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かしのみ号に関わる皆さんの声

　「高齢になって車やバイクに乗れなくなると、買い物や外出に困る」という地域の声を受けて
忠生２丁目で始まった買い物支援事業です。毎週水曜日の午前中にかしのみ公園（忠生）を出発
し、買い物先のショッピングセンターへの送迎を行っています。かしのみ号とは

お買いものバス

老人クラブ連合会会長 小澤さん
　この地域は古くから住んでいる人々が仲良く、和気あ
いあいとしています。利用者の皆さんに「自分たちは利用
していればいい」という考えはなく、バスの乗降時の点呼
など、互いにできることを行い、協力し合おうという意識
があります。
　この事業を通して、老人クラブや自治会も良いことを
やっているな、と思っていただけるといいですね。

利用している方の声

友達と会って話す機
会になってうれしい

車がなくても買い物
ができて便利!

忠生第１高齢者支援センター 田代さん・持永さん
　地域の高齢者の方を対象にアンケートを実施したとこ
ろ、忠生２丁目近隣で買い物に不便を感じている方が多
いことが分かりました。地域のサービス事業所による車両とドライバーの提供
や、住民ボランティアさんによる当日の添乗など多くの方々から協力の声が寄
せられ、定期運行に向けた話し合いやテスト運転を繰り返し実施してきました。
　地域の皆さんの力が集まって運行につながったかしのみ号は、買い物の不便
を解消するだけではなく、「みんなでおしゃべりしながら買い物に行けるのが楽
しい」と利用者の皆さんの交流の場にもなっています。これからも住民の方の声
を聞いて足を運び、「支援センターも地域の一員」という気持ちで、地域に寄り添
った支援を続けていきたいと思います。

忠生地区協議会 代表 高橋さん
　この地域の重要な課題のひとつは、お年寄りが日常的に利用でき
る交通手段が限られていて、交通が不便なことです。この事業は、介
護事業者、老人クラブ連合会、ボランティアの方々、町内会自治会等が、市や社会
福祉協議会などの応援を得て実施が可能となった理想的なケースと言えます。
　かしのみ号によって「地域にいる人や組織が力を合わせると、困っている人を
助けることができる」「人を助けてあげたい、という善意を持った人がたくさん
いる」ということが伝わり、他の課題解決をはかる活動がさらに広がっていくこ
とを期待しています。また、地域のネットワーク組織として、こうした活動を引
き続き応援していければと思います。

　市内全10地区に設立されている地区協議会では、日々の地域交流や課題解決に取り　市内全10地区に設立されている地区協議会では、日々の地域交流や課題解決に取り
組んでいます。組んでいます。
　今回は、忠生地区協議会と忠生第1高齢者支援センター、近隣の事業者、地域のボラ　今回は、忠生地区協議会と忠生第1高齢者支援センター、近隣の事業者、地域のボラ
ンティアの方々等、さまざまな人々の協力によって定期運行が実現した移動支援事業ンティアの方々等、さまざまな人々の協力によって定期運行が実現した移動支援事業

「お買いものバス かしのみ号」の取り組みから、地区協議会の活動をご紹介します。「お買いものバス かしのみ号」の取り組みから、地区協議会の活動をご紹介します。
問 市民協働推進課☎724・2783市民協働推進課☎724・2783

　かしのみ号に
乗車する方々
は、おそろいの
缶バッジをつけ
ています。

インタビューの全文は
市HPで公開しています。
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今も未来も大切に

町田市のＳＤＧｓ

各地区協議会ではこんなことに取り組む予定です
2022年度2022年度

　地区内の団体及び住民への活動の周知と理解の促進のため、広報
誌を作成

❶南地区協議会  広報広聴事業 

　災害に対応できる体制を構築するため、防災マップを作成
❸原町田地区協議会  防災事業 

　安心・安全に登下校できる地域を目指し「下校時のいっせい見守
り」を実施

❹町田第二地区協議会  子どもの見守り事業 

　防災や防犯、見守り合い、困りごとなどの情報交換を行うために
「ご近所さん会＆お庭カフェ」を実施

❺玉川学園・南大谷地区協議会  ご近所さん会事業 

　小学校での実験教室や疑似体験を通して、防災意識を高める事業
を実施

❻木曽地区協議会  地域活性・交流事業 

　地域で活動する団体が実施するイベントや環境づくりへの協力・
支援

❼忠生地区協議会  地域活性化事業 

　毎月第３水曜日に交流促進や困りごとを相談することのできる拠
点として「３水スマイルラウンジ」を開催

❽鶴川地区協議会  暮らしの総合相談事業 

　スマートフォンの使い方について、専門の講師から助言や情報提
供を受ける交流会を実施

❷高ヶ坂・成瀬地区協議会  地域交流事業 

　料理や食事を通して、世代を超えた情報交換を行う「おしゃべりク
ッキング」を開催

❿相原地区協議会  住民の生きがいづくり事業 

※番号は右記地図上の番号と同一

※構成する団体は地区によって異なります。
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❸❸

❹❹

❺❺

❻❻

❼❼

❽❽

❾❾

❿❿

❷❷

　食品の寄付を受け付けして、支援が必要な世帯等に届ける「ONW
つながるフードドライブ」の実施

❾小山・小山ヶ丘地区ネットワーク協議会  安心・安全な街づくり事業  

各地区協議会の活動について
詳細は市HPをご覧ください。

市民協働推進課
☎☎724・2783問

　地区協議会は、市内の各地区に設
立されている団体同士のネットワー
ク組織です。多岐にわたる分野の団
体で構成されている特徴を活かし
て、お互いに知恵を出し合いながら、
地域の課題解決に向けた取り組みや
多世代交流につながるイベントなど
を実施しています。

　地区協議会の大きな目的のひとつは、地域内のいろい
ろな組織や人が力を合わせて地域の課題を解決すること
です。幅広い方々が参加できる情報交換の場を作り、課題
解決の活動につなげています。
　いろいろな活動に自分から参加するのをためらってい
る方は多いと思います。でも、一歩を踏み出せば、人の役
に立てるし、自分も楽しむことができます。何よりも、仲

間ができ、楽しいおしゃべりもできます。まずは「身近な活動を見に行く」「話を聞
いてみる」ことから始めてはいかがでしょうか。

一歩を踏み出せば、人の役に立てるし、
自分も楽しい 忠生地区協議会 代表 高橋 清人さん

忠生地区協議会
もっと知ってほしい

忠生子どもフェスティバル
　地区の子どもたちが日頃の習い事などの成果を発表す
る、忠生地区協議会のメインイベントです。「子どもたち
が地区のなかで活躍できる場を作りたい」という思いの
もと実施しています。10月ごろの開催に向けて、子育て世
代や地区のさまざまな団体が参加する実行委員会を開催
し、地域で協力し合いながら準備や企画を行っています。

過去２年間は新型コロナウイルス感染症の影響により中止して
いましたが、今年度は感染対策を徹底して開催予定です。
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町田市町内会
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の地区連合会

町田市町内会
自治会連合会
の地区連合会

町田市町内会
自治会連合会
の地区連合会

ご存じですか？ 地 区 協 議 会

➡ 「地域おうえんコーディネーター」がご
案内します。まずは市民協働推進課（☎☎
724・2783）にお問い合わせください。

地区協議会のイベントや取り組みに興味が
あるのですが…
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健康案内健康案内
熱中症に気を付けましょう
　熱中症を予防するには、脱水と体
温の上昇を抑えることが基本です。
「暑さを避ける」「こまめに水分補給
をする」「こまめに換気をする」「日頃
から体調管理をする」等に気を付け
ましょう。詳細は市ＨＰ
（右記二次元バーコード）
をご覧ください。
●熱中症警戒アラートメール配信サ
ービスにご登録ください　環境省で
は、暑さへの気付きを呼び掛けるた
めに「熱中症警戒アラート」を発表し
ています。
問健康推進課☎☎７２４・
４２３６

お知らせお知らせ
住宅改修に伴う固定資産税（家屋）の減額制度
　一戸当たり５０万円を超える住宅
の耐震改修工事、または自己負担額
が５０万円を超えるバリアフリー工
事及び自己負担額が６０万円を超え
る省エネ改修工事を行った場合、改
修工事が終了した年の翌年度分の固
定資産税を減額します。工事が完了
した日から３か月以内に申告してく
ださい。減額制度の詳細は、市ＨＰを
ご覧ください。また「固定資産税のあ
らまし」を資産税課（市庁舎２階）で
配布しています（市ＨＰでダウンロー
ドも可）。
問資産税課☎☎７２４・２１１８

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

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▶

■�新型コロナウイルス予防接種証明書（ワクチンパスポート）について 
お問い合わせが増えています
　海外用の紙の接種証明書を希望する方は、接種後に町田市への申請が
必要ですので、お早めにお手続きください。国内用の接種証明書は、接種
当日にお渡しした接種済証をご利用ください。
　また、マイナンバーカードをお持ちの方は、海外用・国内用ともに、ス
マートフォンの専用アプリ「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」か
ら接種証明書（電子版）を取得できます。
　申請方法等については、市ＨＰをご覧ください。
　なお、今後コンビニエンスストアでも接種証明書を取得で
きるようになる予定です。

新型コロナワクチン接種の
ご予約はこちらから▶

　医療・生活支援、教育の充実、ごみの収集や再資源化、道路・下水道・公園等の整備、防災など市が行うさまざまな市民サービスは、皆さんに納めていただ
いた税金を使って行われています。２０２１年度の市税収入額と一般会計支出額をそれぞれ人口で割って、市民１人当たりの市税負担額と一般会計支出額
を計算しました。
市民１人当たりの市税負担額：１５万９６７０円　市民１人当たりの一般会計支出額：４５万４７２３円　※人口：４３万８０３人（２０２２年４月１日現在）

※金額は、表示単位未満を四捨五入しています。
※�四捨五入による端数調整を行っているため、合計値等と合致しない場合
があります。

　市では毎年２回（７月、１２月）財政状況を公表しています。今
回は、２０２１年度（２０２１年４月１日～２０２２年３月３１日）の財政
状況をお知らせします。また、決算状況の詳細は、今後の本紙
でお知らせします。

問 財政課☎☎７２４・２１４９

一般会計・特別会計予算の執行状況

２０２１年度の  
町田市の財政状況

企業会計の状況
病院事業会計
　新型コロナウイルス感染症の影響
で減少していた患者数が回復傾向で
あったことなどにより、患者数は対前
年度比４．４％増、料金収益は５．３％増
となり、収益的収入は６．０%増となり
ました。また、医療情報機器更新によ
り、資本的支出は８３．６%増となりまし
た。

下水道事業会計
　２０２１年度の町田市下水道の使用
状況は、有収水量が対前年度比０．３
％減少となりましたが、料金収益で
は０．３％前年度を上回りました。
　なお、当年度純利益は４億９３９６万
円で、当年度未処分利益剰余金は
１２億８９４５万円となりました。

　市では、集会施設・学校・市庁舎などの建物や、これら施設の敷地となっ
ている土地、取得価格１００万円以上の物品、有価証券、債権などの財産を
所有しています。

市有財産の状況
　市には、公共施設を整備するために国や銀行などから借りた長期のロ
ーン（市債）があります。
　施設などは長期に利用できるので、整備した時の市民だけでなく、将来
利用する市民にもその費用を公平に負担してもらうようにしています。

ローン（市債）の状況

市民１人当たりの市税負担額と一般会計支出額

会　計 予算現額(a) 収入済額(b) 収入率（b/a) 差引額（b-c）支出済額(c) 執行率（c/a）

一 般 会 計 2059億3933万円
2050億8196万円 99.6%

91億8582万円
1958億9614万円 95.1%

特
別
会
計

国民健康保険
事 業 会 計 423億3800万円

425億9587万円 100.6%
10億3235万円

415億6352万円 98.2%
介護保険事業
会 計 371億2427万円

369億7001万円 99.6%
13億6686万円

356億315万円 95.9%
後期高齢者医
療 事 業 会 計 118億738万円

118億4287万円 100.3%
1億161万円

117億4126万円 99.4%
鶴川駅南土地
区画整理事業
会 計

1億884万円
1億885万円 100.0%

370万円
1億515万円 96.6%

小 　 計 913億7849万円
915億1760万円 100.2%

25億452万円
890億1308万円 97.4%

合 　 計 2973億1782万円
2965億9956万円 99.8%

116億9035万円
2849億921万円 95.8%

※金額は2022年4月1日〜5月31日の出納整理期間を含んでいます。

財産の種類 2021年度末現在高
土地 （公園、学校など） 683万811.35㎡
建物 （学校、市営住宅など） 85万999.22㎡
物権 （地役権、地上権） 826.16㎡
無体財産権 （著作権、商標権など） 107件
有価証券 （株券） 2660万円
出資金 24億6956万7000円
物品 （美術品、学校備品など）
※取得価格100万円以上 1814件

債権 （貸付金、和解金など） 2585万円
基金 266億3509万円

利用状況と料金収益 （税抜）
患者数 料金収益

入　院 11万4371人 77億4850万円
外　来 23万8925人 30億8659万円
収入・支出の状況 （税込）

収益的収支 資本的収支
収入額 156億8556万円 14億8054万円
支出額 142億6938万円 24億770万円

収入・支出の状況 （税込）
収益的収支 資本的収支

収入額 130億9897万円 22億7122万円
支出額 124億4767万円 55億4529万円

利用状況と料金収益 （税抜）
有収水量 料金収益

4238万2836㎥ 50億8376万円

会　計 2021年度末元金現在高 （参考）2021年度末元金現在高に対する利子の支払見込額

一 般 会 計 938億1018万円 23億20万円

下水道事業会計 423億9651万円 48億456万円

病 院 事 業 会 計 105億4677万円 12億5136万円

合 　 計 1476億2447万円 84億4564万円
※利子の支払い見込額は、今後支払いが予定されている総額です。
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お知らせお知らせ
マイナンバーカードの申請書を順次お送りします
　マイナンバーカードをまだお持ち
でない方へ、７月下旬～９月上旬に申
請書を順次お送りします。令和４年中
に出生したお子さん、永住者でない
外国人の方などは送付対象外です。
申請書が急ぎで必要な場合や、９月上
旬を過ぎても申請書が届かない場合
は、市民課へお問い合わせください。
なお、マイナポイントの申し込みに
は、マイナンバーカードが必要です。
マイナポイント事業第２弾は２０２２年
９月末までにマイナンバーカードを
申請した方が対象となりますので、ぜ
ひこの機会にお申し込みください。マ
イナポイントについては、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。
問市民課☎☎８６０・６１９５

市 税 納 期 限 の お 知 ら せ
　７月は、「固定資産税・都市計画税、
国民健康保険税」の納付月です。
問納税課☎☎７２４・２１２１
心身障害者福祉手当を受給している
方へ
施設入所の確認通知を送付しました
　施設入所の確認通知は、手当の受
給資格を確認するための重要な通知
ですので、必ずご確認ください。まだ
通知が届いていない方も、施設に入
所した場合は速やかにご連絡くださ
い。なお、資格喪失となる施設に入所
した方で、連絡が遅れたために手当

の過払いが生じた場合は、返還手続
きが必要となります。通知には、今年
度の手当支払予定日も併せて記載し
ています。
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４８返
０５０・３１０１・１６５３

国民健康保険限度額適用認定 
証 は 再 申 請 が 必 要 で す
　国民健康保険に加入している７５
歳未満の方（後期高齢者医療制度加
入者を除く）が現在お持ちの、入院時
等に医療費の負担が少なくなる「国
民健康保険限度額適用認定証」、また
は「国民健康保険限度額適用・標準負
担額減額認定証」の有効期限は、７月
３１日です。８月からは、２０２２年度住
民税課税状況により、改めて所得区
分を判定します。２０２２年度の住民
税を未申告の方は、申告後に申請し
てください。今後、入院等で医療費が
高額になる可能性がある方や、高額
な外来診療を受ける予定のある方
は、再申請してください。
対次のいずれかに該当する方　①
７０歳未満で国民健康保険税に未納
がない②７０歳以上７５歳未満で
２０２２年度住民税非課税世帯である
③７０歳以上７５歳未満で２０２２年度
課税所得が１４５万円以上６９０万円未
満の世帯である／詳細はお問い合わ
せください申申請書（市ＨＰでダウン
ロード。郵送を希望する方はお問い
合わせください）に必要事項を記入
し、直接または郵送で保険年金課（市
庁舎１階）へ。新型コロナウイルス感
染防止のため、郵送での申請にご協
力ください。各市民センター等では

交付できません。
問保険年金課☎☎７２４・２１３０

鶴川駅周辺再整備事業説明会
　鶴川駅周辺で実施している北口広
場整備事業や鶴川駅南土地区画整理
事業等の進

しん

捗
ちょく

状況や整備に関する
説明会を開催します。
日７月２２日㈮午後６時３０分～８時場
和光大学ポプリホール鶴川地下２階
ホール定２８０人（先着順）
問地区街づくり課☎☎７２４・４２１４
市内公園でキッチンカー等の
出 店 者 を 募 集 し ま す
　市では、公園の魅力向上・活用促進
のため、市内の公園を対象にキッチ
ンカー等出店の実証実験を行ってい
ます。２０２２年度の出店者（２回目）を
募集します。募集に関す
る詳細や毎月の出店情報
は、市ＨＰ（右記二次元バ
ーコード）をご覧ください。
募集期間８月１日㈪～２２日㈪
問公園緑地課☎☎７２４・４３９７

糖尿病予防運動動画を公開しています
　糖尿病の予防には、食事のほかに、
運動も重要です。町田市公式動画チ
ャンネルで「血糖値が気になる方へ
～誰でも簡単！おうちでできる運動
講座」の有酸素運動編と筋力トレー
ニング編の２本の動画を公開してい
ます。１回５分程度で手軽
に毎日行うことができる
内容です。動画は、市の指

定管理者である、スポーツでつなぐ
まちだパートナーズ〔コナミスポー
ツ（株）〕のスポーツトレーナー監修
です。詳細は市ＨＰ（左下記二次元バ
ーコード）をご覧ください。
問保健予防課☎☎７２２・７９９６
移動図書館そよかぜ号
巡回日程表を配布しています
　そよかぜ号の日程表は、各市立図
書館、各市民センター等で配布して
います（町田市立図書館ＨＰでダウン
ロードも可）。そよかぜ号では本の貸
し出し・返却・予約のほか、利用券の
発行もできます。日程表、巡回場所等
の詳細は、町田市立図書館ＨＰ（下記
二次元バーコード）をご
覧ください。
問さるびあ図書館☎☎７２２
・３７６８、堺図書館☎☎７７４・２１３１

まちだSDGsアワード２０２２を実施します
　市と町田青年会議所は、ＳＤＧｓの目
標達成に向けた事業者の皆さんの取
り組みのうち、模範となるような取り
組みを表彰します。募集概要、応募方
法等の詳細は、町田青年
会議所ＨＰ（右記二次元バ
ーコード）の応募要項を
ご覧ください。なお、表彰式は９月２８
日㈬午後６時から市庁舎で行います。
募集期間８月１５日㈪まで
問企画政策課（まちだＳＤＧｓアワー
ド２０２２担当）☎☎７２４・２１０３

ウクライナ人道危機救援金贈呈式を開催しました
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

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

問市民課☎☎８６０・６１９５
　市は、６月２７日に（一社）町田青
年会議所から、ウクライナの人道
危機対応及び救援活動等を支援す
るための救援金を寄付していただ
きました。ご寄付いただいた救援
金は、日本赤十字社を通じて、現地
での救援活動等に充てられます。

　現在、マイナンバーカードは健
康保険証としての利用や、公金受
取口座の登録が始まっているほ
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。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７月２０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
＝５０人〔先着順〕）。

　６月中に、早々と「梅雨明け」が宣
言されました。そして、いきなり７月
早々、台風の日本列島直撃で、集中豪
雨に見舞われました。ラニーニャ現
象も関係しているようですが、本格
的な暑さと、台風や集中豪雨の季節
が到来しました。ここから９月、１０月
まで、長い「我慢と備え」の季節を、そ
れこそ凌

しの

いでいかなければなりませ
ん。
　我が家の小さな庭の片隅にある山
百合も開花し、プランターの朝顔も
咲き始めました。近所の広袴公園の
葦
あし

原
はら

では、ここ２か月ほど、オオヨシ
キリがギョギョシ、ギョギョシと囀

さえず

っています。野鳥たちの繁殖も、雛
ひな

の
巣立ちが終わって、ムクドリなどは、
数家族が群れを作って飛ぶようにな
りました。秋には、大きな群れで活動
するようになります。

　さて、現在、「まちだＳＤＧｓアワー
ド２０２２」の募集をしています。応募
期間は８月１５日までの１か月です。町
田青年会議所と町田市は、ＳＤＧｓの
協働推進に関する協定を昨年１０月
に締結しました。「まちだＳＤＧｓアワ
ード２０２２」は、町田市内外の企業で、
ＳＤＧｓの目標達成に向けて取り組ん
でいる企業を表彰するもので、９月
２８日に表彰式を予定しています。
　今回のこの取り組み「まちだＳＤＧ
ｓアワード２０２２」は、持続可能な社
会、地域づくりを目的としており、そ
の広報・普及活動の一環として展開
するものです。
　町田市としては、ＳＤＧｓの推進と
同時に、この機会に、若い人たちに、
町田市内の企業の地域づくり活動、
企業活動を知っていただき、この町
で働いてみようというきっかけにな
ることも期待しています。

カワセミ通信
１８４

町田青年会議所のSDGｓ推進ロゴマーク

問�企画政策課☎☎７２４・２１０３未来の未来の場場
かたちかたち

㉗㉗みんなでつくる

公共施設の再編等に関するアンケ－トに
ご協力ください

　市では、公共施設の健全な維持
管理とまちの魅力向上のため、公
共施設の再編に取り組んでいます。
　今後、新たな学校づくりに伴う
学校統合により、市内の小・中学校
の一部が閉校となります。
　こうした学校跡地や市の公共施
設のより良いかたちについて、ア
ンケートを行います。皆さんの声
をお聞かせください。

回答方法１２月４日まで
に市ＨＰ（右記二次元バ
ーコード）から回答。

実施日 受付時間 会　場
7月22日㈮ 午前11時～午後6時 成瀬コミュニティセンター7月23日㈯ 午前10時～午後5時
7月30日㈯、31日㈰ 午前10時～午後5時 玉川学園コミュニティセンター

公共施設見直しキャラクター
まちロボ　まちにゃん　まちおさん
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献 血 に ご 協 力 く だ さ い
　市庁舎で献血を実施します。輸血
用血液の需要は年々増加していま
す。継続的なご協力をお願いします。
日７月２０日㈬、午前１０時～１１時４５
分、午後１時１５分～３時４５分場ワン
ストップロビー（市庁舎１階）
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７
高齢者・障がい者のための
福 祉 法 律 相 談
　法律に関する問題について、弁護
士が相談に応じます。
対市内在住の高齢者、障がいのある
方、またはその家族や関係者日７月
１９日、８月１６日、９月２０日、いずれも
火曜日午後２時～４時２０分／１人３０
分程度場町田市民フォーラム内成年
後見制度、相続、遺言、贈与、財産分
与、権利侵害等の相談申氏名・電話番
号を明示し、電話またはＦＡＸで、（社
福）町田市社会福祉協議会福祉サポ
ートまちだ（☎☎７２０・９４６１返７２５・
１２８４）へ。
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７
配布しています
マイホームを空家にしないためのプランニングノート
　市では、空家の発生を予防するた
め、（株）ジチタイアドと協働し、住宅
の所有者に向けて「マイホームプラ
ンニングノート」を作成しました。こ
の冊子は、住宅の賃貸・売却、相続や
管理など、マイホームの「これから」
と、所有者の「これから」を考えるき
っかけとして、また所有者に“もし
も”のことがあった時の備えとして
活用いただくためのものです。
対自身が所有する住宅にお住まいの
方配布場所住宅課（市庁舎８階）、生
涯学習センター、各高齢者支援セン
ター／無くなり次第終了
問住宅課☎☎７２４・４２６９

シニアシニア
２０２２年度後期ことぶき大学
　詳細は、募集案内（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。
●①体操コース「今からはじめる　
健康と体力づくり」
日１０月４日、１１日、１１月１日、１５日、
２９日、１２月６日、いずれも火曜日午
後２時～３時３０分、全６回場生涯学習
センター講ケアフルクラブ悠々園施
設長・柴田智氏定３０人（抽選）
●②音楽コース「オペラ入門〜究極
の総合芸術へようこそ」　
日９月２８日、１０月５日、２６日、１１月２
日、９日、３０日、いずれも水曜日午後
２時３０分～４時３０分、全６回場町田
市民フォーラム講音楽評論家・加藤
浩子氏定８０人（抽選）

◇
対市内在住の２０２２年４月１日現在
６０歳以上の方申１次受付＝７月１５日
正午～２０日午後７時にイベシスコー
ド①２２０７２１Ｈ②２２０７２１Ｊへ／２次
受付＝７月２１日正午～８月１９日にイ
ベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスへ。
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１

子ども・子育て子ども・子育て
医療的ケアを必要とする児童の
保育所への入所申込を受け付けます
　保育園の利用に当たっては、市が
策定した「医療的ケア児の保育所等
受入れガイドライン」により決定し
ます。なお、対応可能な医療的ケア
は、「経管栄養（経鼻胃管、胃ろう）」、
「喀

かく

痰
たん

の吸引（口
こう

腔
くう

・鼻
び

腔
くう

内吸引）」、
「導尿」です。
対保育所で保育を必要とされる児童
のうち、主治医が集団保育を実施す
ることが適切であると認めた３歳児
クラス以上の児童入所開始日２０２３
年４月１日保育時間月～金曜日の午
前８時３０分～午後４時３０分（１日８時
間）対象施設市内公立保育所定３人
（選考、１園につき１人）申事前に入園
相談が必要です。相談予約は８月１５
日までに電話で保育・幼稚園課へ。お
子さんの状況等により、希望の保育
所を変更していただく場合がありま
す。なお、申請方法や必要書類等の詳
細は、入園相談時に説明します。
問保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３７
夏休みのイベント情報誌
夏 休み子どもフェア２０２２
　夏休みの子ども向け市内イベント
情報冊子「夏休み子どもフ
ェア２０２２」を配布してい
ます。まちだ子育てサイト

（左下記二次元バーコード）でダウン
ロードもできます。
配布場所児童青少年課（市庁舎２
階）、各市民センター、各子どもセン
ター、各市立図書館等／市立小学校
の児童には各校で配布します。
問児童青少年課☎☎７２４・４０９７
町田のごみの歴史を学ぼう！つくろう！
親 子 ワ ー ク シ ョ ッ プ
　詳細は、市ＨＰ（右記二次� �
元バーコード）または募集
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
センターで配布）をご覧ください。
対市内在住の小学４年生以上の子ど
もとその保護者（保護者１人につき
小学生２人まで可、子どものみの参
加は不可）日８月２１日㈰午前９時～
正午（雨天実施）場町田市バイオエネ
ルギーセンター内町田のごみ歴史年
表の製作、工場見学定１２組（申し込
み順）申７月２１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２２０７２１Ａへ。
問循環型施設整備課☎☎７２４・４３８４

ザリガニを釣って水辺の生きものを知ろう
　さお、糸、えさは市で用意します。
釣ったザリガニの持ち帰りはできま
せんが、たくさん釣ったお子さんに
は記念品を差し上げます。
対市内在住の小学生以下のお子さん
とその保護者日８月１１日㈷午前７時
４５分～９時４５分（荒天中止）場忠生
公園定６組程度（同伴者含めて１組５
人まで、抽選）申７月２０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
２２０７２０Ｆへ。
問環境共生課☎☎７２４・４３９１
父子工作教室
手ごねせっけんをつくろう
対小学１～３年生のお子さんとその
父親（または祖父）日８月６日㈯午前
１０時～１１時場町田市民フォーラム

講生涯学習ボランティアバンク登録
講師・細江智美氏定１０組（申し込み
順）費２５０円申７月２０日正午～８月２
日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
２２０７２０Ｅ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２６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

野 津 田 公 園
●夏休み自由研究企画第１弾〜親子
で食虫植物教室　食虫植物（ハエト
リグサ）の仕組みを解説します。参加
者にはハエトリグサを１つプレゼン
トします。
対市内在住、在学の小学生とその保
護者日７月３０日㈯午後１時～３時場
町田ＧＩＯＮスタジアム講（有）グレン
デル・忍足和彦氏定１０組（１組３人ま
で、申し込み順）費１０００円（保険料
込み）申電話で同公園（☎☎
７３６・３１３１、受付時間＝午
前９時～午後５時）へ。
大地沢青少年センター
夏 の 子 ど も デ イ キ ャ ン プ
　まき割りや火おこしをしたり、境
川源流域や草戸山を探検します。
対市内在住、在学の小学４～６年生日
８月２４日㈬午前１０時～午後４時場同
センター定２０人（抽選、結果は８月５
日ごろ郵送）費５００円申ハガキに「夏
の子どもデイキャンプ申込」と書き、
参加者全員の住所・氏名（ふりがな）
・電話番号・学年・性別を明記し、７月
３１日まで（必着）に大地沢青少年セ
ンター（〒１９４－０２１１、相原町
５３０７－２）へ／ハガキごとに抽選し
ます。グループで申し込みの場合、ハ
ガキ１枚に全員の情報を明記してく
ださい／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。
問同センター☎☎７８２・３８００

「広報活動」に関する意識調査を実施します
問広報課☎☎７２４・２１０１

「広報まちだ」は市ＨＰやアプリでも読めます
問広報課☎☎７２４・２１０１

民生委員・児童委員が新たに委嘱されました
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

　市では、市が行う広報活動について市民の皆さんの意見を伺うため、『「広
報活動」に関する意識調査』を実施します。
　住民基本台帳から無作為で抽出した３０００人に、郵送で調査票をお送り
しました。ご協力をお願いします。

　市ＨＰでは、広報まちだの発行日（毎月１日、１５日）にＰＤＦ版を公開してい
ます。また、スマートフォン・タブレット用アプリ等でもご覧いただけます。
●アプリ「マチイロ」
●ウェブ閲覧サービス「マイ広報紙」
●ＴＡＭＡ ｅｂｏｏｋｓ（たまイーブックス）

　２人の民生委員・児童委員が新たに委嘱されました。担当地域は下表の
とおりです。
※その他の地域の担当は、お問い合わせください。

講座・イベント情報誌
生涯学習ＮＡＶＩ　好き！学び！
問生涯学習センター☎☎７２8・００７１

夏号を発行しました。
配布場所等の詳細は
こちら▶

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

町田市食育推進計
画策定及び推進委
員会

7月22日㈮
午後1時30分
～3時30分

市庁舎2階
会議室2-5

2人
（申し込み順）

7月19日～20日に電話で
保 健 予 防 課（ ☎☎722・
7996）へ

町田市都市計画審
議会

7月29日㈮
午前10時から

市庁舎3階
第1委員会室

3人
（申し込み順）

事前に電話で都市政策課
（☎☎724・4247）へ

町田市産業振興計
画推進委員会

8月2日㈫
午後3時～5時

市庁舎3階
第1委員会室

3人
（先着順）

直接会場へ問産業政策課
☎☎724・2129

町田市介護保険事
業計画・高齢者福
祉計画審議会

8月3日㈬
午後6時30分
～8時

市庁舎3階
会議室3-1

3人
（申し込み順）

事前に電話でいきいき総
務課（☎☎724・2916）へ

町田市環境審議会 8月8日㈪
午後2時～4時

市庁舎2階
会議室2-1

3人
（申し込み順）

8月5日までに電話で環境
政策課（☎☎724・4386）へ

民生委員・児童委員（7月委嘱）
地　区 地　域 担当委員氏名

鶴川第一 薬師台
1丁目　全
2丁目　全
3丁目　全

神戸陽一（新任）

忠生第二
木曽東

3丁目24、25、32～35
伊藤優子（新任）4丁目16～33（木曽住宅を除く）

木曽西 4丁目8、9

◀�アプリ等の� �
詳細はこちら

市HP�広報まちだ � 検索
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催し・講座催し・講座
地 区 別 懇 談 会
　地区の未来について、みんなで話
し合う地区別懇談会を開催します。
お気軽にご参加ください。
日①８月２８日㈰午後２時～４時②９月
４日㈰午後２時～４時③９月１１日㈰午
前１０時～正午④１０月２日㈰午後２時
～４時場①堺市民センター②小山市
民センター③玉川学園コミュニティ
センター④教育センター申①８月１２
日まで②③８月１９日まで④９月１６日
までに、電話で市民協働推進課また
は福祉総務課へ（市ＨＰ
〔右記二次元バーコード〕
で申し込みも可）。
問市民協働推進課☎☎７２４・４３６２、福
祉総務課☎☎７２４・２１３３
マルシェと自然体験企画
ず し ま ち い ち
　公園の緑豊かな空間を楽しみなが
ら、さまざまな体験ができる１日限
定の企画です。詳細は市
ＨＰ（右記二次元バーコー
ド）をご覧ください。
日７月２４日㈰午前１０時～午後２時
（小雨実施、荒天中止）場図師日影坂
下公園（図師町８４－２）／駐車場はあ
りません内マルシェ（キッチンカー、
町田産野菜の販売等）、自然体験（植
物観察会、ロープクライミング、のこ
ぎり体験、クラフト、モルック等）／
参加費がかかるものがあります。
問ずしまちいち実行委員会事務局
（公園緑地課）☎☎７２４・４３９７
体験講座
木の皮からつくる紙すき教室
　コウゾという木の皮から和紙を作
ります。作った和紙は当日持ち帰る
ことができます。
対①２歳以上の子どもとその保護者
（２人１組）②小学生以上の方日８月４
日㈭、①午前１１時～正午②午後１時

３０分～３時３０分場子どもセンター
まあち内①子どもと保護者の２人１
組で手足形の色紙を漉

す

き込んだ和紙
を作る②材料の下準備から本格的な
紙漉き方法で和紙を作る講東京手す
き和紙工房・北村春香氏定①６組②
１０人／申し込み順費１人（組）５００円
申７月１８日午前１０時３０分から直接
または電話で子どもセンターまあち
（☎☎７９４・７３６０）へ。
問生涯学習総務課☎☎７２４・２５５４
町田のＮＥＷファーマーズが
農 産 物 の 直 売 を 行 い ま す
　遊休農地を借り受け、新たに農業
経営を始めた町田のＮＥＷファーマ
ーズが農産物の直売を行います。
日７月２５日㈪午前１１時～午後１時
（売り切れ次第終了）場市庁舎前
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

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　
「火起こし・たき火編」　火おこしや
たき火をしてみたい、できるように
なりたい人向けの参加型の講座で
す。
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日８月１４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７月１８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。
８月・９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）。
●学生講師プログラム～相模川の石
を砕いて絵具を作ろう　相模川で採
取した石から日本画絵具を作り、い

ろいろな和紙に絵を描きます。
対中学生以上の方日８月２７日㈯午前
１０時３０分～午後０時３０分場女子美
術大学相模原キャンパス（相模原市）
講同大学大学院日本画研究領域有志
の学生定１５人（抽選）費２２００円（材
料費含む）
●さがまち地域学～軍都計画・首都
圏整備と相模原・町田　町田・相模原
一体で進められた、戦時下の軍都計
画と戦後の市街地開発を軸に地域の
発展を振り返ります。
対１５歳以上の方（中学生を除く）日　
８月２８日㈰午前１０時～正午場町田
市生涯学習センター講桜美林大学リ
ベラルアーツ学群教授・浜田弘明氏
定２０人（抽選）費１５００円
●北里柴三郎の業績～見えざる敵、
伝染病との戦い　北里大学学祖・北
里柴三郎は、伝染病の制圧に取り組
み、近代日本医学の黎

れい

明
めい

期を支えま
した。彼の研究者としての情熱や使
命感を考察します。
日９月４日㈰午前１０時～１１時３０分
場ユニコムプラザさがみはら（相模
原市）講北里柴三郎記念室医学博士
・森孝之氏定３０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、８月１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

障がいのある人のための学習講座
●視覚障がい編～「みえない」暮らし
って？　視覚障がい者向けスマホ
（ｉＰｈｏｎｅ）アプリやスティックボー
ルの体験などを通して交流を深め、
障がいのある方もない方も一緒に
「みえない」暮らしについて考えまし
ょう。障がいの有る無しにかかわら
ず、どなたでも参加できます。
日①９月２５日㈰②１０月９日㈰③１０
月２９日㈯④１１月２７日㈰⑤１２月１１
日㈰⑥１２月２５日㈰、午前１０時～正

午（④のみ午後１時～３時）、全６回場
生涯学習センター等内①自己紹介・
お話＆体験「視覚障がいのある人が
歩くこと、走ること～伴歩、伴走を通
して」②視覚障がい者の生活・暮らし
③視覚障がい者向けのスマホ（ｉＰｈｏ
ｎｅ）アプリ体験④ＦC町田ゼルビア
三輪緑山ベースでレクリエーション
⑤スティックボール体験⑥講座振り
返り・交流会定３０人（申し込み順）申
住所・氏名（ふりがな）・連絡先（電話
・メールアドレスのいずれか）・希望
する支援を明示し、７月１６日午前９
時から電話またはメールで生涯学習
センター（☎☎７２８・００７１、墳ｈａｔｓ
０１０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
国際版画美術館
リ ト グ ラ フ 一 日 教 室
対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）日９月２日㈮、３日㈯、午前１１時～
午後４時（各回とも同一内容）場同館
内単色刷りの小品（約１５㎝×２０㎝）
を制作しながら、リトグラフの技法
を学ぶ（道具・材料は同館で用意）講
版画家・小森 己氏定各８人（抽選、
結果は８月１９日ごろ郵送）費３０００
円申８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２２０７１３Ｈへ／両日への申し
込みはできません。
問同館☎☎７２６・２８８９

町田市役所で働く車大集合
　ごみ収集車や移動図書館、起震車
などの展示や乗車体験を行います。
特設ステージでは、それぞれの車の
説明等も行います。
日７月２９日㈮午前１０時～午後３時場
芹ヶ谷公園多目的広場
問環境政策課☎☎７９７・０５３０

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２２日㈮午後７時から＝「ア
ダムスファミリー」、８月５日㈮午後７
時から＝「スパイダーマン :スパイ
ダーバース」／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

　９月から始まるまちだ市民大学
ＨＡＴＳの受講生を募集します。詳
細は、募集案内（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、市ＨＰでダウンロードも
可）をご覧ください。
場生涯学習センター等（③は野外
中心）

申１次受付＝７月１５日正午～２０日
午後７時にイベシスへ（コードは
下表参照）／２次受付＝７月２１日
正午～８月１９日にイベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシ
スへ。
※いずれも市内在住の方を優先の
うえ、抽選です。

町田商工会議所

まちだ創業スクール２０２２を開講します
問同会議所☎☎７２４・６６１４、町田市産業政策課☎☎７２４・２１２９

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）をご覧ください。
問保健予防課☎☎７２５・５４７１

日　時
定員（抽選） 費用（税込み）
通学
講座

ＷＥＢ
講座

通学
講座

ＷＥＢ
講座

プレセミナー 8月6日㈯午後2時～4時 上限無し 無　料

本格コース
9月3日、10日、17日、24
日、いずれも土曜日午前10
時～午後4時、全4回

30人 3000円

副業コース
10月4日、11日、18日、25
日、11月1日、8日、いずれ
も火曜日午後6時30分～9
時、全6回

100人 1000円

　ＹｏｕＴｕｂｅライブで無料プレセ
ミナーを開講します。その後、事業
モデル構築を目的とした「本格コ
ース」、スモールビジネス型創業を
目指す「副業コース」が受講できま
す。本格・副業コース、いずれも１２
本の事前動画を用意しています。
受講スタイルはコースによって違

いますので、下表をご覧ください。
場通学講座＝同会議所
申電話で同会議所へ（まちだ創業
スクール２０２２特設サ
イト〔右記二次元バー
コード〕で申し込みも
可）。

講座名 日時／定員／費用 イベシスコード

① まちだの福祉
9月16日～12月9日の金曜日、午後6時
30分～8時30分、全7回／30人／2000
円

220721Ｂ

② 人間関係学講座 9月3日～11月12日の土曜日、午後2時
～4時15分、全8回／35人／3000円 220721C

③ まちだのまちと
くらしのエコ入門

9月11日～11月5日の月・土・日曜日の
日中、全8回／20人／2000円 220721D

④ まちだ市民国際学 9月20日～11月29日の火曜日、午後6
時～8時、全8回／60人／3000円 220721Ｅ

⑤ “こころ”と“からだ”
の健康学

9月15日～11月24日の木曜日、午前10
時～正午、全6回／50人／2000円 220721F

⑥ 町田の歴史Ⅱ
9月9日～11月18日の金曜日、午後2時
～4時15分（初回は午後1時30分から）、
全8回／35人／3000円

220721G

秋からの受講生を募集します

まちだ市民大学HATS後期講座
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１
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南多摩３市で育む夏の探究学習
日帰りファミリーバスツアー
　市では、稲城・多摩市と連携した観
光事業を進めています。その一環と
して、親子で夏の探究学習をテーマ
に、各市の自然と科学に触れ合いな
がら、親と子の関わりを深めるバス
ツアーを開催します。詳細は、市ＨＰ
またはＪＴＢ東京多摩支店ＨＰをご覧
ください。
対町田・稲城・多摩市に在住、在勤、在
学の小学生とその保護者日８月２７日
㈯午後１時～８時３０分ごろ／集合は
町田ツーリストギャラリー、解散は
京王相模原線京王多摩センター駅で
す内ペーパークラフト工作、リズム
＆コア体験、ＫＤＤＩミュージアムの
夜間特別見学定２０人（抽選、結果は８
月１２日までに通知）費大人８０００円、
小学生４０００円（夕食代、体験講師
代、保険料含む）申８月８日午後５時ま
でにＪＴＢ東京多摩支店ＨＰ
（右記二次元バーコード）で
申し込み。
問ＪＴＢ東京多摩支店☎☎０４２・５２１・
５５５２、町田市観光まちづくり課☎☎
７２４・２１２８

認知症サポーター養成講座
　認知症の基礎知識や対応方法を学
びます。受講後に、認知症サポーター
の証しとなる認知症サポーターカー
ドを交付します。
対市内在住、在勤、在学の方日７月２７
日㈬午後２時～３時３０分場鶴川市民

センター定２０人（申し込み順）申７月
２５日までにイベントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
２２０７１４Ａへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

家 族 介 護 者 教 室
　歩行器や車いす、ベッドなど、在宅
生活で必要な福祉用具の正しい使い
方や選ぶ際のポイントを専門職が実
践を交えてお伝えします。
対市内在住で、高齢者の介護をする
家族介護者日８月５日㈮午後１時３０
分～３時３０分場わくわくプラザ町田
講（株）ヘルスケア・工藤竜也氏、佐野
太軌氏定２５人（申し込み順）申電話
で町田第１高齢者支援センター（☎☎
７２８・９２１５）へ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

オンラインゲートキーパー養成講座
　ゲートキーパーとは、特別な資格
ではなく、身近な人の悩みに気付き
支える人のことです。ゲートキーパ
ーの基本的な役割について、市民向
けと地域ネットワーク向けに養成講
座をオンライン（Ｗｅｂｅｘ）で実施し
ます。
日①市民向け＝８月３１日㈬午後２時
～３時②地域ネットワーク向け＝９
月２７日㈫午後２時～３時講精神保健
福祉士・伊藤次郎氏定各５０人（申し
込み順）申７月２０日正午から①８月
２４日まで②９月１９日までに、イベシ
スコード２２０７２０Ｈへ。
問健康推進課☎☎７２４・４２３６

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。
対求職中の方日８月１０日㈬午後１時
～４時場町田市文化交流センター定
５０人程度（申し込み順）申７月２６日
から電話で東京しごとセンター多摩
へ。
問東京しごとセンター多摩☎☎０４２・
３２９・４５２４、町田市産業政策課☎☎
７２４・２１２９

　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

市 立 総 合 体 育 館
●チャレンジマッスル２０２２～みん
なでたのしもう　子ども向けのサー
キットやフットサル教室、パラスポ
ーツ体験ブースなど、さまざまなス
ポーツを体験できる教室がありま
す。また、健康測定会も実施します。
詳細は同館ＨＰをご覧ください。
日８月２日㈫午前９時３０分
～午後４時
問同館☎☎７２４・３４４０

鶴 間 公 園
●ヨガリラックス　
対１６歳以上の方日毎週金
曜日、午前１１時１０分～１１
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
●小学生短期水泳教室１期・２期　
対市内在住、在学の小学生（初心者・
初級者向け）日１期＝８月８日㈪～１１
日㈷、２期＝８月２２日㈪～２５日㈭、午
前９時～９時５０分定各２０人（抽選）費
１２００円申往復ハガキに必
要事項を明記し、７月２５日
まで（必着）に同プールへ。
〈お知らせ〉� �
　市町村大会のため、７月２４日㈰は
プールの一般利用はできません（ト
レーニング室、健康増進温浴施設は
通常どおり利用可）。また、会議室プ
ログラムは休止します。なお、大会前
日は、５０ｍプールが高水位（１．４ｍ～
１．７ｍ）となり、水温が１～２度ほど低
くなりますのでご注意ください。

◇
問同プール☎☎７９２・７７６１

サ ン 町 田 旭 体 育 館
●①ラディカルパワー②パワーカー
ディオ　
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日７月２５日㈪、２９日㈮、①午後３
時３０分～４時１５分、②午後４時３０分
～５時３０分定各２０人（申し
込み順）費各６００円申電話
で同館へ。
問同館☎☎７２０・０６１１

　新型コロナウイルス感染状況によっては相談を中止する場合があります。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については、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
（8月11日～19日を除く）

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
※8月12日は予約受付を行いません。
次回分は8月19日から受け付けます。

電話で市民相談室
（☎☎724・2102）へ

②交通事故相談 7月20日、27日、8月10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） 7月15日、22日、29日、8月5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 7月19日、8月2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 7月26日、8月9日㈫
⑥登記相談 7月21日、8月4日㈭
⑦行政手続相談 7月21日、28日、8月4日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 8月3日㈬
⑨少年相談 7月26日、8月9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 8月2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 8月3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=8月1日㈪
Ｂ=8月22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=7月20日、Ｂ=8月9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）
音楽療法士のピアノ伴奏で懐かしい歌を歌いましょ ７月２０日㊌午後２時から 玉川学園コミュニティセンター １０００円 トロイメライ☎☎０８０・８８７２・３５０７ 脳トレゲームあり　要予約
ピアノのある方で脳トレになるピアノ始めませんか ７月２１日午後１時から 玉川学園コミュニティセンター 無料 須佐☎☎０８０・４０７２・９６６０ 経験・年齢問わず・要連絡
歌声の会、リーダーシンガーソングライター大熊啓 ７月２５日㊊午後１時３０分から 町田市民フォーラムホール １２００円 菅☎☎７９３・３０７１ 要予約、コロナ対策中
紙飛行機を作って楽しく飛ばそう～気分爽快 ７月３１日㊐午前９時３０分～１１時 芹ヶ谷公園多目的広場 無料 横川☎☎７２２・８０９０ 手ブラＯＫ、雨天中止
「朗読で楽しむ」つるの会主催のミニ朗読会です ８月１日㊊午後２時から 玉川学園コミュニティセンター 無料 橋本英子☎☎７３６・０４５５ お気軽においでください
町田市民ミュージカルいのちの水といかづちの神 ８月１１日㊗正午・午後４時３０分 和光大学ポプリホール鶴川 １５００円 小池貴彦☎☎０８０・７０７２・５０８８ ８月１０日㊌午後６時公演あり
第１６回バイオリン・弦楽アンサンブル研究発表会 ８月１４日午後１時３０分～６時３０分 和光大学ポプリホール鶴川 無料 佐久間☎☎７２８・７５１８　事前問い合わせ可 Ｂａｂｙ・幼児からＯＫ
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　夏の早朝に咲く優雅なハスを観
賞する観蓮会を開催します。ハスの
茎を通して飲む「荷

か

葉
よう

酒」、「荷葉茶」
のおもてなしや、市内福祉団体やキ
ッチンカー等の出店もあります。
※天候等の諸事情により中止とな
る場合は、町田市観光コンベンシ
ョン協会ＨＰでお知らせします。
日７月３１日㈰午前７時～８時（雨天
中止）

※荷葉酒・茶のおもてなしは午前
８時まで。
場同公園内芝生広場
定荷葉酒・茶のおもてなしは、１００
人（先着順）
交通小田急線町田駅北口ＰＯＰビ
ル先２１番乗り場から本町田経由

「野津田車庫」行き、または「鶴川
駅」行きバスで「薬師池」か「薬師ヶ
丘」下車

町田市フォトサロン作品募集 問同サロン☎☎７３６・８２８１
①はすの花写真展②写真展「夏」
　夏を彩るハスの花の写真と、夏の風景や思い出の写真を募集します。

（会期＝①８月２5日～9月5日、②８月３１日～9月１２日）
定各３０人（先着順）
費各5００円
写真サイズ①Ａ４②Ｌ版～Ａ４
申写真裏面に応募用紙を貼付し、８月７日午前
１０時から直接同サロンへ（１人２点まで）。

認定農業者、認定新規就農者認定書授与式
を行いました
　認定農業者、認定新規就農者への認定書授与式を、６月１３日に市庁舎で
行いました。認定農業者制度は、市内の農家の中で特に意欲を持って経営
の改善・発展に取り組む方を、市が支援す
る制度です。今回は更新２人を認定しま
した。
　また、認定新規就農者制度は、新たに農
業経営を営もうとする方を、市が支援す
る制度です。今回は１人を認定しました。
　授与式では、赤塚副市長から一人ひと
りに認定書が手渡されました。

町田薬師池公園四季彩の杜

　ネルソン・マンデラ国際デーは、南
アフリカのネルソン・マンデラ元大
統領の功績をたたえ、国連が制定し
た日です。生涯のうち６７年間を、人
権と社会的正義を求める闘争に捧げ
た同氏に敬意を表し、誕生日である
７月１８日に６７分間の奉仕活動を行
うことを呼び掛けています。
　市は、東京２０２０オリンピック・パ
ラリンピックを契機に南アフリカの
ホストタウンに登録し、同国と交流
してきました。
　７月9日には、ネルソン・マンデラ国
際デー及び東京２０２０オリンピック
聖火リレー点火セレモニー１周年を

記念し、市民ボランティア「まちだサ
ポーターズ」が新型コロナウイルス感
染拡大の影響で走行中止となった市
内の聖火リレーコースのゴミ拾いを
行いました。
　７月１８日、皆さんも誰かのための

「６７分間」を過ごしてみませんか。
【市庁舎でプチ南アフリカ体験！】
　７月１5日㈮に、２階食堂で南アフリ
カ料理のメニューをお楽しみいただ
けます。ぜひおいでください。
提供メニュータンドリーチキンカレ
ー、なすときゅうりのサラダ、キャベ
ツとオクラのスープ

７月１８日はネルソン・マンデラ国際デーです
問文化振興課☎☎７２４・２１８４

問農業振興課☎☎７２４・２１６６
薬師池　観蓮会問公園緑地課☎☎７２４・４３９９

催し名 日時／定員（申し込み順）
せかいの国となかよくな
ろう！～世界の「ことば」で
話そう遊ぼう

８月５日㈮午後１時３０分～３時／５０人／年少～小
学生と、同居の保護者のペアで申し込みしてく
ださい。

（子ども向け）広島・原爆のお
はなし＆紙芝居＆平和アニメ ８月6日㈯午前１０時～正午／３０人

（大人向け）語り継ぐ広島
原爆被爆体験 ８月6日㈯午後2時～4時／３０人

プロ棋士から学ぼう！
はじめての親子将棋講座

８月７日㈰午前１０時～正午、午後2時～4時、８月８
日㈪午前１０時～正午（各回とも同一内容）／各１０
組／将棋初心者の小・中学生と、同居の保護者の
ペアで申し込みしてください。

朗読カフェ～平和、戦争
の本を持ちよって ８月９日㈫午前１０時～正午／３０人

語り継ぐ長崎原爆被爆体
験＆朗読劇 ８月９日㈫午後2時～4時／３０人

※上記の催し以外にも、戦時資料や戦時体験を記したハガキ等の常設展示、昔遊び体
験コーナーもあります。

　戦争の悲惨さ、平和や命の尊さについて改めて考えませんか。
場同センター　申７月１６日午前9時から電話で同センターへ。

夏の平和イベント 問生涯学習センター☎☎７２８・００７１

なんだ かんだ まちだ川柳なんだ かんだ まちだ川柳
問企画政策課☎☎７２４・２１０３

たくさんのご応募ありがとうございました

　「なんだかんだ言っても、やっぱり町田が一番」だと感じることをテーマ
に、子どもたちが大人になる２０４０年においても町田市がみんなに愛され
るまちであることを願い、町田の魅力や未来への想いを込めた川柳を募集
したところ、全国から約9００作品が集まりました。町田が好きな方、住んだ
ことがある方なら共感できる作品や、ユニークな作品が数多くありました。
　その一部をご紹介します。
ここでいい なんだかんだで ここがいい　／　母育ち 孫と私も まちだっ子
町田来て ふるさと感じる ホッとする　／　心地いい 町田が包む 多様性
地域の輪 都会と自然 笑顔咲く　／　離れても また戻りたく なる町だ

リス園で デートした子が 今は妻　／　まち☆ベジを 地産地消で 活性化
薬師池 四季を通じて 憩いの場　／　人情も 自然も豊か 未来まで
いい暮らし ふくらむ希望 いい町田　／　恩田川 サクラとカワセミ きれいだよ
　応募いただいたすべての作品は、市ＨＰ（右記二次元バーコー
ド）でご覧いただけます。

「なんだ かんだ まちだ」とは
　まちだ未来づくりビジョン２０４０では、未来の町田市を一言で表す
キャッチコピー「なんだ かんだ まちだ」を掲げ、その実現を目指して
います。「なんだかんだ言っても、やっぱり町田が一番」。さまざまな理由
で一度は町田を離れたとしても、肩肘張らずに暮らせる環境を求めて、
結局は町田に帰ってくるような、そんなみんなに愛されるまち、他には
ないユニークなまちのイメージを表現したキャッチコピーです。

　２０２３年４月入園から、１次募集の受付時期が前倒しとな
り、今年は１０月１日㈯～１１月5日㈯に受け付けを行います。
また、希望できる園数は5園になります。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。

2023年4月入園から保育園等の入園手続き
が変わります 問保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３７

8 2022．7．15 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。
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