談ください
／相談時間は１人４５分以内です。
対市内在住、在勤の方日６月３日㈮、
午前９時～１１時４５分、午後１時３０分
～４時１５分（要予約）場市民相談室
（市庁舎１階）申電話で市民相談室
（☎
☎７２４・２１０２）へ。

市内各地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

現在、マイナンバーカードは健康保険証としての利用や、新型コロナ
ワクチン接種証明書の発行等で活用が始まっているほか、２０２４年度
末には運転免許証との一体化も予定されています。
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。
【鶴川地区協議会３水スマイルラウンジでも申請を受け付けます】
日６月１５日㈬午前１０時～正午、午後１時～３時
場和光大学ポプリホール鶴川交流スペース
◇
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
※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（市内各地
＝各日１００人〔先着順〕、鶴川地区協議会３水スマイルラウンジ＝３０人
〔先着順〕）。
実施日

受付時間

会

６月４日㈯

場

玉川学園コミュニティセンター

６月５日㈰

午前１０時～午後５時

ミーナ町田（原町田４－１－１７）

６月１１日㈯、
１２日㈰

三輪コミュニティセンター
南町田グランベリーパーク内グ
ランベリーホール by iTSCOM
６月１８日㈯
午前１１時３０分～午後５時（鶴間３－４－１）
ＭｒＭａｘ町田多摩境ショッピング
６月２５日㈯、
２６日㈰ 午前１０時～午後５時
センター（小山ヶ丘６－１－１０）
６月１７日㈮

正午～午後５時３０分

町田市名産品

認定商品を募集します

問町田市名産品等推奨委員会事務局（町田市観光コンベンション協会）
☎
７２４・１９５１、町田市観光まちづくり課☎
☎７２４・２１２８
町田市名産品は、町田市にふさ
わしい要素を有する食品や工芸品
で、２年に１度、学識経験者などで
構成される町田市名産品等推奨委
員会により認定されています。
今回の募集から認定期間を延長
し、９月１日からの３年間を新たな
認定期間とする名産品を募集しま
す。
認定された名産品は、ミニスト
ップ町田市役所店（市庁舎１階）、
町田ツーリストギャラリー（ぽっ
ぽ町田１階）
、まちだ名産品の店
「心和」
（小田急町田駅西口タクシ
ー乗り場前）で販売します。また、
認定事業者で構成される「まちだ
名産品のれん会」等によるＰＲ活動
を通じ、市内外に広く周知・販売促
進を図ります。
対次のすべての要件を満たす商品
①町田市内で企画・生産・製造（加

工）され、継続的に店舗等で販売で
きる②名称・意匠・材料が町田市に
ふさわしい要素を有する
申申請書
（町田ツーリストギャラリ
ーで配布、
町田市名産品Ｈ
Ｐ〔 右記二次元バ ーコー
ド〕でダウンロードも可）
に記入し、６月２０日午後５時までに
直接または郵送（必着）で町田市名
産品等推奨委員会事務局（町田市
観光コンベンション協会内）また
は町田ツーリストギャラリーへ。
※申請数は原則として１事業所３
品目までです。
※認定に際して１商品当たり２万
円の認定料がかかります。
【申請事業者向け説明会を開催】
必ず出席してください。詳細は、
申請者に別途お知らせします。
日６月２９日㈬午後７時から
場ぽっぽ町田地下会議室

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
ご利用ください

地

域

市

Ｊアラート（全国瞬時警報システム）の試験放送

民

相

談

室

緊 急 地 震 速 報 訓 練

市民の皆さんの悩みごと、ご近所
関係等の地域の困りごと、
誰に相談し
たらいいのか分からないなどの問題
を解決するお手伝いをしています。
日・場第１・３火曜日＝小山市民セン
ター、第２・４火曜日＝堺市民センタ
ー、第１・３水曜日＝南市民センター、
第２・４水曜日＝なるせ駅前市民セン
ター、毎週木曜日＝忠生市民センタ
ー、
毎週金曜日＝鶴川市民センター、
午前１０時～午後３時３０分
問市民協働推進課☎
☎７２４・２７８３
生涯学習センターまつり

参 加 団 体 を 募 集 し ま す
１０月２２日㈯、２３日㈰に生涯学習
センターまつりを開催します。まつ
りの趣旨や参加申込方法等について
の説明会を実施しますので、参加希
望の団体は必ず出席してください
（１団体２人まで）
。
対主に同センターで活動している団
体、同センターで活動を行う予定の
団体日７月１日㈮、２日㈯、午前１０時
から、各１時間程度
（各回とも同一内
容）
場同センター６階学習室１・２
問同センター☎
☎７２８・００７１

コンビニ証明書自動交付
サ ー ビ ス を 一 時 休 止
システムメンテナンスのため、
６月９日㈭は、コンビニエンススト
ア等での市民税・都民税課税（非課
税）証明書の自動交付サービスを
終日休止します。交付の再開は、６
月１０日㈮午前６時３０分からです。
問市民税課☎
☎７２４・２８７４

推定震度５弱以上の地震の際に発
信する緊急地震速報を、町田市防災
行政無線屋外拡声スピーカーで市内
全域に放送する訓練です。なお、災害
等の発生により、予告なく中止とな
る場合があります。
日６月１５日㈬午前１０時ごろ
問防災課☎
☎７２４・３２１８

子ども・子育て

提出してください

児 童 育 成 手 当 現 況 届

市内でライトアップを行います

問環境政策課☎
☎７２４・４３８６

市では、６月５日の環境の日を中心 amやTwitterでお知らせしていま
に、６月の１か月間を環境月間として す。
います。
その周知のため、市内を環境
のイメージカラーであるグリーンに
ライトアップします。
※その他、環境に関するイベント等
▲Instagram
▲Twitter
をハスのん（町田市公式）のInstagr
日 時
6月5日㈰、6月の毎週水曜日 午後7時～9時

主な会場

市庁舎
JR町田駅前ペデストリア
ンデッキ

6月5日㈰まで

午後4時～翌朝6時

6月１１日㈯まで

日の入り〜午後１１時３０分
※場所により点灯時間が異 南町田グランベリーパーク
なります。

6月定例会・常任委員会を開催します

市議会のうごき

21

火

22

水

30

木 本会議（表決）

シスコード２２０６０１Ａへ。
問保健予防課☎
☎７２２・７９９６
生涯学習センター

親と子のまなびのひろば
●きしゃポッポ お母さん同士で子
育ての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６月１４日、２１日、２８日、いずれ
も火曜日午後２時～４時（自由遊び時
間含む）内スキンシップ遊び、子育て
の情報交換、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６月
１９日㈰午後２時～４時（自由遊び時
間含む）内スキンシップ遊び、手作り
おもちゃ制作等定７組（申し込み順）
◇
場同センター申６月１日午前９時から
電話で同センター
（☎
☎７２８・００７１）
へ。

6月23日㈭
6月27日㈪
6月29日㈬
7月1日㈮
7月20日㈬

日

時

午後6時30分～
7時30分

会 場
木曽森野コミュニティセンターホール
成瀬コミュニティセンターホール
堺市民センターホール
玉川学園コミュニティセンター多目的室1・2
市庁舎3階会議室3-1

※各回とも5月に開催した説明会と同一内容です／公共交通機関をご利用ください。

町田市優秀工事賞の表彰を行いました

問工事品質課☎
☎７２４・２８８４

２０２１年度に完了した工事が対象
２０２１年度施工町田市優秀工事賞
の表彰式を、５月１７日に行いました。 で、表彰基準を満たした工事受注者
この賞は、市が発注した工事の中 に賞状が授与されました。受賞した
で工事成績が特に優秀な工事を表彰 工事は下表のとおりです（受注事業
者は５０音順）。
するものです。

問議会事務局☎
☎724・4049

本会議・委員会を下表のとおり開催し 6月2日は午後1時です。
ます。
開会時間は午前10時です。
ただし、 ※請願・陳情の受付締切は6
月2日㈭午後5時です。
月 日 曜日
内
容
※本会議・常任委員会は町
2
木 本会議（提案理由説明）
田市議会HPでライブ中継・
3
金 議案説明会・全員協議会
録画配信をしています。
スマ
10 金 本会議（代表・個人質疑）
ートフォンやタブレット端
文教社会常任委員会・建設常
13 月
末でもご覧いただけます。
任委員会
※会場は本会議場及び委員
総務常任委員会・健康福祉常
14 火
任委員会
会室（いずれも市庁舎3階）
6 15 水 常任委員会予備日
です。
16 木
※会議の日程・時間等は変
17 金
更になることがあります。
月 本会議（一般質問）

オンライン幼児食講習会

5

ひとり親家庭等を対象とした児童
育成手当を現在受給している方に、
オンライン
（Ｗｅｂｅｘ）
で開催します。
現況届を送付しましたので提出して
対１歳６か月～２歳０か月児の保護者
ください。現況届の提出がない場合 （対象月齢前後での受講も可）日７月
は、６月分（１０月振り込み予定）から
２７日㈬午前１０時３０分～１１時３０分
の手当が受けられなくなります。
内栄養士による幼児期の食事につい
提出方法現況届に必要事項を記入
ての講話、好き嫌い・おやつ等のよく
し、６月３０日までに直接または郵送
ある悩みについて定３０人（申し込み
（消印有効）で子ども総務課へ。なお、 順）申６月１日正午～７月１８日にイベ
窓口が大変混雑するため、郵送での
提出にご協力ください。また、各市民
市内全域の用途地域等の
センター等での受け付けは行いませ
都市計画変更についての素案説明会
ん。必要書類は現況届の右上の記載
問都市政策課☎
☎７２４・４２４８
事項をご確認ください。
問子ども総務課☎
☎７２４・２１４３
２００４年に、東京都全域で用途地域 途地域等の都市計画変更を行います。
原則不要になりました
都市計画の変更に先立ち、下表のと
等の見直しがあり、町田市でも見直し
を行いました。それから１８年が経過し、 おり素案説明会を開催します。
児 童 手 当・ 特 例 給 付 現 況 届
用途地域等の変更の詳細は、市ＨＰ
その時に用途地域等の境界とした道路
児童手当法の一部を改正する法律
の位置や形状が変わるなど、用途地域 （下記二次元バーコード）でもご覧い
等の施行に伴い、児童手当・特例給付
等の境界線が不明確になり、都市計画 ただけます。
の制度が一部改正されました。これ
なお、
変更を予定してい
の運用に支障が生じる場所が出てきま
により、毎年６月に提出していただ
した。これを解消するために、
市内全域 る土地等をお持ちの方へ
いていた児童手当・特例給付の現況
個別にお知らせを送付しています。
の境界線が不明確な場所について、用 は、
届は、原則提出が不要になりました。

６月は環境月間

20

ただし、離婚協議中で配偶者と別居
中の方等は現況届の提出が必要で
す。提出が必要な方には６月上旬以
降、現況届を送付しますので期限ま
でに提出してください。また、所得上
限限度額が設けられ、保護者の所得
が所得上限限度額を超えている場
合、児童手当・特例給付の支給を受け
られなくなりました。児童手当・特例
給付の支給がされなくなったあとに
所得が所得上限限度額を下回った場
合には、改めて認定請求書の提出が
必要です。詳細はまちだ子育てサイ
トをご覧ください。
問子ども総務課☎
☎７２４・２１３９

2022．6．1

Twitterで情報発信
Twitterアカウント名＝町
田市議会（町田市公式）＠
machida_gikai

受注事業者

工事件名
小山ヶ丘小学校外１校体育館空調設置及び避難施設機能向上機
（株）
アサヒ設備
械設備工事
公共下水道能ヶ谷一丁目汚水枝線工事
（株）
石井工務店
公共下水道能ヶ谷一丁目汚水枝線工事その2
公共下水道本町田ほか汚水枝線工事
（株）
イワヲ建設
成瀬台中学校中規模改修工事Ⅱ期
（株）
柿生電設
町田第一中学校改築電気設備工事
岳大土木
（株）
多摩境駅前広場補修工事
忠生小学校外１校体育館空調設置及び避難施設機能向上機械設
（株）
川島商事
備工事
（有）
斉藤電設工業所 山崎小学校体育館空調設置及び避難施設機能向上電気設備工事
（株）
昌電舍
（有）
太陽住設
（株）
鶴川設備工業
（株）
電巧舎
森崎工業
（株）

ぐう し

町田市大賀藕絲館改修電気設備工事
南第三小学校外１校体育館空調設置及び避難施設機能向上機械
設備工事
町田市立陸上競技場観客席増設給排水衛生設備工事
健康増進温浴施設整備電気設備工事
町田第一中学校改築空気調和設備工事

6

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

2022．6．1

子ども・子育て

子ども創造キャンパスひなた村
●ひなたであそぼう〜七夕の竹あそ
び ひなた村の竹を切り出して、七
夕飾りやささ舟で遊びましょう。
対市内在住、
在学、
在園の年少クラス
～小学生とその保護者日７月３日㈰
午前１０時～正午定１５人（申し込み
順）費１人２００円申６月３日午後１時
か ら 電 話 で ひ な た 村（ ☎ ７ ２ ２・
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。
生涯学習センター

親子ひろば「わくわくサマーパーティー」
子育て中のママたちが企画しまし
た。おうち遊びのヒントを見つけま
しょう。
対市内在住の１歳６か月～３歳児とそ
の保護者日７月５日㈫午前１１時～１１
時３０分場同センター内歌遊び、手遊
び、パネルシアター定８組（申し込み
順）申６月２日午前１０時から電話で
同センター
（☎
☎７２８・００７１）へ。

催し・講座

町田薬師池公園四季彩の杜西園

やくしＬＯＣＡＬファーマーズマーケット
毎月第３土・日曜日に開催してい
ます。
地産地消・地域活性化をコンセ
プトに、
町田市とその近隣、武相エリ
アの生産者・事業者で実施
しています。詳細は同公園
四季彩の杜ＨＰ（右記二次元
バーコード）
をご覧ください。

日６月１８日㈯、１９日㈰、午前１０時か
ら（荒天中止）場同公園四季彩の杜西
園
問同公園四季彩の杜西園☎
☎ ８５１・
８９４２、町田市公園緑地課☎
☎７２４・
４３９９

絵本の読み聞かせ講座
（基礎編）

町田市民文化祭秋の催し
町田市民ホールが休館中のため、
日程や会場を分散して開催します。
●観覧のご案内
日程６月１８日㈯、１９日㈰場町田市文
化交流センター内華道・俳句
●舞台・展示・文芸部門 参加者募集
詳細は町田市民ホールＨ
Ｐ（右記二次元バーコード）
をご覧ください。
日程１０月１日㈯～１６日㈰場和光大
学ポプリホール鶴川 他申電話で
（一社）町田市文化協会へ。
問（一社）町田市文化協会☎
☎ ０９０・
７９４６・５８３４、町田市民ホール☎
☎
７２８・４３００、町田市文化振興課☎
☎
７２４・２１８４

ダンボールコンポスト講習会
毎日出てしまう生ごみをダンボー
ルコンポストで減量してみません
か。参加者はダンボールコンポスト
１セット（幅３７㎝、奥行３３㎝、高さ

高齢者へごみ袋を配付します

問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４１

６月～７月に町田市シルバー人
材センターの会員が順次ご自宅に
お 届 け し ま す（ 不 在 の 場 合 は、
２０２３年３月まで再配付も可）。
※受け取りを辞退する方は、配付
時にお申し出ください。
対４月１日現在、市内在住の７０歳
以上の方がいる世帯で、かつ世帯
員全員の令和３年度市・都民税が
非課税の世帯
※４月２日以降に転入出した方、
生活
保護受給者、税申告が未申告等の
ため税情報がない方は対象外です。
内燃やせるごみ専用袋（小袋２０枚
＋中袋４０枚）
、燃やせないごみ専
用袋（中袋１０枚）
、１世帯当たり年
間７０枚を配付
○南地区（容器包装プラスチック
の指定収集袋による収集の対象地

域）は次のとおり配付します
内燃やせるごみ専用袋（小袋２０枚
＋中袋２０枚）、燃やせないごみ専
用袋（中袋１０枚）、容器プラスチッ
ク専用袋（中袋２０枚）、１世帯当た
り年間７０枚を配付
※再配付の依頼・お問い合わせは、
ごみ袋配付事務局（町田市シルバ
ー人材センター内、専用ダイヤル
☎７１０・７１０１、受付期間＝７月３１
日まで）へ。配付期間中は電話での
お問い合わせが大変混み合いま
す。つながらない場合は、時間をお
いてかけ直してください。
【配付後の交換について】
配付されたごみ袋の大きさや種
類の交換を希望する方は、原則未
開封の状態（１０枚単位）で等量交
換ができます。

臨時交換窓口

交換窓口
小山市民センター
木曽山崎コミュニティセンター
南市民センター
なるせ駅前市民センター
堺市民センター
鶴川市民センター

常設交換窓口

交換窓口

３２㎝、重さ約７㎏）をお持ち帰りいた
だけます。講習会を受講したことが
ある方は申し込みできません。
対市内在住の方日６月１６日㈭、１８日
㈯、午後２時３０分～４時（各回とも同
一内容）場町田市バイオエネルギー
センター講（一財）まちだエコライフ
推進公社定各１４人（申し込み順）申６
月２日正午～９日にイベントダイヤ
ル（☎
☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード２２０６０２Ｂへ。
問環境政策課☎
☎７９７・０５３０

6月20日㈪
6月27日㈪
7月1日㈮
7月4日㈪
7月6日㈬
7月11日㈪

受付日時

午後1時～4時

受付日時
午前8時30分～午後5時
高齢者福祉課（市庁舎1階）
（土・日曜日、祝休日、
年末年始を除く）
もっこく・くぬぎ 7月12日からの午前9時～午後4時
・けやき
（日曜日、祝休日、
年末年始を除く）
ふれあい館
もみじ・いちょう 7月12日からの午前9時～午後4時
・桜
（月曜日、祝休日、
年末年始を除く）

対市内の小学校・学童保育クラブ等
で読み聞かせに関わる活動をしてい
る保護者・ボランティア日６月２９日
㈬午前１０時１０分～正午場中央図書
館内主に小学校低学年を対象にした
本の選び方や読み聞かせ方について
定１５人（申し込み順）申６月２日から
直接または電話で同館４階児童カウ
ンターへ（１回の申し込みにつき２人
まで）。
問同館☎
☎７２８・８２２０
中央図書館

一

日

図

書

館

員

●夏休み期間中に、図書館の仕事を
体験してみませんか？
２０２２年度

対市内在住、在学の中学生～大学生
日７月２８日、８月４日、１８日、２５日、い
ずれも木曜日午前８時３０分～午後４
時ごろ（各回とも同一内容）場中央図
書館内カウンターでの応対、予約が
入った本を探す、本の装備等定各３
人（初参加者を優先のうえ、抽選）申
申込書（各市立図書館・町田市民文学
館で配布、町田市立図書館ＨＰでダウ
ンロードも可）に必要事項を記入し、
６月３０日までに直接中央図書館４階
カウンター、各市立図書館または町
田市民文学館へ。
問中央図書館☎
☎７２８・８２２０
認知症サポーター

ス テ ッ プ ア ッ プ 講 座
対市内在住、在勤、在学で、認知症サ
ポーター養成講座を受講したことの
ある方日７月８日㈮午後１時３０分～４
時３０分場わくわくプラザ町田内認
知症の基礎知識の復習と、認知症の
方とのコミュニケーションの取り方
について実践的な事例で学ぶ定２０
人（申し込み順）申６月７日正午～３０
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
２２０６０７Ｂへ。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４０

春の花壇コンクール

最優秀賞に「ききょう保育園」

問公園緑地課☎
☎７２４・４３９９

花壇コンクールは、花の香り漂う美しいまちづくりに寄与することを
目的に開催しています。
今年度の春のコンクールには３２１団体が参加し、審査の結果、以下の団
体が最優秀賞・優秀賞を受賞しました。
※その他の受賞団体等コンクールの詳細は、市ＨＰでご覧いただけます。
なお、審査会は４月２７日に実施したため、掲載した写真と現在の開花状態
は異なります。
○最優秀賞 ききょう保育園（鶴川）
審査員コメント「春の長雨や急な高
温など、春の花壇にとっては厳しい条
件が重なりましたが、日頃の手入れが
きちんとされており、それぞれの植物
が生き生きと育っていて審査員一同感
心しました。全体のバランスも良く整
ったデザインも秀逸でした」
○優秀賞（学校花壇の部） 金井中学校ＰＴＡ花だん委員会（金井）
○優秀賞（道路花壇の部） サンフィール保育園（小山町）
○優秀賞
（公園・団地等花壇の部） 武蔵岡団地８号棟 花壇同好会
（相原町）

わくわく仲間づくりカレッジ講座参加者募集

問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４６

対市内在住の６５歳以上の方
申６月７日正午～１３日にイベント
ダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）または
イベシスコード２２０６０７Ａへ（重
複申し込み不可）。
講座名
①楽しく学ぶ書
道講座
②簡単リメイク
講座
③初めての水彩
画
④脳トレ書道
⑤お茶の間ジム

※当日の詳細は町田市シルバー人
材センター（☎
☎７２３・２１４７、受付
時間＝午前９時～午後４時）へお問
い合わせください。

日 時
7月7日～8月25日の木曜日、
午後1時30分～3時30分（7月
21日、
8月11日を除く）、全6回
7月15日～8月26日の金曜日、
午後1時30分～3時30分（8月
5日を除く）、全6回
7月13日～8月17日の水曜日、
午後1時30分～3時30分、全6
回
7月5日～8月16日の火曜日、
午後1時30分～3時30分（7月
12日を除く）、全6回
7月26日～8月30日の火曜日、
午前9時30分～11時30分、全
6回

※抽選結果は6月24日ごろまでに発送します。

会

場

定

員

費

用

忠生市民
センター
小山市民
センター

1回当たり
250円
南市民セ 各16人 （別途材料費
ンター （抽選） として①③④
500円②300
円が必要）
鶴川市民
センター
なるせ駅
前市民セ
ンター

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

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）を
ご覧ください。
●出張・就労相談会ｉｎ南市民センタ
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。
日６月２２日㈬午後１時３０分～４時場
南市民センター第１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＝月～金
曜日の午前９時～午後５時、墳ｇｅｎｋｉ
＠ｍａｃｈｉｄａ-ｋｊｋｃ．ｊｐ）へ（同バンクＨ
Ｐ〔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）。
●町田の介護を支える仕事 相談面
接会 市内の法人が参加し、希望に
応じた働き方を採用担当者に相談で
きます
（未経験者も歓迎）。雇用保険
受給中の方は求職活動の実績になり
ます。
日７月２日㈯午後１時～４時場町田商
工会議所定３０人（申し込み順）申６月
２７日までに電話またはメールで同
バンク
（☎
☎８６０・６４８０、受付時間＝
月～金曜日の午前９時～午後５時、墳
ｇｅｎｋｉ＠ｍａｃｈｉｄａ-ｋｊｋｃ．ｊｐ）へ（同バ
ンクＨＰ〔上記二次元バーコード〕で
申し込みも可）
。
◇
対介護施設に就職を希望する方
問いきいき総務課☎
☎７２４・２９１６
７月講座

さ が ま ち カ レ ッ ジ
詳細は講座案内チラシ（町田市生
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）
。
●世界に繋がる岩絵具〈天然顔料〉～
素材から考えるＳＤＧｓ 美術を素材
つな

から考えることの魅力をさまざまな
角度から考察します。実際に石を砕
いて岩絵具を作る工程もお見せしま
す。
対１５歳以上の方（中学生を除く）日７
月１８日㈷午後２時～３時３０分場町田
市生涯学習センター講女子美術大学
名誉教授・橋本弘安氏定２０人（抽選）
費１２００円申講座案内チラシ裏面の
受講申込書に記入し、６月１６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
まちだ市民大学ＨＡＴＳ

公

開

講

座

●人間科学～人類と感染症の関わり
人類の歴史は一面から見れば、感
染症との闘いの歴史です。過去の人
々の闘いを振り返り、近現代の新た
な展開にも目を向けながら、未来の
日本社会への提言をお話しいただき
ます。
日７月６日㈬午後６時～８時場町田市
民フォーラム講東京大学名誉教授・
村上陽一郎氏定４０人（申し込み順）
申６月２日正午～２７日にイベントダ
イヤル（☎
☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２２０６０２Ａへ。
問生涯学習センター☎
☎７２８・００７１

見どころ、保管する貴重な歴史資料
等について学芸員が紹介します。
日６月１５日㈬午前１０時３０分～１１時
３０分、午後１時３０分～２時３０分（各
回とも同一内容）場和光大学ポプリ
ホール鶴川３階多目的室定各２５人
（先着順）
問生涯学習センター☎
☎７２８・００７１

ピ ザ 窯・ 燻 製 箱 利 用 講 習 会
くん せい

受講後は、ピザ窯・燻製箱の個人利
用ができます。
対１５歳以上の方（中学生を除く）日６
月１１日㈯午前１０時～午後２時場大
地沢青少年センター定４組（付添人
を含めて１組５人以内、申し込み順）
費１人４００円申６月１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。

町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン
●横浜キヤノンイーグルス写真展
オフィシャルフォトグラファー・
水谷たかひと氏による写真展です
（キヤノンギャラリーで開催した写
真展を再構成）。
日程６月２２日㈬～７月３日㈰
○関連イベント～水谷氏によるギャ
ラリートーク・作品講評
日６月２５日㈯午後２時から
問同サロン☎
☎７３６・８２８１

スポーツ

生涯学習センター・鶴川地区協議会共催

３ 水 ス マ イ ル ラ ウ ン ジ
●歴史をまもり・伝える～自由民権
資料館のこれまでとこれから 鶴川
とゆかりの深い自由民権資料館は、
昨年開館３５周年を迎え、今年は常設
展の展示スペースを全面リニューア
ルし、さらに町田の歴史の通史展を
新規開催する予定です。同館のあゆ
みと活動、新しい取り組み、通史展の

子育てひろばカレンダー
（毎月25日発行）

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。

Ｆリーグ２０２２－２０２３シーズン開幕

ＡＳＶペスカドーラ町田 ホーム初戦
６月１８日にＦリーグが開幕し、ＡＳ
Ｖペスカドーラ町田はホームで開幕
戦を迎えます。昨シーズンは３位と
いう好成績で終わり、ホームゲーム
では７勝２敗２分と強さを見せまし

情報コーナー

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

●東京都住宅供給公社～公営住宅入
居者募集
詳細は募集案内を参照募集戸数市
営住宅（一般世帯家族向〔３人以上
向〕＝７戸、若年ファミリー向〔３人以
上向〕＝３戸）、都営住宅地元割当（一
般世帯家族向〔２人以上向＝１８戸、３
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検索

た。優勝を目指して戦うＡＳＶペスカ
ドーラ町田に、今シーズンも熱い応
援をお願いします。開催状況や観戦
のルール、新型コロナウイルス感染
症対策等の詳細はＡＳＶペスカドー
ラ町田公式ＨＰ（右記二次
元バーコード）をご覧く
ださい。
日６月１８日㈯午後２時１５分キックオ
フ（対エスポラーダ北海道）場市立総
合体育館
問スポーツ振興課☎
☎７２４・４０３６

市

立

総

合

体

育

館

〈障がい者卓球教室 中止のお知ら
せ〉

７月９日～８月６日の土曜日に開催
予定の障がい者卓球教室は、ワクチ
ン接種会場となったため中止しま
す。ご理解ご協力をお願いします。
問同館☎
☎８５０・９７０７

鶴

間

公

園

●アロマストレッチ
対１６歳以上の方日毎週月曜日、午前
９時１０分～９時５５分定各１２人（申し
込み順）費各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

野

津

田

公

園

●元日本代表選手が教えるレスリン
グ教室 楽しみながら心と体を鍛え
ます。
対小学生日毎週火曜日、午後４時３０
分～５時４５分／７月以降の日程は同
公園ＨＰをご覧ください講２００６年広
州レスリング世界選手権銅メダリス
ト・岩崎襟氏定各月３０人（申し込み
順 ）費 月４５００円（ 保 険
料、諸費用込み）申同公園
ＨＰで申し込み。
問同公園☎
☎７３６・３１３１

人以上向＝５戸〕）配布期間６月１０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
田窓口センター等で配布（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６月１６日まで（必着）問同公社
都 営 住 宅 募 集 セ ン タ ー ☎ ７１３・
５０９４

２０２２年度多摩・島しょ広域連携活動助成事業～子ども体験塾

歌って、踊って、演じてみよう！みんなで体験ミュージカル

問
（株）ＪＴＢコミュニケーションデザイン（子ども体験塾係）
☎０３・５６５７・０６２４、町田市子ども総務課☎
☎７２４・２８７６

演技コースと歌・ダンスコ
ースに分かれてミュージカル
に挑戦します。
レッスンでは、
演技や発声、
ダンスの基礎を学びます。発
表会では、一つのミュージカ
ル作品を題材にステージでパ
フォーマンスします。
※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。
対町田・多摩・稲城市在住の小
学生～高校生
場稲城市立ｉプラザ（稲城市）
定各クラス１５人
（抽選）

費３５００円
申住所・氏名・電話番号・学年
・保護者氏名・参加希望コー
スを明記し、６月２日～７月３
日午後６時に、メールでＪＴＢコ
ミュニケーションデザイン子
ども体験塾係（墳ｋｏｄｏｍｏｊｙ
ｕｋｕ２０２２＠ｊｔｂｃｏｍ．ｃｏ．ｊｐ）
へ。
※新型コロナウイルス感染状
況により、レッスンはＺｏｏｍ
を利用したオンライン対応も
検討しています。オンライン
レッスンに変更になった際
も、参加費は返金できません
ので、ご了承ください。

コース

レッスン日１

レッスン日２

小学生演技コース①

８月１日㈪午前１０時３０分 ８月１０日 ㈬ 午 前１０時
～午後０時３０分
３０分～午後０時３０分

小学生演技コース②

８月１日 ㈪ 午 後１時３０分 ８月１０日㈬午後１時３０
～３時３０分
分～３時３０分

中高生演技コース①

８月２日㈫午前１０時３０分 ８月９日㈫午前１０時３０
～午後０時３０分
分～午後０時３０分

リハーサル日 発表会本番

８月２日 ㈫ 午 後１時３０分 ８月９日㈫午後１時３０分
８月２０日 ㈯ ８月２１日 ㈰
～３時３０分
～３時３０分
午後１時～５ 午前１０時～
８月３日㈬午前１０時３０分 ８月１２日 ㈮ 午 前１０時 時
午後５時
小学生歌・ダンスコース①
～午後０時３０分
３０分～午後０時３０分
中高生演技コース②

小学生歌・ダンスコース②

８月３日 ㈬ 午 後１時３０分 ８月１２日㈮午後１時３０
～３時３０分
分～３時３０分

中高生歌・ダンスコース①

８月４日㈭午前１０時３０分 ８月１１日 ㈷ 午 前１０時
～午後０時３０分
３０分～午後０時３０分

中高生歌・ダンスコース②

８月４日 ㈭ 午 後１時３０分 ８月１１日㈷午後１時３０
～３時３０分
分～３時３０分
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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

6月1日～30日

急病のときは

※救急診療・応急処置を行います。専門的治
療については、他の医療機関につなげる場合
があります。

○東京都医療機関案内サービス「ひまわり」
（24時間、年中無休）
☎03・5272・0303返03・5285・8080

町田市メール配信サービス
本紙に掲載し
ている夜間・
休日診療情報
等を配信して
います。

○小児救急相談

登録はこちらから

子供の健康相談室（東京都）

（受付時間＝月～金曜日の午後6時～翌朝8時／土・日曜日、祝休日

、年末
年始は午前8時～翌朝8時）

♯8000または☎
☎03・5285・8898

スマホ版

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

携帯電話版

検索

「急病のときは」は、毎月1日号に1か月分をまとめて最終面に掲載しています
新型コロナウイルスの影響で医療機関や診療時間等が変更になる場合があります。受診の前に、必ず電話・FAXで医療機関または東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」
（☎03・5272・0303返03・5285・8080）へお問い合わせください。
町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック
（小児科）

日曜日
祝休日
診療日

受付時間＝午後７時～9時30分（電話受付は午後６時から） 健康福祉会館内
（原町田5-8-21）
受付時間＝午前９時～午後4時30分（電話受付は午前８時 ☎710・0927
返710・0928
４５分から）
診療時間

診療科

医療機関名（所在地）

電

診療日

話

6月
1日㈬

午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

2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

3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

4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

内科

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）

☎789・0502

☎735・2019

午前9時～翌朝9時

☎722・2230

町田脳神経外科（根岸町1009-4）

☎798・7337

6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

7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

8日㈬

午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

9日㈭

午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

10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

11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

18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

とくとみ内科医院（南成瀬1-19-4） ☎729・1616
午前9時～午後5時
19日㈰

内科
12日㈰

横沢クリニック（大蔵町5002-2）

中島医院（原町田2-15-2）

☎722・2409

ちょう内科医院（本町田2938-1）

☎729・5341
☎789・0502

町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

町田脳神経外科（根岸町1009-4）

☎798・7337

20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

21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

22日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

23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

24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

25日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田市民病院（旭町2-15-41）

☎722・2230

外科系

内科
午前9時～午後5時
26日㈰

さくらメディカルクリニック
（常盤町3200-1）☎
☎797・9671

内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）
午前9時～翌朝9時

☎708・8550

内科

内科系 町田病院（木曽東4-21-43）
午前9時～翌朝9時

内科
小阪内科クリニック
（金森東4-44-3） ☎799・3933
小児科
午前9時～午後5時

話

☎728・1111

☎799・6161

町田市民病院（旭町2-15-41）

外科系

電

午前9時～翌朝9時

☎799・6161

甲斐内科クリニック
（成瀬が丘2-24-2）☎
☎796・8711
たまがわ医院（玉川学園4-16-40） ☎720・3888

内科
泰生医院（小山町2470-5）
小児科

☎797・7423

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

南町田病院（鶴間4-4-1）

☎799・6161

あけぼの病院（中町1-23-3）

☎728・1111

町田慶泉病院（南町田2-1-47）

☎795・1668

27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

13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

28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

14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

29日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

15日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東4-21-43）

☎789・0502

30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

外科系

広

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

１９

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）。

内科系 南町田病院（鶴間4-4-1）

医療機関名（所在地）

17日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院（中町1-23-3）

内科 久田内科・呼吸器内科クリニック（忠生3-20-2） ☎793・4114

5日㈰

診療科

16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

なるせクリニック（西成瀬1-57-17）☎
☎721・6686

内科
午前9時～午後5時
沼田医院（鶴川6-2-1）
小児科

診療時間

今号の広報紙は、 万２３１１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

