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散散
　“まちなか”には、　“まちなか”には、
普段気付かないところに、普段気付かないところに、
芸術作品があふれています。芸術作品があふれています。
この夏、各施設で文化・芸術作品にこの夏、各施設で文化・芸術作品に
触れて楽しんでみませんか。触れて楽しんでみませんか。

今回取り上げるのは、このエリア

各施設で行われるイベントの詳細は２面で紹介

散策ポイント４

中央図書館
［［所 在 地所 在 地］ ］ 原町田3-2-9
▶�「アポリネール記念碑」のため
の習作

　オシップ・ザッキン 作
　（1948年）

芹ヶ谷公園芹ヶ谷公園

散策ポイント３

町田市民文学館
［［所 在 地所 在 地］ ］ 原町田4-16-17
▶�「飄孤肅 （々ひょうこしゅく
しゅく）」

　二田原英二・作（1983年）

▲�「開かれた宇宙」
　高橋清・作（1990年）

［［所 在 地所 在 地］ ］ 原町田5-16

散策ポイント１２

芹ヶ谷公園

［［所 在 地所 在 地］ ］ 原町田4-28-1
国際版画美術館

彫刻作品も
あるんだね。
もっとさがして
みよう！

人口と世帯（外国人含む） 2022年6月1日現在人口 ： 431,221人（ 男：210,753人・女：220,468人）（前月より205人増） ／ 世帯 ： 204,651世帯（前月より354世帯増）

今号の紙面から 　●３面　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　●３面　健康増進温浴施設の愛称を募集します
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きてきて！！みてみて！！遊んで遊んで！！体験しよう体験しよう！！
各施設の開館時間、イベント内容等の詳細は、市HPをご覧いただくか、各施設にお問い合わせください。

町田市民文学館散策ポイント３

7月23日㈯～9月25日㈰、午前10時～午後5時会 期

木版画作家・絵本作家の竹上妙さんは、市内の緑に囲まれ
たアトリエで創作活動を続け、そこに暮らすいきものた
ちを作品にしてきました。絵本を中心に紹介する初めて
の大規模企画展です。

内 容

　市民と文学との出会いの場や市民の文学活動の拠点となっ
ています。町田ゆかりの作家の文学資料も充実しています。

関 連 イ ベ ン ト
⃝�８月2８日㈰＝動物学者・今泉忠明氏講演
会 「教えて！今泉せんせい。〝ざんねん〟だけ
ど、やっぱりイケてる『いきもの』の話」
定50人（抽選）申1次受付＝８月1日正午～3日午
後7時にイベシスコード220８0４Aへ／2次受
付＝８月４日正午～12日にイベントダイヤル
（☎☎72４・5６5６）またはイベシスへ。
⃝�８月13日㈯・1４日㈰＝たけがみさんによる木
版画公開制作
※その他の子ども向けイベントなど、詳細は市
ＨＰをご覧ください。

中央図書館散策ポイント４

　本を借りるだけではなく、本を楽しむ場所もあります。おはなし会や映
画会なども開催しています。

自由研究にＳＤＧｓの取り組みを

7月15日㈮～８月11日㈷期 間

　ごみ問題や環境についての児童書・一般書の特集本コ
ーナーを設置します。

Ｙシネマ（10代向け映画会）上映作品「サン
タ・カンパニー～クリスマスの秘密」（65分）

10代の方（小学校高学年は保護者同伴も可）対 象

①各3組（申し込み順）②③各3組（先着順）定 員

7月29日㈮午後2時から日 時 52人（先着順）定 員

絵本・紙芝居の読み聞かせ等
①おひざでだっこのおはなし会� ②小さい子向けおはなし会
③大きい子向けおはなし会

①0～2歳児とその保護者　②3歳ぐらいから　
③４歳ぐらい～小学生対 象

①開催日1週間前の午前10時から、直接または電話で同館４階児童カウン
ターへ②③直接同館４階おはなしの部屋へ。申し込み

①7月22日㈮、８月2６日㈮、午前10時30分から、11時30分から
②7月17日㈰、８月21日㈰、午前11時から
③�7月23日㈯、８月10日㈬、17日㈬、2４日㈬、27日㈯、午前11時から

日 時

国際版画美術館散策ポイント２

ミニ企画展「文明開化の子どもたちー浮世絵
に描かれた遊びと学び」

7月13日㈬～9月25日㈰会 期

同館常設展示室会 場

子ども絵や教育錦絵、おもちゃ絵を展観した「文明開
化の子どもたち」展（パリ日本文化会館、2022年3月
～5月）の凱旋展です。

内 容

長谷川潔�1891-1980展～日常にひそむ神秘

関 連 イ ベ ン ト
⃝�7月30日㈯＝猿渡紀代子氏（大佛次郎記念館特任研究
員）講演会
⃝�7月17日、８月21日、9月４日、1８日（いずれも日曜日）
＝学芸員によるギャラリートーク

7月1６日㈯～9月25日㈰会 期

同館企画展示室会 場

一般８00円、高校・大学生４00円、中学生以下は無料
※各種割引等のその他詳細は、同館ＨＰをご覧ください。費 用

パリで創作活動をして高い評
価を得た銅版画家・長谷川潔
（1８91～19８0年）の展覧会
を開催します。
会期中に、小学生でも版画制
作が体験できるイベントを開
催します。また小・中学生を対
象に、展覧会鑑賞ワークシー
トを配布します。

内 容

長谷川潔「アカリョム
の前の草花」1969年、
銅版画　同館蔵

　緑豊かな芹ヶ谷公園の中に位置する世界でも数
少ない版画を中心とする美術館です。

芹ヶ谷公園散策ポイント１

問文化振興課☎☎724・2184、公園緑地課☎☎724・4397

問同館☎☎726・2771

問同館☎☎739・3420

問同館☎☎728・8220

たけがみZOOの出張おはなし会�at�せりがや

８月20日㈯、①午前10時～10時30分
②午前11時～11時30分③午後1時～1時30分日 時

同公園会 場

ワクワク金魚大作戦！！
～風船で作るオリジナルの金魚と色の不思議解決

7月1６日㈯、①午前10時30分～正午
②午後2時～3時30分日 時

7月5日正午～1４日にイベントダイヤル（☎☎72４・5６5６）また
はイベシスコード220705Fへ。申し込み

国際版画美術館会 場

各5人（申し込み順）定 員

小学生対 象

　桜美林大学の学生によるワークショップです。風船や花紙で、金魚の
ねぶたを作ります。作ったねぶたは、８月に芹ヶ谷公園で行うライトア
ップイベントで展示します。

芹ヶ谷公園“芸術の杜”パークミュージアム芹ヶ谷公園“芸術の杜”パークミュージアム
　芹ヶ谷公園は、町田駅から歩いて行ける自然豊か
な公園です。屋外彫刻や国際版画美術館などがあり
ます。
　現在、“パークミュージアム”という新たなコンセ
プトを掲げ、町田の多様な文化芸術活動や公園の豊
かな自然を体験しながら、みんなが学び楽しめる新
しい体験型の公園となることを目指しています。

遊び場遊び場も充実、も充実、
キッチンカーキッチンカーもも
やってくるやってくる！！

今も未来も大切に

町田市のＳＤＧｓ

たけがみたえ「みたらみら
れた～チーターと目があ
った～」（木版画）2022年

　作品の中のいきものたちが今にも飛び出てきそうな自然豊
かな園内で、竹上妙さんのおはなしを楽しんでみませんか。

散策ポイント③
町田市民文学館
たけがみZOO展
関連イベント

竹上妙の絵本と木版画　たけがみZOO展�
～いきものと目が合った！ 〔入場無料〕



32022．7．1市役所代表　辺辺０４２・７２２・３１１１　返０４２・７２４・５６００　番号間違いにご注意ください

お知らせお知らせ
町 田 市 行 政 経 営 監 理 委 員 会
　市では、「行政サービス改革」と「経
営基盤の強化」の２つを改革の柱と
する経営改革プランを着実に推進す
るため、有識者や市長・副市長等で構
成する行政経営監理委員会を開催し
ます。第１回では、「未来に向けた公
共施設のファシリティマネジメン
ト」をテーマに開催します。委員会は
公開で行い、傍聴できます。
日７月２８日㈭午前９時～１１時３０分
場市庁舎定３０人（申し込み順）申７月
２５日までに電話で経営改革室（☎☎

７２４・２５０３）へ。
策定しました
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）
　男女平等参画を取り巻く社会情勢
は、ＳＤＧｓの目標の一つとして「ジェ
ンダー平等を実現しよう」が掲げら
れ、女性の政策・方針決定過程への参
画が進められています。また、ＤＶ（ド
メスティック・バイオレンス）や性暴
力に対する被害が顕在化するなど、
さまざまな変化が起こっています。こ
うした変化を踏まえて、市が目指す方
向性を明らかにし、あらゆる市民・市
内の事業者等の理解と協力を得ると

ともに、多様性を認め合い、一人ひと
りがその人らしく生きることができ
る社会の実現を目指すため、同計画
を策定しました。
計画の期間２０２２年度～２０２６年度計
画の基本理念その人らしさを発揮で
きる社会の形成をめざして計画のめ
ざすべき姿①一人ひとりの人権を尊
重するまち②一人ひとりが個性と能
力を生かして活躍できるまち／計画
は市ＨＰでご覧いただけます。
問男女平等推進センター☎☎７２３・
２９０８

エネファームを設置する方に 
奨 励 金 を 給 付 し ま す
　市では、２０２２年度内に家庭用燃
料電池システム（エネファーム）を自
宅に設置する方に対し、奨励金を給
付します。詳細は市ＨＰをご覧くださ
い。
対市内在住の方／申請日時点で市内
に転入予定の方は、２０２２年度内に

町田市に住民登録を行う必要があり
ます奨励金額３万５０００円定１５０人
（抽選）申申請書（市ＨＰでダウンロー
ド）を８月１２日までに郵送（必着）ま
たはメールで環境政策課へ。
問環境政策課☎☎７２４・４３８６

国 民 健 康 保 険 高 齢 受 給 者 証 
（ 更 新 証 ）を お 送 り し ま す
　国民健康保険に加入している７０～
７４歳の方が現在お持ちの「国民健康
保険高齢受給者証」の有効期限は、７月
３１日です。８月１日からお使いいただく
高齢受給者証は、７月中に世帯主の方
宛てに届くように普通郵便でお送り
します。なお、今回お送りする高齢受
給者証の有効期限は２０２３年７月３１日
までです（途中で７５歳になる方は誕生
日の前日まで）。医療機関を受診する
際は、健康保険証と高齢受給者証の２
枚を提示する必要があるため、健康保
険証は捨てないようご注意ください。
問保険年金課☎☎７２４・２１２４

国民年金保険料の免除・納付猶予制度のご案内
問保険年金課☎☎７２４・２１２７、八王子年金事務所☎☎０４２・６２６・３５１１

【納付が困難な場合】
　失業や所得減少などで、国民年
金定額保険料（月額１万６５９０円）
を納めることが困難な場合に、所
得審査により、保険料納付が免除
や猶予となる制度があります。２年
１か月前までの未納保険料につい
て免除や猶予の申請ができます。
　承認を受けた期間は、老齢基礎
年金等の受給資格期間に加えら
れ、全額免除の場合は、年金額にも
一部反映されます。一部免除の場
合は、残りの必要な保険料を納め
ないと未納の扱いとなり、受給資
格期間に加えられず、年金額にも
反映されません。
　なお、免除や猶予の承認を受け
た期間は、保険料を全額納めたと

きに比べて、老齢基礎年金の年金
額が少なくなります。そのため、
１０年以内であれば、これらの期間
の保険料を「追納」することで、将
来受け取る年金額を増やすことが
できます。
【免除・納付猶予の申請受付】
　７月～２０２３年６月分保険料の免除
や猶予の申請を受け付けています。
場保険年金課（市庁舎１階）、各市
民センター
持ち物年金手帳（基礎年金番号通
知書）、免許証等の本人確認書類
（失業を理由に申請する方は、離職
票等も必要）
※必要な書類等の詳細はお問い合
わせください。

参議院議員選挙のお知らせ

投票日は７月１０日です
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�

　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。
　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、市庁
舎・各市民センター等の期日前投

票所で期日前投票ができます。
　市庁舎での期日前投票は始まっ
ており、各市民センター等の期日
前投票所は７月５日㈫から投票で
きます。詳細は投票所入場券同封
のお知らせ（チラシ）をご覧くださ
い。

記事内の表記
について

●�イベントダイヤル＝町田市イベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）に電話で申し込み（電話
受付時間＝午前７時～午後７時）／番号のかけ間違いにご注意ください。
●�イベシス＝町田市イベント申込システム　インターネットのイベント申込
システム（右記二次元バーコード）にコードを入力し、２４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。

凡例 対対象 日日時 場会場 内内容
講講師 定定員 費費用
申申し込み 問問い合わせ

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

問産業政策課☎☎７９４・７３０７

　市内のＰａｙＰａｙ対象加盟店で、Ｐ
ａｙＰａｙで支払いをした場合に、最
大２０％（上限１万円相当／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
（お買い物１回当たりの付与上限
１０００円相当）。
キャンペーン期間７月１日㈮～３１
日㈰
※市庁舎窓口及び市内ソフトバン
クショップ、ワイモバイルショッ
プの各店舗でＰａｙＰａｙの使い方相
談を行っています（要事前予約）。
※詳細は市ＨＰ（右記二
次元バーコード）をご
覧ください。
【問い合わせ】
・ＰａｙＰａｙの利用方法について（消費者用）＝ＰａｙＰａｙカスタマーサポート
窓口錆０１２０・９９０・６３４（受付時間＝２４時間、３６５日）
・ＰａｙＰａｙ加盟店のサポート等について（事業者用）＝ＰａｙＰａｙ加盟店サポ
ート窓口錆０１２０・９９０・６４０（受付時間＝２４時間、３６５日）

■武田社ワクチン（ノババックス）での１～３回目の接種を実施します
　ｍＲＮＡワクチン（ファイザー社及び武田／モデルナ社ワクチン）に対す
るアレルギーがあり、接種を控えていた方は、この機会にワクチン接種を
ご検討ください。
対象者１～３回目接種を行う１８歳以上の方
実施日７月１０日㈰、２３日㈯、３１日㈰、８月１３日㈯　会場生涯学習センター
接種間隔２回目接種（１回目の接種日から２１日後）、３回目接種（２回目接種
日から６か月後）　
【注意】ファイザー社及び武田／モデルナ社ワクチンの３回目の接種間隔
は５か月です。
※武田社ワクチン（ノババックス）での４回目の接種はできません。

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／毎日午前８時３０分～午後７時

ワクチン情
報の詳細は 
こちら▶

※ワクチン接種は、事前に接種予約をお願いします。

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

町田市情報公開
・個人情報保護
運営審議会

7月11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

町田市国民健康
保険運営協議会

7月14日㈭午
後2時～4時

市庁舎3階第1
委員会室

3人
（申し込み順）

7月7日までに電話で保険
年金課（☎☎724・4027）へ

町田市立図書館
協議会

7月20日㈬午
後2時～4時

中央図書館6階
ホール

5人
（申し込み順）

事前に電話で中央図書館
（☎☎728・8220）へ

町田市地域密着
型サービス運営
委員会

7月25日㈪午
後6時30分～7
時30分

市庁舎10階会
議室10-5

3人
（申し込み順）

7月15日までに電話でい
きいき総務課（☎☎724・
3291）へ

健康増進温浴施設の愛称を募集します
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

　今年４月１日に開所した健康増
進温浴施設について、市民の皆さ
んや多くの施設利用者に、親しみ
や愛着を持っていただき、末永く
利用される施設を目指して、愛称

を募集します。募集方法等の詳細
は、市ＨＰ（下記二次元バーコード）
をご覧ください。
対市内在住の方
募集期間７月３１日まで
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お知らせお知らせ
７月９日に実施します
夏 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）。また、骨髄バンクドナー登
録会も同時開催します。
日７月９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
作品を募集します　
地 球 環 境 保 全 ポ ス タ ー 展
　環境問題に対する思いを表したポ
スター作品を募集します。入賞作品
は、１０月１７日㈪～２３日㈰にイベン
トスタジオ（市庁舎１階）で展示しま
す。
対市内在住、在学の小・中学生申四つ
切り以内の画用紙横書き（表面の下
２㎝内に学校名・学年・氏名を明記）
を、９月６日までに郵送（必着）で東京
町田東ロータリークラブ事務局（〒
１９４－００１３、原町田４－１６－２１、キ
ムラヤビル２階）へ。
問同クラブ事務局☎☎７２０・５６３３、環
境政策課☎☎７２４・４３８６
明るい選挙について自由に描いてみよう！
ポ ス タ ー を 募 集 し ま す
　明るい選挙を呼び掛ける内容のポ
スター作品を募集します（応募者全
員に参加賞有り）。なお、応募作品の

著作権は主催者に帰属します。作品
は啓発紙等への掲載や、展示会等で
展示することがあります。
対市内在住、在学の小学生～高校生
画材描写材料は自由（紙や布を使用
した貼り絵も可）サイズ画用紙の四
つ切り（５４２ｍｍ×３８２ｍｍ）、八つ切り
（３８２ｍｍ×２７１ｍｍ）、またはそれに準
じる大きさ申作品裏面の右下に、学
校名・学年・氏名（ふりがな）を明記
し、９月９日までに直接選挙管理委員
会事務局（市庁舎９階）へ（学校を通
じて提出する方は、学校で決められ
た日まで）。
問選挙管理委員会事務局☎☎７２４・
２１６８
消防団員確保に向けて
東京都住宅供給公社の住宅を提供します
　市と東京都住宅供給公社（ＪＫＫ）と
の協定に基づき、消防団員に対して
市内のＪＫＫ住宅を提供します。対象
となるＪＫＫ住宅は、町田木曽・木曽・
本町田・高ヶ坂・境川団地の４・５階で
す。消防団への入団とともに、入居す
るＪＫＫ住宅の防災コミュニティ活動
に参画することを条件として、ＪＫＫ
は消防団員に対して家賃を３年間２０
％割り引きます。
○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。詳細
はお問い合わせください。

◇
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の健康な方
問防災課☎☎７２４・３２５４

分譲マンション管理に関する相談会
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等日７月２１日㈭午後１時
３０分～４時／相談時間は１組３０分で
す場市庁舎講（一社）東京都マンショ
ン管理士会町田・たま支部定４組（申
し込み順）申電話で住宅課（☎☎７２４・
４２６９）へ。

パブリックコメントを実施しました
●町田市（仮称）教育環境整備地区建
築条例（案）　市では、「町田市（仮称）
教育環境整備地区建築条例（案）」の
策定に当たり、皆さんのご意見を募
集しました。募集の結果、条例案に関
するご意見はありませんでした。
問建築開発審査課☎☎７２４・４２７３
７月は強調月間です
社 会 を 明 る く す る 運 動
●犯罪や非行を防止し、立ち直りを
支える地域のチカラ　社会を明るく
する運動とは、すべての国民が犯罪
や非行の防止、罪を犯した人たちの
更生について理解を深め、それぞれ
の立場で力を合わせて犯罪や非行の
ない安全で安心な明るい地域社会を
築くための全国的な運動です。この
運動をきっかけに、犯罪や非行のな
い暮らしを実現するために何ができ
るのか考えてみましょう。
○「社会を明るくする運動」町田大会
を開催します
日７月２９日㈮午後１時３０分～３時場
和光大学ポプリホール鶴川内作文の

朗読、町田第一中学校の演劇部によ
る公演定２５０人（申し込み順）申７月
６日正午～２６日にイベントダイヤル
（☎☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード２２０７０６Ｃへ。
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７
生涯学習センター
貸 出 ロ ッ カ ー 申 し 込 み
　同センターのサークル・団体用貸
出ロッカーの貸出期限は９月２０日ま
でです。これに伴い、新たに貸し出し
の申し込みを受け付けます。
対同センターを利用し、予約システ
ムに団体登録をしているサークル・
団体申往復ハガキに団体登録ＩＤ番
号・住所・団体代表者名・電話番号・希
望のロッカー（大または小）、返信用
にも宛先を明記し、８月１９日午後５
時までに、直接または郵送（必着）で
生涯学習センター（〒１９４－００１３、
原町田６－８－１）へ。
問同センター☎☎７２８・００７１

測 量 実 施 の お 知 ら せ
　市では、国土調査法に基づく都市
再生地籍調査事業実施に伴い、測量
を行います。測量の際、やむを得ず私
有地に立ち入る場合があります。測
量者は町田市発行の土地立入証を携
帯していますので、不審な時は証票
の提示をお求めください。ご理解ご
協力をお願いします。
日程７月上旬～２０２３年３月下旬
測量場所鶴川３・４丁目の一部
問道路管理課☎☎７２４・１１５５

９月３０日まで適用期間を延長します

新型コロナウイルス感染症感染者等への傷病手当金
問保険年金課☎☎７２４・２１３０

介護保険に関するお知らせ
問介護保険課☎☎７２４・４３６６

ことばらんどショートショートコンクール２０２２　作品募集
問町田市民文学館☎☎７３９・３４２０

令和４年度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（町田市生活援護課〔臨時特別給
付金担当〕）☎☎０３・６６２５・２９５５

　市では、町田市国民健康保険に加
入の被用者（会社等に勤めていて給
与の支払いを受けている方）のうち、
次の方に傷病手当金を支給していま
す。この適用期間を９月３０日まで延
長します。詳細はお問い合わせいた

だくか、市ＨＰをご覧ください。
対次のいずれかによる療養のため、
労務に服することができなくなった
方　①新型コロナウイルスに感染②
発熱等の症状があり感染が疑われる

【「介護保険負担限度額認定証」「生計
困難者に対する利用者負担額軽減確
認証」は更新手続きが必要です】
　「介護保険負担限度額認定証」「生
計困難者に対する利用者負担額軽減
確認証」の有効期間が７月３１日で終
了します。同認定証・確認証をお持ち
の方が、８月１日以降もそれぞれの軽
減を受けるためには更新手続きが必
要です。
申各申請書（介護保険課〔市庁舎１
階〕、各高齢者支援センターで配布、
市ＨＰでダウンロードも可）に記入
し、必要書類を添えて、８月３１日まで
に直接または郵送（消印有効）で現在
入所中の市内施設か介護保険課（〒

１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
※新型コロナウイルス感染防止のた
め、申請書のダウンロードや郵送申
請にご協力ください。
【「介護保険負担割合証」を７月１４日
に発送します】
　介護認定を受けている方に、８月１
日からお使いいただく「介護保険負
担割合証」を７月１４日に発送します。
　届きましたら、ケアマネジャーや
利用している介護保険サービス事業
所にご提示ください。
　なお、適用期間の終了年月日が令
和３年７月３１日となっている介護保
険負担割合証は８月１日以降使用で
きません。

　ショートショートとは、原稿用紙
１枚から書くことができる、アイデ
アとそれを生かした印象的な結末の
ある物語のことです。自由な発想で
つづられたショートショートを募集
しています。
対市内在住、在学の小学生～高校生
応募作品の要件「自由」または「町田
が舞台」のいずれかのテーマを選び、
４００字詰め原稿用紙１～５枚で創作
※未発表のオリジナル作品に限りま
す。

表彰部門ごとに市長賞、教育長賞、東
京町田・中ロータリークラブ会長賞
等
応募締切９月２０日㈫（必着）
応募方法直接町田市民文学館または
各市立図書館へ（郵送の場合は町田
市民文学館へ）。
※学校単位でまとめて応募すること
もできます。
※詳細は、チラシ（町田市民文学館、
各市立図書館等で配布）または市ＨＰ
をご覧ください。

　新型コロナウイルス感染症による
影響の長期化に伴い、生活・暮らしを
支援するため、令和４年度分の市民
税均等割が非課税の世帯に対し、１
世帯当たり１０万円の臨時特別給付
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６月３０日
に発送しました。
対令和３年１２月１０日から町田市に
住んでおり、基準日（２０２２年６月１
日）に町田市に住民票があり、令和４
年度分の市民税均等割が非課税の世
帯（既に臨時特別給付金を受給した
世帯は対象外）
【２０２１年１２月１１日以降に町田市に
転入した世帯、令和４年度市民税未
申告の世帯の方へ】
　令和４年度分の市民税均等割が非

課税であり、かつ、まだ臨時特別給付
金を受給していない世帯は、臨時特
別給付金を申請することができます。
詳細は８月上旬ごろに送付予定の案
内をご覧いただくか、同コールセンタ
ーへお問い合わせください。
【新型コロナウイルス感染症の影響
を受けて令和４年１月以降に家計が
急変した世帯の方へ】
　令和４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、臨時
特別給付金を申請することができま
す。詳細は同コールセンターへお問
い合わせください。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。

小型充電式電池とボタン電池の回収を始めます
問ごみ収集課☎☎７９７・７１１１

　７月から有害ごみ（電池）として回収します。詳細は市ＨＰ（右
記二次元バーコード）をご覧ください。
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生涯学習センター
夏 の 平 和 イ ベ ン ト
●戦時体験　一枚のハガキを募集し
ます　戦時中・戦後の体験や家族か
ら聞いた体験談を子や孫の世代に伝
えませんか。
対市内在住の戦時中・戦後の体験を
伝えたい方申ハガキ表面（宛名面）に
住所・氏名・電話番号・年齢を明記し、
裏面（通信面）に体験（時期・場所等
も）を書いて、７月２２日までに郵送
（必着）で生涯学習センター「一枚の
ハガキ担当」（〒１９４－００１３、原町
田６－８－１）へ／８月５日～９日に同
センターで掲示します（ハガキ裏面
のみ、内容によっては掲示しない場
合も有り）。また、翌年度以降の平和
イベントなどでも掲示する場合があ
ります。代筆やパソコンの使用も可
能です。なお、ハガキの返却はできま
せん。
問同センター☎☎７２８・００７１
ブルーベリーのおいしい季節です
摘み取りに出かけませんか
　期間・営業時間・料金等は農園ごと
に異なりますので、各農園へお問い
合わせください。
●農園名、所在地、予約・問い合わせ
先
○相原ブルーベリー農園（相原町

２０５２、☎☎０８０・５０８８・７５８８）
○町田里山ベリー園（上小山田町
２６６３、☎☎７９７・３２４６）
○小山田ブルーベリー園（下小山田
町１０１４、☎☎７１９・５４８６）
○Ｂ

ビー

　ｆ
ファクトリー

ａｃｔｏｒｙ（山崎町１８７７－１、☎☎
８５１・９２１３）
○浅沼ブルーベリー農園（木曽西５
－１４、☎☎０８０・１１４９・９６３０）
○小野路ブルーベリー園（小野路町
１０１４、☎☎０９０・８３０２・２２０９）
○ななくにブルーベリー農園（野津
田町２２０９、☎☎７３５・３３３４）
○友井ブルーベリーガーデン（小川
６－１２－１、☎☎０９０・４５２６・２４３５）
○南町田ブルーベリー園（鶴間５－
１２－３８、☎☎０９０・９６４５・５５１１）
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

シニアシニア
健康寿命を延ばそう！
フ レ イ ル チ ェ ッ ク 会
　フレイルとは、年齢とともに筋力
や認知機能が低下し、生活機能障害
などの危険性が高まった状態です。
運動・栄養・口

こう

腔
くう

・地域活動の総合的
なチェックや体力測定等で現在の状
態を確認し、専門家によるミニ講座
を行います。なお、当日の運営は町田
市シルバー人材センターが行いま
す。

○南市民センター会場
日７月２７日㈬、受付時間＝①午後１
時～１時１５分②午後２時～２時１５分
定①３０人②２０人／申し込み順申７
月６日正午～１８日にイベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード２２０７０６Ａへ。
○木曽山崎コミュニティセンター会
場
日８月９日㈫、受付時間＝①午後１時
～１時１５分②午後２時～２時１５分定
①３０人②２０人／申し込み順申７月６
日正午～１８日にイベントダイヤル
（☎☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード２２０７０６Ｂへ。

◇
対市内在住の６５歳以上の方／所要
時間は２時間程度です。どちらかの
受付時間を選んで申し込んでくださ
い。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

認 知 症 カ フ ェ（ Ｄ カ フ ェ）
　認知症の方や家族、支援者などが
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７
月１５日㈮、８月１９日㈮、９
月１３日㈫、午後１時～３
時参加方法Ｚｏｏｍでミー

ティングＩＤ（７３１３０２６６９６４）・パス
コード（ｄｃａｆｅ）を入力し、入室（左下
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・子育て子ども・子育て
未来のエネルギー・水素を学ぼう
夏 の 環 境 学 習 ２ ０ ２ ２
対市内在住の中学生（高校生も可）日
８月３日㈬午後１時３０分～４時場市庁
舎内水素エネルギーについて実験を
通して学ぶ定２０人（申し込み順）申７
月６日正午～２０日にイベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード２２０７０６Ｇへ。
問環境政策課☎☎７２４・４３８６

夏休み親子で行く、最終処分場見学とさかな園
　ごみの行方を知る機会として最終
処分場の見学をした後、さかな園で
バーべキューをします。
対市内在住の小学４年生～中学生と
その保護者（小学１～３年生の弟・妹
の同伴可、１組４人まで）日８月１２日
㈮午前８時～午後５時／集合・解散は
市庁舎です場二ツ塚処分場、谷戸沢
処分場、さかな園／日の出町定２０人
（抽選）申７月５日正午～１１日にイベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）へ／
参加の可否は郵送で連絡します。
問環境政策課☎☎７２４・４３７９

後期高齢者医療制度のお知らせ
問保険年金課☎☎７２４・２１４４

新しい後期高齢者医療被保険者証（保険証）を送付します
　８月１日からお使いいただく新しい保険証（藤色）は、７月中旬に簡易書留
郵便で送付します。届きましたら、氏名・生年月日・自己負担割合などの記載
内容をご確認ください。
　なお、１０月から窓口２割負担が導入されるため、すべての方の保険証の有
効期限が令和４年９月３０日となっています。１０月以降にお使いいただく保
険証は、９月中旬に別途送付します。
　現在お持ちの保険証（オレンジ色）は、有効期限が過ぎた８月１日以降、個
人情報に留意のうえご自身で破棄していただくか、保険年金課へ返却して
ください。

自己負担割合について
　令和４年８月から令和５年７月までの自己負担割合は、令和４年度住民税課
税所得に基づき判定します。
　窓口２割負担の導入に伴い、令和４年９月までと令和４年１０月以降で判定
方法が異なります（表１・２参照）。１０月からの自己負担割合は８月下旬ごろ
に判定しますので、判定結果についてのお問い合わせは９月以降にお願い
します。

【３割負担の対象外となる場合があります】
　住民税課税所得が１４５万円以上でも、以下に該当する場合は３割負担の
対象外となります。
①昭和２０年１月２日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の、賦
課のもととなる所得金額の合計額が２１０万円以下の場合（申請不要）
②令和３年１月～１２月の収入額が次の条件（表３参照）を満たし、基準収入額
適用申請を行って認定された場合
　これまでは毎年必ず申請が必要でしたが、今回から対象の方が上記の条
件を満たすことを保険年金課で確認できる場合は、申請が不要です。送付す
る保険証の自己負担割合が軽減後のものとなっている場合がありますの
で、必ずご確認ください。
　なお、対象の方が上記の条件を満たすことを保険年金課で確認できない
場合は、これまでどおり申請が必要です。対象と思われる方には６月末ごろ
に申請書を送付しましたので、同封の案内を参考に申請してください。

表１　令和４年９月３０日までの判定方法

自己負担の割合 区　分 判定基準
（令和３年１月～１２月の所得で算出）

３割 現役並み所得者 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が
１４５万円以上の方がいる場合

１割 一般所得者 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がい
ずれも１４５万円未満の場合

表２　令和４年１０月１日からの判定方法

自己負担の割合 区　分 判定基準
（令和３年１月～１２月の所得で算出）

３割 現役並み所得者 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が
１４５万円以上の方がいる場合

２割 一定以上所得の
ある方

以下の①②両方に該当する場合
①同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が
２８万円以上１４５万円未満の方がいる
②「年金収入」＋「その他の合計所得金額」の合計
額が
被保険者１人の場合＝２００万円以上
被保険者２人以上の場合＝合計３２０万円以上

１割 一般所得者
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がい
ずれも２８万円未満の場合
または、上記①に該当するが②に該当しない場合

※住民税非課税世帯の方は１割負担となります。

表３
後期高齢者医療被保険者数 収入判定基準（令和３年１月～１２月の収入で判定）

被保険者が１人 収入額が
３８３万円未満

３８３万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険
制度に加入する７０～７４歳の方がいる場合
は、その方との収入合計額が５２０万円未満

被保険者が２人以上 被保険者全員の収入合計額が５２０万円未満

限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証の
交付について

　過去に交付されたことがあり、８月以降も交付対象となる方には、新しい
認定証を７月下旬に送付します。届きましたら、氏名・生年月日・適用区分な
どの記載内容をご確認ください。
　現在お持ちの認定証は、有効期限が過ぎた８月１日以降、個人情報に留意
のうえご自身で破棄していただくか、保険年金課へ返却してください。
　これまでに交付されたことがなく、今回交付を希望する方は、保険年金課
へお問い合わせください。
【自己負担割合が１割の方】
　世帯全員が住民税非課税の場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証が
交付されます。医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとの医療費の支払
いが自己負担限度額までとなり、入院時の食費が減額されます。
【自己負担割合が３割の方】
　被保険者全員の住民税課税所得が６９０万円未満の場合は、限度額適用認
定証が交付されます。医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとの医療費
の支払いが自己負担限度額までとなります。

確定申告の延長申請を行った場合の影響について
　新型コロナウイルス感染症の影響により確定申告の延長申請を行った方
がいる世帯の場合、今回送付する保険証の自己負担割合や、減額認定証及び
限度額認定証の適用区分が、暫定的なものとなる場合があります。今後、自
己負担割合や適用区分に変更が生じた場合は改めて通知します。
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子ども・子育て子ども・子育て
２０２２年度多摩・島しょ広域連携活
動助成事業～子ども体験塾
なりたいシゴトを体験しよう！
　日程等の詳細はさがまちコンソー
シアムＨＰ、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、在学の小
・中学生（コースにより異なる）開催
日８月１７日㈬～２３日㈫場町田市生
涯学習センター、町田新産業創造セ
ンター申７月１５日午後５時までに申
し込みフォーム（下記二次元バーコ
ード）で申し込み。応募者
多数の場合は抽選となり
ます。
問さがまちコンソーシアム事務局☎☎
04２・７4７・９0３８（受付時間＝祝休
日を除く月～金曜日の午前１0時～
午後５時）、町田市子ども総務課☎☎
７２4・２８７６

子ども創造キャンパスひなた村
●デイキャンプ　森で遊んだり、ゲ
ームを楽しみましょう。
対市内在住、在学の小学生とその家
族日８月７日㈰午前１0時～午後３時　

（雨天中止）定２0人（申し
込み順）費１人３00円申７
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。

夏休みわくわくエコ体験講座
　ダンボールコンポストの仕組みや
ごみの減量について学び、ダンボー
ル箱を装飾して自分だけのオリジナ
ルコンポスト（幅３７㎝、奥行き３３
㎝、高さ３２㎝、重さ約７㎏）を作りま
す。コンポストは持ち帰れます。
対市内在住の小学生とその保護者
（保護者１人につき小学生２人まで）
日７月２７日㈬午前１0時～午後0時
３0分場町田市バイオエネルギーセ
ンター定３３人（申し込み順）申７月５
日正午～１５日にイベントダイヤル
（☎☎７２4・５６５６）またはイベシスコ
ード２２0７0５Ｃへ。
問環境政策課☎☎７９７・0５３0
リサイクルについて学ぼう！
工 作 会・ 工 場 見 学 ツ ア ー
　プラスチックを使った工作・学習
を行い、その後、日野市クリーンセン
タープラスチック類資源化施設を見

学します。
対市内在住の小学生とその保護者
（保護者の同伴必須）日８月１0日㈬午
前１0時～午後4時場町田市バイオエ
ネルギーセンター定３0人（申し込み
順）申７月６日正午～２0日にイベン
トダイヤル（☎☎７２4・５６５６）または
イベシスコード２２0７0６Ｆへ（申し
込みは4人まで）。
問環境政策課☎☎７９７・0５３0

リサイクルガラス砂絵教室
　研磨された安全なリサイクルガラ
ス砂を使用します。
対市内在住の小学生日①７月２３日②
７月３0日、いずれも土曜日午前１0時
３0分～午後0時３0分場①子どもセ
ンターつるっこ②子どもセンターぱ
お定①１６人②１１人／申し込み順申
７月５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①２２0７0５Ｂ②２２0７0５Ｄ
へ（申し込みは３人まで）。
問環境政策課☎☎７９７・0５３0
中学・高校生向け講座
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）。
●幾何学描画ソフト　ＧｅｏＧｅｂｒａ　
（ジオジェブラ）による実践講座「図
形とあそぼう」
対中学３年生～高校生日８月１日㈪午
後１時２0分～4時３５分場青山学院大
学相模原キャンパス（相模原市）講青
山学院大学理工学部数理サイエンス
学科教授・西山享氏定２0人（抽選）費
２５00円（教材費含む）
●ｗｅｂカレッジ〜中学生のための
初級薬学講座　薬の秘密を確かめよ
う　Ｚｏｏｍを使ったオンライン講
座です。使用する教材は事前に郵送
します。
対中学生日８月７日㈰午後１時～２時
３0分講相模原市薬剤師会理事・澤田
寛之氏定２0人（抽選）費１２00円（教
材費含む）
●薬の効果を目で見てみよう〜いの
ちを守る抗菌薬のはたらき　
対中学・高校生日８月１８日㈭午後２
時１５分～３時4５分場昭和薬科大学
（東玉川学園）講昭和薬科大学薬学部
講師・梶川瑞穂氏定１２人（抽選）費
１２00円（教材費含む）
●実験で体験しよう！〜混ぜると光
る化学の不思議　
対中学・高校生日８月１９日㈮午前１0
時３0分～正午場昭和薬科大学（東玉
川学園）講昭和薬科大学薬学部講師
・石田寛明氏定１８人（抽選）費１２00
円（教材費含む）

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、７月１１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）／申込締
切日までに定員に達しない場合は、
引き続き募集します。
問同事務局☎☎04２・７4７・９0３８、町
田市生涯学習センター☎☎７２８・
00７１

ちょっぴり図書館員になってみよう！
　休館日の図書館で、図書館員のお
しごと体験を行います。館内の写真
撮影もできます。
対市内在住、在学の小学生（保護者の
同伴可）日７月２５日㈪午前１0時１５
分～１１時4５分場中央図書館定１２人
（申し込み順）申７月５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）。

２０２２年度子育て世帯生活支援特別給付金
問ひとり親世帯分について=子ども総務課☎☎７２４・２1４3、
ひとり親世帯以外の子育て世帯分について=子ども総務課☎☎７２４・２139

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育てに対する負担の増加や収入の減少等を支援するため、給付金を支給します。詳細はまち
だ子育てサイトをご覧ください。
【ひとり親世帯分】

対　象 申請方法 給付額
①令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受け
ている方
※児童扶養手当支給口座へ支給します。

申請不要
（給付を希望しない
方は届け出が必要）

児童1人
につき
5万円

②公的年金等を受給していることにより、令
和4年4月分の児童扶養手当を受けていない方
（児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回
る方に限る）

申請が必要
※申請書（まちだ子
育てサイトでダウン
ロード）に記入し、必
要書類を添えて、郵
送で子ども総務課
（〒194-8520、森野

2-2-22）へ。

③平成16年4月2日以降に生まれた（一定の障
がいがある場合は20歳の誕生日の前日まで
の）児童を監護養育しているひとり親世帯等
で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け
て家計が急変するなど、収入が児童扶養手当
を受給している方と同じ水準となっている方

【ひとり親世帯以外の子育て世帯分】
　所得要件Ａ・Ｂのいずれかに該当し、かつ養育要件①②③のいずれかに該当する方が対象です。

所得要件 養育要件 申請方法 給付額
Ａ＝令和4年度の
住民税均等割が非
課税の方

Ｂ＝新型コロナウ
イルス感染症の影
響を受けて令和4
年1月以降の家計
が急変し、収入が
令和4年度の住民
税均等割が非課税
の方と同じ水準と
なっている方

①令和4年4月分の児童手当ま
たは特別児童扶養手当（支給停
止含む）の支給を受けている方

【Aかつ①②に当てはまる方】
原則、申請不要

※給付金を希望しない方は
届け出が必要です。

※公務員は申請が必要です。

【Aかつ③、Ｂかつ①②③に当
てはまる方】
申請が必要

※申請書（まちだ子育てサイ
トでダウンロード）に記入し、
郵送で子ども総務課（〒194-
8520、森野2-2-22）へ。

児童1人につき
5万円

※2022年度子育て
世帯生活支援特別
給付金（ひとり親世
帯分）を支給済みの
場合は対象外です。

※同じ児童につい
て、他の養育者に支
給済みの場合は対

象外です。

②令和4年5月分～令和5年3月
分の児童手当または特別児童扶
養手当（支給停止含む）の受給資
格または額改定の認定を受けた
方

③平成16年4月2日から平成19
年4月1日までの間に生まれた
児童のみを監護養育している方

マイナポイント事業第２弾が始まりました
問市民課☎☎８６０・６19５

　国は、マイナンバーカードと民間
のキャッシュレス決済サービスとの
連携でマイナポイントを付与する事
業の第２弾を行っています。６月３0
日から、健康保険証利用申込、公金受
取口座登録をした方に、それぞれ
７５00円相当のポイントが付与され
ます。
※マイナポイントの利用には、マイ
ナンバーカードの取得と、マイナポ
イントの予約（マイキーＩＤの設定）、
申し込み（キャッシュレス決済手段
の選択）が必要です。
※既に健康保険証利用申込、公金受
取口座登録をしている方もポイント
付与の対象になります。
【マイナポイント予約・申込支援を行
っています】
　自宅での手続きが難しい方を対象
に下記の会場で支援しています。
場マイナンバーカードセンター（町
田センタービル５階）、みんなの広場

奥（市庁舎１階）
持ち物マイナンバーカード、利用者
証明用電子証明書の暗証番号（数字
4桁）、キャッシュレス決済サービス
のＩＤ・セキュリティーコード、通帳
等の口座番号が分かるもの（公金受
取口座の登録をする場合）
※マイナポイント申し込みの操作方
法等の詳細は、国のマイナポイント
のＨＰをご覧いただくか、マイナンバ
ー総合フリーダイヤル（錆０１２０・９５
・０１７８）へお問い合わせください。
【混雑緩和にご協力ください】
　マイナポイント事業は先着順では
ありません。ポイントは、９月末まで
にマイナンバーカードを申請したす
べての方が対象で、２0２３年２月末ま
でに申し込みすると付与されます。
７月上旬は、特に窓口の混雑が想定
されますので、申込時期をずらす等、
ご協力をお願いします。

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� �
　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（各日１00人〔先
着順〕）。� �
日①７月８日㈮午前１１時～午後６
時②７月９日㈯午前１0時～午後５
時③７月１５日㈮午前１１時～午後６
時④７月１６日㈯午前１0時～午後５
時� �
場①②木曽森野コミュニティセン
ター③④島忠ホームズ町田三輪店
（三輪町２８１－１）� �
※申請会場では、マイナポイント
の予約・申し込みの支援はしてい
ません。
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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７月１２日、１９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７月
１７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７月１日午前９時から
電話で同センター（☎☎７２８・００７１）へ。

催し・講座催し・講座
非核平和都市宣言４０周年事業
原 爆 パ ネ ル 展
　町田市は２０２３年２月１日に非核平
和都市宣言４０周年を迎えます。この
節目の年に、戦争の悲惨さ、原爆の悲
劇、平和の尊さを市民の皆さんとと
もに考えるため、原爆パネル展を開
催します。
日７月１１日㈪～２２日㈮、午前８時３０
分～午後５時（７月１１日は午前１０時
から、７月２２日は午後４時まで）／土
・日曜日、祝休日を除く場イベント
スタジオ（市庁舎１階）
問企画政策課☎☎７２４・２１０３

経 営 セ ミ ナ ー
●ＳＮＳでビジネスチャンスをつかも
う　ＴｗｉｔｔｅｒやＩｎｓｔａｇｒａｍを見てリア
ルタイムな情報を収集して、おいしい
お店や欲しいものを探す時代になっ
ています。ＳＮＳデビューをしてビジネ
スチャンスをつかみましょう。
対市内で事業を営んでいる方、市内
在住の方日７月２８日㈭午後５時～６
時３０分場市庁舎講ソフトバンク
（株）・五條眞樹氏、（株）Ａｒｅａ８７・柳
川敦志氏定３０人（申し込み順）申住
所・氏名・電話番号を明記し、７月２２
日までにＦＡＸまたはメールで町田
市商店会連合会（返７２３・６９０６墳ｉｎｆ
ｏ＠ｍａｃｈｉｄａ-ｓｈｏｒｅｎ．ｃｏｍ）へ。
問町田市商店会連合会☎☎７２３・
６９００、町田市産業政策課☎☎７２４・
３２９６

自分を守る力をつけよう！
ＣＡＰプログラム体験教室
　ＣＡＰとは、Ｃｈｉｌｄ Ａｓｓａｕｌｔ Ｐｒｅｖｅ
ｎｔｉｏｎ（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、
いじめや誘拐等のさまざまな暴力か
ら自分を守る方法を寸劇等で学びま
す。大人は別室でサポート方法等を
学びます。
対小学４～６年生とその保護者等（子
どものみの参加は不可）日８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）申７月５日正午～８月４日に
イベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード２２０７０５Ａ
へ。保育希望者（１歳以上の未就学
児、申し込み順に２人）は、７月２８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
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８月７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

町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン
●国際写真サロン　応募作品から選
ばれた、審査委員特別賞（海外・国内、
各３点）を含む海外作品５５点、国内作
品４５点、Ｕ３０部門（３０歳以下を対象
としたウェブ応募部門）１１点を展示
します。
日程７月２０日㈬～８月２１日㈰
問同サロン☎☎７３６・８２８１

ま ち な か シ ネ マ
　屋外の大型スクリーンで上映しま
す。詳細は市ＨＰをご覧ください。
日・内７月８日㈮午後７時から＝「くも
りときどきミートボール」／雨天実
施場町田ターミナルプラザ市民広場
問産業政策課☎☎７２４・３２９６

糖 尿 病 予 防 講 習 会
●血糖値が高めと言われたら　糖尿
病の予防に関する知識を糖尿病専門
医が解説します。
対市内在住の方日８月４日㈭午後２時
～３時３０分場健康福祉会館講仁愛医
院院長・吉村中行氏定５０人（申し込
み順）申７月６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２２０７０６Ｅへ。
問保健予防課☎☎７２２・７９９６

町 田 産 新 鮮 野 菜 の 販 売
　いずれも売り切れ次第終了です。
○７月～９月の日曜朝市
日７月３日、８月７日、９月４日、いずれ
も日曜日午前７時～８時
○７月の日曜特別朝市
　お買い物券が当たる福引きを実施
予定です。
日７月１７日㈰午前７時～８時

◇
場教育センター駐車場
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

　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。

スポーツスポーツスポーツ

サ ン 町 田 旭 体 育 館
●小中学生バドミントン教室
対市内在住、在学の小・中学生日７月
２５日㈪～２９日㈮、午前９時３０分～
１１時３０分、全５回定５０人（申し込み
順）費５０００円申電話で
同館へ。
問同館☎☎７２０・０６１１

市 立 総 合 体 育 館
●ジュニアバドミントン教室　
対①小学４・５年生②小学６年生～中
学生／初心者・初級者向けです日７

月２６日㈫、２７日㈬、２９日㈮、８月３日
㈬、９日㈫、１２日㈮、２３日㈫、２６日
㈮、２９日㈪、３０日㈫、①正午～午後１
時②午後１時～２時４５分、各全１０回
定①②各３０人（抽選）費
１万円申往復ハガキに必
要事項を明記し、７月８日
まで（消印有効）に同館へ（同館ＨＰで
申し込みも可）。
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

市 立 室 内 プ ー ル
●①幼児ダンス②キッズダンスＡ・Ｂ
・Ｃ③こどもに教えるための水泳教
室
対①４～６歳の未就学児②小学生③
小学生とその保護者（保護者のみも
可）日①②８月２日～９月１３日の火曜
日③８月１日～４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クラス各１時間）③午後７時～
８時、①②各全７回③全４回定①１０人
②各１５人③２０組／抽選費①４２００円
②各５６００円③子ども１人１５２０円、
保護者１人４０００円（③は健康増進温
浴施設利用料含む）申往復ハガキに
必要事項を明記し、７月
２６日まで（必着）に同プ
ールへ。
問同プール☎☎７９２・７７６１
お家でチャレンジ！
ストレッチ＆トレーニング動画を配信
　おうちの生活習慣に意識的に運動
を取り入れて、子どもから大人まで
運動不足を解消しましょう。幅広い
世代に楽しく視聴できるストレッチ
動画を配信しています。
市ＨＰ（右記二次元バーコ
ード）で視聴できます。
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

やきもの・ガラス体験講座 問市立博物館☎☎726・1531

　詳細は市ＨＰまたは同館Ｔｗｉｔｔｅｒをご覧ください。
申①②７月７日正午から、③④７月５日正午から、⑤７月６日正午から、７月１５日までにイベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシス（コ
ードは下表参照）へ。

問子育て推進課☎☎724・4468

毎月25日発行
子育てひろばカレンダー

◀詳細はまちだ子育
てサイトへ 　毎月第２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。

【７月の開催日】
日程７月１０日㈰
※事前予約制です。

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

▲詳細はこちら

▲Twitter
講座名 対象／開催日／会場／費用（1人当たり） イベシスコード

①子どもセンターでガラス体験 小学3年生～18歳／7月28日㈭＝ばあん、7月29日㈮＝つるっこ、8月19日㈮＝まあち、8月22日㈪＝ぱ
お、8月25日㈭＝ただON／各500円 220707A～E

②ガラスフュージングでストラップを作ろう 5歳以上の方／8月2日㈫／国際版画美術館／500円 220707F

③粘土から作るMy茶
ちゃ

碗
わん

My箸置 市内在住の小・中学生とその保護者／8月7日㈰／町田市民フォーラム／1200円 220705G

④町田の土で皿作り（全2回） 市内在住の小・中学生とその保護者／8月21日㈰＝町田市民フォーラム、9月25日㈰＝芹ヶ谷公園／1000
円 220705H

⑤幼児向けやきもの体験～お皿にもようをつけよう 満3歳～小学生未満の子どもとその保護者／9月18日㈰／子どもセンターまあち／1000円 220706D
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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）

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話
７月１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

２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

3日㈰

午前9時～午後5時
※ミーナ町田ジェ
イクリニックは午前
１０時から診療開始

内科
ミーナ町田ジェイクリニック（原町田４-１-１７）☎☎７3２・5１２０

なかの整形外科・内科（能ヶ谷１-5-8）☎☎７3７・3６６9

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

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

町田脳神経外科（根岸町１００9-４） ☎☎７98・７33７

４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

5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

６日㈬ 午後７時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

７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

8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

9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

１０日㈰

午前9時～午後5時

内科
小児科 虫明婦人科内科小児科医院（金森3-１9-１０）☎☎７9６・４8０７

内科
近藤医院（成瀬１-６-７） ☎☎７２8・６898

ただお整形外科・内科（忠生２-２8-5）☎☎７93・０２０１

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

南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

１１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

１２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

１3日㈬ 午後７時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

１４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 あけぼの病院（中町１-２3-3） ☎☎７２8・１１１１

１６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

１７日㈰

午前9時～午後5時 内科

さぬき診療所（小川２-２5-１４） ☎☎７０６・8７６６

榛名坂たなか内科クリニック（金井3-１７-１3）☎☎７3７・38６０

木曽診療所（木曽東４-２１-3７） ☎☎７9１・２０88

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
町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７95・１６６8

町田脳神経外科（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

１8日㈷

午前9時～午後5時

内科
小児科 アツミ医院（中町3-６-１3） ☎☎７２２・２１85

内科
増子クリニック（能ヶ谷７-１１-5） ☎☎７35・１４99

おやま内科クリニック（小山町２33-１）☎☎8６０・０3２６

午前9時～翌朝9時

内科系 多摩丘陵病院（下小山田町１４9１） ☎☎７9７・１5１１

外科系
町田市民病院（旭町２-１5-４１） ☎☎７２２・２２3０

町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

１9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

２０日㈬ 午後７時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

２１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

２２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

２3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

２４日㈰

午前9時～午後5時

内科 南町田クリニック（鶴間3-２-２） ☎☎７9６・１555

内科
小児科

若山クリニック（金井２-3-１8） ☎☎７3６・７７２０

牧内科医院（山崎町１9２１-１） ☎☎７93・38７3

耳鼻科 あいの耳鼻咽喉科医院（木曽町４99-１5）☎☎７２5・１１０8

午前9時～翌朝9時

内科系 町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７95・１６６8

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

２5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

２６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

２７日㈬ 午後７時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

２8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

２9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

3０日㈯ 午後１時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

3１日㈰

午前9時～午後5時

内科
小児科 虫明クリニック（金森3-１9-１１） ☎☎７88・5０７8

内科
しあわせ野医院（成瀬台２-４０-１） ☎☎７39・０４７７

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

町田脳神経外科（根岸町１００9-４） ☎☎７98・７33７

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　7月1日～31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

「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。


