
　市内には、源流や里山を始めとする自然環境があり、さ
まざまな生きものが暮らしています。市は、将来にわたっ
て、生きものと私たちが豊かに共生していくことができ
る環境づくりを目指しています。この夏、皆さんの周りの
身近な自然や生きものに触れ合って、生きものも私たち
人間も暮らしやすい環境について考えてみませんか？　　

環境共生課 ☎☎724・4391問

　もっとトンボを知りたい方のために、トンボの話と昆虫観察会を組み合わせたイベントを行
います。皆さんのいろいろな疑問にもお答えします。

対 象 市内在住の小学５年生以上の方
（小学生は保護者同伴）

日 時 9月3日㈯午前10時～正午

申込方法 8月2日正午～10日にイベントダイヤル（☎☎724・
５6５6）またはイベシスコード220802Eへ。

会 場 忠生公園

定 員 30人（抽選）
講 師 喜多英人氏、池田倫子氏

第 1問
このトンボの名前はな～んだ？

第２問

成虫で冬を越すトンボはい
る？

今も未来も大切に

町田市のＳＤＧｓ

　トンボの幼虫は水中生活を行います。種類によ
って好む水辺環境が異なり、多様性のある水辺環
境があると、たくさんのトンボが見られます。

トンボにとって理想的な環境ってどんなところ？

　市内ではいろいろな種類のトンボを見ることができます。今回は、トンボに詳しい
日本トンボ学会会員の喜多英人さん（写真左）と、森林インストラクターの池田倫子さ
ん（写真右）にお話を伺いました。

生きものとの共生生きものとの共生

まちだのトンボ教室

　66種類確認されています（2022年7月現在）。
これは、東京都の市区町村別の記録としては八王
子市に次いで2番目に多い数です。

町田市には何種類のトンボがいるの？
　私たちの活動は環境にさまざまな影響を与えてしまいます。そのため、開発や温
暖化、外来種の拡大などによって棲

す

みにくくなってしまった生きものもいます。多
くの生きものと私たち人間がうまく共生できるよう、里山の保全やビオトープ（生
きものが住んでいる樹林や草地、水辺など）の創出など新たな環境への取り組みも
行われるようになってきています。

生きものとの共生の状況はどうなっているの？

　多様な生きものが暮らせる多様な環境を守ること。それにはまず、生きものを見
て知り、好きになること。愛

いと

おしさが生まれると、自
おの

ずと生きものが住む環境も守
りたいという気持ちが生まれます。市内の自然や生きものに触れてみましょう。

私たちにできる取り組みってどんなこと？

トンボトンボから み た

２面でもっとまちだの生きものを探してみよう！

みみ～～つけたつけた
生きもの生きもの

！

のまちだまちだ

トンボトンボ

 　クイズ 　クイズ

ミニ

答えは2面へ

トンボトンボ
み～つけたみ～つけた

人口と世帯（外国人含む） 2022年7月1日現在人口 ： 431,255人（ 男：210,768人・女：220,487人）（前月より34人増） ／ 世帯 ： 204,834世帯（前月より183世帯増）
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「まちピカ町田くん」に届いた「まちピカ町田くん」に届いた
生きものの写真です生きものの写真です

って何だろう？
　生物多様性とは、生きものたちの豊かな個性とつながり
のことです。生物多様性によってもたらされる自然の恵み
（食料や大気、水、気候の安定など）は、私たちの命や暮らし
を支えています。
　市では、第3次町田市環境マスタープランに基づき環境

施策の推進を図る中で、生物多様性の保全、自然や生きもの
との共生を進めるための取り組みを行っています。また、市
民が主体となったさまざまな取り組みも行われています。

環境共生課 ☎☎724・4391問

　つくし野ビオトーププロジェクトは、地域の子どもたちに、身近に残された自然や生きものと触れ
合う実体験プログラムを提供し、さまざまな命や環境の大切さを学ぶ活動をしています。
　畑での継続した作物栽培、森での学習や遊び、プールのヤゴ救出など多様に実施しています。

　市内のみどりや生きものにつ
いて、もっと知りたい方は、こち
らをご覧ください！

市民が主体のつくし野ビオトーププロジェクト

　市内の竹を使って、竹トンボや水鉄砲などを作って遊
び、生物多様性や自然の恵みについて学びます。

竹を使って作ろう！遊ぼう！

対 象 市内在住の小学生とその保護者
日 時 8月13日㈯午前10時～正午

会 場 野津田公園

工作指導 建設ユニオン多摩支部

定 員 30人（申し込み順）

申込方法 8月2日正午～7日にイベントダイヤル（☎☎724
・5656）またはイベシスコード220802Dへ。

　市では、スマートフォン専用ア
プリ「まちピカ町田くん」を使用
し、皆さんから野生の生きものの
写真と位置情報を投稿していた
だく調査を行っています。
　期間中、出題しているミッシ
ョンの生きものを撮影し投稿した方の中から、抽
選で50人に記念品を差し上げます。
※ルールやマナーを守って撮影しましょう。

まちだで見つけよう！夏の生きもの探しキャンペーン♪

参加方法
※�詳細は市ＨＰ（右記二次元バーコード）をご覧ください。

「まちピカ町田くん」を使って、生きものの写
真と見つけた場所の写真をセットで報告。

募集期間 8月31日㈬まで

まちだのトンボを探せ！Ａ
キラキラ、ぴかぴか、ツヤツヤ…輝く生きものを探せ！Ｂ

ミッション

　他にも市内各地域で、生きも
のやそのすみかを守る活動を行
う団体があります。

そのほかの取り組みそのほかの取り組み

　町田市公式動画チャンネル「生
きものとの共生を目指して」で、市
内の生きものやそのすみかを守
る活動の様子を紹介しています。

動画で知ろう動画で知ろう

活動団体の小池常雄さんに

活
動
の
様
子
は

こ
ち
ら

　自分たちで畑に苗を植えるところから収穫ま
で体験することができて、生物や自然のことも
楽しく分かりやすく学べます。

　生きものと触れ合うと自分が優しい気持ちに
なり、人に対しても優しくできるような気がし
ます。

　持ち帰ったヤゴが全部トンボになれるわけで
はないので、飛んでいるトンボはとっても大事
なんだ、来年も子孫に会えるように、水辺をきれ
いに保ちたいと思いました。

　活動を通じて、虫や鳥が大好きになりました。

～ミッションをクリアし、報告せよ

生生物物多多様様性性』『

【第１問】 オニヤンマ
【第２問】 いる（ホソミイトトンボなど）

1面のクイズの答え
興味を持ったら調べてみよう興味を持ったら調べてみよう！！

　地球はヒトだけの物ではない、生きものすべてがたった一
つだけの地球という宇宙船に乗る乗組員だと子どもや保護者
に伝えています。私たちは普段から、空気を吸い、食べ物を食
べ、自分の命を保っていますが、これらはすべて地球のさまざ
まな環境や生きものの恩恵です。自分の命が、何に支えられて
いるのかを知ることが大切です。活動では、身近な生きものの
飼い方・注意点なども丁寧に教え、生きものと接する方法を支
援しています。

�子どもたちに自然や生きものとの共生を伝えていく
うえで、意識していることはなんですか？

　私たちが住む町田市は、大都市郊外にある都市であり、身近な
自然環境が都心に比べればはるかに豊かです。市街地や住宅の
中でも、多様な生きものがヒトの営みや、ヒトが作った環境をう
まく使いながら暮らしています。それらを、家庭や学校、地域で
知り接する実体験の中で経験し、感じることが大切です。

自然や生きものと、共生していくために

お話を伺いました

介紹活
動

介紹

イ ンベ ト

イチモンジセセリイチモンジセセリ

ツバメツバメ

タマゴタケタマゴタケ

オオムラサキオオムラサキ

ニホンアマガエルニホンアマガエル

カラスウリの花カラスウリの花

ニイニイゼミニイニイゼミ

ヒガシニホントカゲヒガシニホントカゲ

ヤマユリヤマユリ

カワセミカワセミ

サワガニサワガニ

参加者の 声

詳
細
は
こ
ち
ら

詳
細
は
こ
ち
ら
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「まちだ未来づくりプラン」及び「町田市5ヵ年計画17－21」の取り組み結果

　町田市の基本計画である「まちだ未来づくりプラン（２０１２年度～
２０２１年度）」は町田市の将来の目指すべき姿とその実現に向けた取り組
みの方向性を示しており、「町田市５ヵ年計画１７－２１」は後期５年間の計
画として、市が力を入れて取り組む事業を示したものです。
　市民の皆さんや市外に住む方に「まちだって住みやすい」「このまちが
好き」と思ってもらえるよう、町田市を元気にするためのいわば「まちだ
の未来の設計図」です。重点事業プラン、行政経営改革プラン、財政見通し
の３つで成り立っています。

　これらの計画に基づいて、２０１２年度から１０年間で取り組んだ事業に
ついて主な成果を紹介します。

「まちだ未来づくりプラン」及び「町田市５ヵ年計画１７－２１」の取り
組み結果は、市HPまたは市政情報課（市庁舎１階）、各市立図書館でご
覧いただけます。
市HP ５ヵ年計画１７－２１  検索

重点事業プラン

問経営改革室☎☎７２４・２５０３

さまざまなまちづくりと行政経営改革を進めてきました

まちだ○
まる

ごと大作戦 
１８－２０＋１の実施
新しいつながりを創出し、市民や 
地域の「やってみたい夢」を実現

えいごのまちだ事業 
の実施
放課後英語教室や校外学習等の 
“町田ならではの英語教育”を推進

認知症カフェ「Ｄカフェ」 
の実施
認知症の方とその家族が社会とつな
がる居場所づくり

子どもにやさしい 
まちづくりの推進
日本初、ユニセフ日本型子どもにや
さしいまちづくり事業（CFCI）実践
自治体として承認

東京２０２０オリンピック・ 
パラリンピックの開催
市民・産・学・官一体の“オール町田”
で気運醸成

南町田グランベリーパーク 
のまちびらき
官民連携で新たな賑

にぎ

わいと交流の 
空間を創出

町田薬師池公園四季彩の杜 
西園の開園
緑あふれる自然と、食・農・学び・憩い
の時間を提供

町田市バイオエネルギー 
センターの開所
首都圏初、生ごみのバイオガス化施
設とごみ焼却施設を一体的に整備

行政経営改革プラン
◆ 全国の市区町村で初めて、複式簿記・発生主義の考え方に基づく新公会

計制度を導入し、市政の透明性を向上
◆ 統計や地図情報などの公共データを、誰もが自由に二次利用できるオ

ープンデータとして公開
◆ 近隣自治体とともに自治体業務を比較して改善・改革を推進する、自治体

間ベンチマーキングを実施し、５ヵ年で約１３万時間の稼働時間を削減

　歳入は、徴収率の向上や景気の回復傾向などから「市税」が計画額を上回ったほか、いずれの項目でも計画額を上回りました。歳出は、義務的経費では
「扶助費」、その他の経費では「繰出金等」が計画額を下回りましたが、その他の経費のうち「経常事業費」や「政策的事業費」が計画額を上回りました。

計画額と決算見込額との比較　財政見通し

計画の達成状況

※グラフの金額は、四捨五入による端数処理を行っているため、合計額と合致しない場合があります。

59％
（104事業中61事業）

90％
（48取り組み中43取り組み）

目標達成率目標達成率

重点事業プラン 行政経営改革プラン

計画額（一般財源）【歳入－歳出＝△77億円】

歳
入

4502
億
円

市税 3376億円
譲
与
税・

交
付
金
等

　629
億
円

そ
の
他

　 303
億
円

そ
の
他

　 303
億
円

基金繰入金 194億円

歳
出

4579
億
円

義務的経費
2042億円

経常事業費
1162億円

繰出金等
1044億円

その他の経費 2538億円

経常事業費
1507億円

繰出金等
905億円

基金繰入金 244億円決算見込額（一般財源）【歳入－歳出＝233億円】

歳
出

4882
億
円

義務的経費
2025億円

その他の経費 2857億円

歳
入 市税 3440億円

5116
億
円

政
策
的
事
業
費

　
　445
億
円

政
策
的
事
業
費

　
　332
億
円

譲
与
税・

交
付
金
等

　705
億
円

そ
の
他

　 726
億
円

そ
の
他

　 726
億
円



4 2022．8．1 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

お知らせお知らせ
一部を補助します
ひとり親家庭高等学校卒業程度
認 定 試験合格支援給付金
　高等学校卒業程度認定試験を目指
すための講座を受講する場合、受講
料の一部を給付金として補助しま
す。受講開始前に相談が必要です。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。
対ひとり親家庭の親、またはその親
が扶養する２０歳未満の子で、高校卒
業程度認定試験の合格を目指す方
問子ども家庭支援センター☎☎７２４・
４４１９
８月１０日は「道の日」です
８月は「道路ふれあい月間」
　「道路ふれあい月間」は、道路の役
割や重要性を再認識し、正しい利用
と愛護を呼び掛けることを目的に制
定されました。この機会に、道路につ
いて考えてみませんか。
●「道路ふれあい月間」推進標語最優
秀賞作品
【小学生の部】
また明日　どうろにひびく　友のこ
え
【中学生の部】
この道が　たくさん運ぶ　物語

【一般の部】
朗らかに　『お先にどうぞ』が　言え
た朝
●道路をより良くする運動「みちピ
カ町田」　市では、道路愛護運動「み
ちピカ町田」を啓発・推進していま
す。この運動に参加する方に、みちピ
カ町田のステッカー等を道路管理課
（市庁舎９階）で配布しています。
●アダプト・ア・ロード事業　市と協
定を結んだ市民団体の活動を通し
て、市が管理している道路施設や道
路用地等を、より良い環境にする事
業です。現在、５５団体の皆さんが、歩
道の清掃活動や花壇での園芸活動を
行っています。
●放置自転車防止ポスターの募集　
　放置自転車防止を呼び掛けるポス
ターの作成にご協力ください。詳細
は市ＨＰをご覧ください。
対中学生以下の方

◇
問道路管理課☎☎７２４・３２５７
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８月１０日㈬午前１１時ごろ
問防災課☎☎７２４・３２１８

シニアシニア
わくわく仲間づくりカレッジ
里 山 ウ ォ ー キ ン グ
対市内在住の６５歳以上の方／医師
から運動制限等を受けている方はご
遠慮ください日①９月２２日㈭午前８
時５０分～午後３時②９月２９日㈭午前
９時１０分～午後２時３０分③１０月１３

日㈭午前８時５０分～午後３時、全３回
／集合は、①町田バスセンター１３番
乗り場②相原駅③鶴川駅北口やすら
ぎ公園です内①ＪＡＸＡ相模原キャン
パス②大戸③小野路の各コース（各
約７㎞）を歩く定３０人（抽選、結果は
８月２３日ごろ発送）費１２００円申８月
４日正午～１０日にイベントダイヤル
（☎☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード２２０８０４Ｆへ。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。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

町田交通安全協会の村松稠敏会長が

安全功労者内閣総理大臣表彰を受賞しました
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３

９月は東京都「自殺対策強化月間」です
問健康推進課☎☎７２４・４２３６

　１１月から２０２４年３月
まで改修工事を行うた
め、一部の施設貸出を右
表のとおり休止します。
なお、野外炊事場は通常
どおり利用できます。

　同協会の村松稠敏会長が、安全
功労者内閣総理大臣表彰を受賞さ
れ、その報告のため７月１４日に市
役所を訪れました。今回の受賞に
当たって、「突然の受賞で非常に驚
きました。交通事故を減らすため
には広報、啓発、警告の３つが大切
です。今後も継続して行っていき
たい」と述べられ、感想や同協会の
活動について報告されました。
　安全功労者内閣総理大臣表彰
は、安全思想の普及徹底と安全水
準の向上に顕著な功績のあった個
人または団体を内閣総理大臣が表
彰するものです。村松会長は、３６
年の長きにわたって同協会を盛り

立て、市内の交通事故減少に尽力
されました。交通安全に対する優
れた見識により、多年にわたり警
察業務に協力し、地域の交通安全
に対する意識高揚に努めたこと
や、交通栄誉章緑十字金章及び警
察協力章など多くの功績があった
と認められたことから、町田警察
署によって
推薦され、
この度の受
賞に至りま
した。

　市では、８月からさまざまな取り
組みを行います。詳細は
市ＨＰ（右記二次元バーコ
ード）をご覧ください。
●市内各駅での普及啓発キャンペー
ン　「ゲートキーパー」の役割を周知
するポスターの掲示や手引を記載し
たクリアファイルを配布します（無
くなり次第終了）。
ポスター掲示場所市内全１０駅、市内
路線バス車内、市内の医療機関、各市
民センター、各駅前連絡所、各コミュ
ニティセンター等
クリアファイル配布場所市内全１０
駅、各市民センター、各駅前連絡所、
各コミュニティセンター等
●ゲートキーパー手帳・「悩み」の相
談先一覧をリニューアルしました　

配布場所各市民センター、各駅前連
絡所、各コミュニティセンター等
●総合相談会　自殺の背景にあるこ
ころ・女性・法律・労働等の悩みを解
決する糸口を一緒に探すため、各種
専門の相談員が無料で相談に応じま
す。申請・手続きの助言や関係機関、
行政の担当窓口等もご案内します。
家族・友人の相談もできます。
対市内在住、在勤、在学の方
日９月８日㈭午前１０時３０分～午後４
時
場市庁舎
申８月２日午前９時から電話で健康推
進課へ（相談は３０分単位〔相談時間
は２５分〕、相談内容別に時間指定制、
１人２枠まで）。

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

公開している会議　傍聴のご案内
会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み

町田市教育委員
会定例会

8月5日㈮午前
10時から

市庁舎10階会
議室10-2～5

直接会場へ問教育総務課
☎☎724・2172

町田市民病院職員募集 問同病院総務課☎☎722・2230
（内線7412）

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

薬剤師 若干名
1987（昭和62）年4月2
日以降に生まれた、薬剤
師の資格を有する方

○受け付け
8月26日㈮ま
で（必着）
○試験日
9月17日㈯

11月1日

※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。

町田市民病院　採用 検索

子ども創造キャンパスひなた村

改修工事に伴い施設貸出を休止します
問児童青少年課☎☎７２４・４０９７

施　設 貸出休止期間
カリヨンホール 2023年4月～2024年3月
第1レクリエーションルーム

2023年4月～9月第3レクリエーションルーム
和室

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▶

■接種券が届かない方、紛失してしまった方は発行申請が必要です
　他市町村で接種した後に町田市へ転入した方は、接種券の発行のため
に、接種履歴の登録及び接種券の発行申請をしていただく必要がありま
す。なお、接種券発行までの目安は１０日程度です。
申申請書（臨時接種推進室〔市庁舎７階〕、各市民センターで配布、市ＨＰで
ダウンロードも可）に記入のうえ、直接または郵送で臨時接種推進室（〒
１９４-８５２０、森野２-２-２２）へ（各市民センターに直接提出も可）。
　接種券を紛失した方は、同コールセンター（☎☎７３２・３５６３）へご連絡く
ださい。
■18～５9歳の４回目の接種対象者が拡大されました
　７月２２日から、４回目の接種対象者に、１８～５９歳の医療従事者等及び
高齢者施設等の従事者が加わりました。新たに対象となった方は、４回目
接種券の発行申請が必要です。
申市ＨＰ（右記二次元バーコード）で申し込み、または電話で同
コールセンター（☎☎７３２・３５６３）へ。
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児童扶養手当
現 況 届 の 提 出 を
　児童扶養手当を受給中の方、支給
停止中の方に現況届を送付しました
ので、提出をお願いします。現況届を
提出しない場合は、１１月分（翌年１月
振り込み）からの手当が受けられな
くなります。なお、手当の受給開始か
ら５年を経過した方等には６月下旬
に「児童扶養手当一部支給停止適用
除外事由届出書」を送付しています
ので、現況届と一緒に提出してくだ
さい。こちらの提出がない場合や提
出が遅れた場合は、１１月分からの手
当が２分の１に減額されます。
提出方法現況届の右上に記載された
必要書類を添付のうえ、８月３１日ま
でに直接または郵送（消印有効）で子
ども総務課（市庁舎２階）へ。なお、各
市民センターでの受け付けは行いま
せん。

問子ども総務課☎☎７２４・２１４３
四季彩の杜に自由研究のタネを探しに行こう！
夏休みの宿題応援イベント
　町田薬師池公園四季彩の杜にある
９施設のうち３か所を巡ってワーク
シートを完成させるイベントです。
景品がもらえます。また、クラフト工
作等を体験できるワークショップを
実施します。同公園内では、グリーン
スローモビリティ（電動カート）に乗
って、薬師池の周りを走ることもで
きます。
対小学生日・内８月６日㈯～１５日㈪
＝四季彩の杜施設めぐり（期間中、施
設めぐり向けのワークシートを西園
インフォメーションで配布）／ワー
クショップは、会場ごと（同公園四季
彩の杜西園、町田ダリア園、薬師池）
に実施日が異なります。申込方法等
の詳細は市ＨＰ（右記二次元
バーコード）をご覧くださ
い。
問観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８

子ども創造キャンパスひなた村
●キャンプファイアの夕べ　
対市内在住、在学の小学生とその保
護者日８月２７日㈯午後４時～７時（雨
天中止）定４０人（申し込み順）申８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。
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８月２３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
●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８月
２８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

◇
場同センター定各７組（申し込み順）
申８月１日午前９時から電話で同セン
ター（☎☎７２８・００７１）へ。

小 野 路 宿 里 山 交 流 館
●子ども工作教室　里山であそぼう
　里山の自然の中で、竹などを使っ
た工作教室を開催します。作品は持
ち帰りいただけます。
対３歳～小学生以下の子どもとその
保護者日８月２３日㈫午前１０時～午
後２時３０分／同館に集合後、おおる
りファーム（小野路町）へ移動します
定３０人（申し込み順）費１人当たり
２０００円（昼食代、保険料等）申８月２
日正午～２２日にイベントダイヤル
（☎☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード２２０８０２Ｆへ。
問同館☎☎８６０・４８３５

子ども・子育て子ども・子育て

サン町田旭体育館・町田市民球場、小野路球場・小野路グラウンド

ネーミングライツスポンサーを募集します
問公園緑地課☎☎724・4397

戦没者のご冥福と世界平和を祈り

黙とうを捧げましょう
問企画政策課☎☎724・2１０3

　２０２３年４月から新たに愛称を命名する企業（ネーミングライツスポ
ンサー企業）を募集します。命名権料を公園施設の管理運営やサービス
向上の財源として活用するとともに、愛称を命名することで公園施設
のＰＲや知名度の向上を図ります。
　申込方法等の詳細は募集要項（市ＨＰ〔右記二次元バーコー
ド〕でダウンロード可）をご覧ください。

　広島と長崎に原子爆弾が投下さ
れ、その後、太平洋戦争が終結して
から７７年が経ちます。
　市では、戦没者のご冥福と世界
平和を願い、原爆投下の日と終戦
の日に黙とうの呼び掛けを行って
います。
　今年も右記の日時に、防災行政
無線で呼び掛けの放送をします。

戦没者のご冥福をお祈りするとと
もに、二度と戦争の起こらない平
和な世界を願い、黙とうを捧げま
しょう。
○広島原爆投下の日　８月６日㈯
午前８時１５分から
○長崎原爆投下の日　８月９日㈫
午前１１時２分から
○終戦の日　８月１５日㈪正午から

　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。また、
マイナポイント事業第２弾のポイ
ントを受け取るためには、９月末
までにマイナンバーカードの申請
を完了する必要があります。
　マイナンバーカードの申請をし
たことがない市民の方を対象に、
市内の対象施設で申請を受け付け

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〕）。
※マイナポイント事業第２弾に対
するお問い合わせは、国の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。

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

実施日 受付時間 会　場

8月7日㈰ 午前10時～午後5時 ノジマ忠生店正面入口（木曽西2-17-21、
忠生ショッピングセンター305内）

8月11日㈷ 午前10時～午後5時 武蔵岡アパート第2集会室（相原町3296）
8月13日㈯、
14日㈰ 午前10時～午後5時 MrMax町田多摩境ショッピングセンタ

ー（小山ヶ丘6-1-10）

心身障害者（児）医療費助成制度

◯障受給者証を更新します
問障がい福祉課☎☎724・2１4８返０５０・3１０１・１６５3

　重度の障がい者（児）（身体障害者
手帳１・２級〔内部障害は３級も含む〕、
愛の手帳１・２度、精神障害者保健福
祉手帳１級）の方を対象とした心身
障害者（児）医療費助成制度◯障受給者
証の更新を行います。
　所得制限基準額を超える方（下表
参照）、６５歳以上で初めて申請する
方、後期高齢者医療被保険者証をお
持ちで住民税が課税の方は対象外で

す。
　引き続き助成が受けられる方に
は、９月からの新しい受給者証を８月
下旬にお送りします。また、所得が基
準額を超えたため受給資格が無くな
る方には、資格消滅通知書をお送り
します。なお、以前、所得超過で受給
資格を喪失した方も、所得によって
対象となる場合があります（下表参
照）。詳細はお問い合わせください。

所得制限基準額（9月1日～2023年8月31日〔2021年中の所得〕）
扶養親族等の数 基準額

0人 360万4000円
1人 398万4000円
2人 436万4000円
3人 474万4000円
4人 512万4000円
5人 550万4000円

※基準額を超える方は対象になりませ
ん。
※20歳未満の方は、国民健康保険の世
帯主、または社会保険の被保険者の所得
です。
※20歳以上の方は、障がい者ご本人の
所得です。

該当する方は申請を

心身障害者福祉手当
問障がい福祉課☎☎724・2１4８返０５０・3１０１・１６５3

　心身障害者福祉手当（下表参照）
は、８月に年度の更新を行います。こ
れまでに申請をして所得超過により
却下となった方で、２０２２年度（２０２１
年中）の所得が限度額以内の場合は、

８月中に申請をしてください。
※現在手当を受給中で、２０２２年度
の所得が限度額を超える方には別途
通知を送付します。

対象者 所得限度額（2021年中の所得） 手当額
(月額)扶養人数 受給者本人所得

①～④のいずれかに該当する、心身に障がい
がある20歳以上の方
①身体障害者手帳1･2級②愛の手帳1～3度
③脳性マヒ④進行性筋萎縮症　
※新規で申請する方は65歳未満であること。
※施設入所者、所得が一定額以上の方は除き
ます。精神障害者保健福祉手帳は対象外です。

0人 360万4000円

1万5500円

1人 398万4000円
2人 436万4000円
3人 474万4000円
4人 512万4000円

以降、扶養人数1人につき
38万円加算

※所得限度額は目安であり、個別に判断をする必要がありますので、詳細はお問い合わ
せください。

　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。

問子育て推進課☎☎724・4468
子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

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
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代、ガイド代、保険料等）申８月１８日
午後５時までに申し込み
フォーム（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

地域支え合い型ドライバー養成研修
　福祉有償運送等運転者・セダン等
運転者の運転資格が取得できる国土
交通大臣認定講習会です。
対全回出席できる自動車運転免許保
持者で、日常的に運転しており、受講
終了後、外出に困っている地域でド
ライバーとしてボランティア活動が
可能な方日９月１２日㈪～１４日㈬、午
前１０時～午後４時３０分、全３回場せ
りがや会館内地域で外出や移動にお
困りの方を移送するために必要な知
識、身体介助、運転技能等を身に付け
る（計１５時間程度）定１４人（申し込
み順）申８月１日午前９時～１５日午後
５時に電話で高齢者福祉課（☎☎７２４・
２１４６）へ。

ダンボールコンポスト講習会
　生ごみをダンボールコンポストで
減量してみませんか。ダンボールコ
ンポスト１セット（幅３７㎝、奥行き３３
㎝、高さ３２㎝、重さ約７㎏）を持ち帰
りいただけます。過去に受講したこ
とがある方は申し込みできません。
対市内在住の方日８月２７日㈯、２９日
㈪、午前１０時～１１時３０分（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８月３日正午～１６日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２２０８０３Ａへ。
問環境政策課☎☎７９７・０５３０

加も可）。
問いきいき総務課☎☎７２４
・２９１６

Ｐｒｏｆ．柳瀬のオープンゼミ
●国道１６号線で読み直す町田のカ
ルチャー　「国道１６号線」をキーワ
ードに、町田の文化芸術について文
学を中心に作品や事例を挙げて幅広
く検証します。
日①９月４日②９月１８日③１０月２日、
いずれも日曜日午後２時～４時、全３
回場町田市民文学館講東京工業大学
リベラルアーツ研究教育院教授・柳
瀬博一氏定各４０人（申し込み順）申１
次受付＝①８月３日正午～９日午後７
時②８月１７日正午～２３日午後７時③
８月３０日正午～９月５日午後７時に、
イ ベ シ スコード ①２２０８０３Ｂ②
２２０８１７Ａ③２２０８３０Ａへ／２次受
付＝①８月１０日正午～１６日②８月
２４日正午～２９日③９月６日正午～
１２日に、イベントダイヤル（☎☎７２４
・５６５６）またはイベシスへ。
問同館☎☎７３９・３４２０
稲城市観光大使と巡る
稲城の梨グルメウォーキング
　市では、稲城・多摩市と連携した観
光事業を進めています。その一環で、
稲城市の特産品である梨を使ったお
菓子や食事を提供するお店を巡るウ
ォーキングツアーを開催します。
対町田・稲城・多摩市在住、在勤、在学
の方日９月４日㈰午後１時～５時（小
雨実施）／集合はＪＲ南武線矢野口駅
改札前です内お店の紹介、梨園見学、

「梨そば」または「梨カレー」を提供す
るお店で食事（いずれかを選択）講稲
城市観光大使・龍井一磨氏、花枝聖氏
定２１人（抽選、結果は８月２３日まで
に通知）費４０００円（お土産代、食事

子ども・子育て子ども・子育て
町田市民文学館
ことばであそぼう！３・４歳児あつまれ！
対３・４歳児とその保護者日８月６日
㈯午前１０時３０分～１１時３０分（受け
付けは午前１０時から）場同館２階大
会議室内紙芝居、絵本、わらべうた、
言葉遊び等上演桃の木工房定１０組

（先着順）
問同館☎☎７３９・３４２０

野 津 田 公 園
●夏休み自由研究企画第２弾～親子
で顕微鏡体験教室
対市内在住、在学の小学生とその保
護者日８月２０日㈯午後１時～３時場
町田ＧＩＯＮスタジアム内顕微鏡の操
作、微生物の観察／観察した微生物
像をスマホで撮影できます講（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８月１日午前
９時から電話で同公園

（☎☎７３６・３１３１、受付時
間＝午前９時～午後５時）へ。
着古したＴシャツをリメイクして布ぞうりを作ろう！
夏休みわくわくエコ体験講座
対市内在住の小学生日８月１９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２０人（申
し込み順）申８月２日正午～１１日に
イベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード２２０８０２Ａ
へ。
問環境政策課☎☎７９７・０５３０

催し・講座催し・講座
東京２０２０オリンピック・パラ
リ ン ピ ッ ク１周 年 記 念 展 示
　町田市ゆかりのアスリートの写真
や市内で実施された聖火リレー点火
セレモニー等の映像、聖火リレート
ーチなどの大会関連グッズを展示し
ます。パラスポーツ体験ブースでは
ボッチャを体験できます。
日８月８日㈪～１２日㈮、午前８時３０
分～午後５時（１１日を除く）場イベン
トスタジオ（市庁舎１階）
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

福 祉 の し ご と 相 談・ 面 接 会
　市内の障がい者・高齢者・児童施設

の合同就職相談・面接会です。求人募
集中の事業所の担当者と直接話がで
きる貴重な機会です。
対福祉の仕事に就きたい方等日８月
１８日㈭午後１時～４時場町田市文化
交流センター申電話で（社福）町田市
社会福祉協議会（☎☎７２２・４８９８）へ

（申し込みフォーム〔右記
二次元バーコード〕で申
し込みも可）。
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３
未経験者応援プログラム
介 護 の 入 門 的 研 修
　介護に関する基本的な知識や技術
を学びます。全課程を修了すると修
了証が発行され、介護の資格研修（ま
ちいきヘルパー養成研修、介護職員
初任者研修など）が一部免除される
場合があります（最終日には、就労相
談会有り）。希望者は研修終了後も介
護の仕事へのマッチング等継続した
就労支援を受けることができます。
対これから介護の仕事をしてみたい
方、介護を学びたい方等日９月２７日、
１０月４日、１１日、１８日、２５日、いずれ
も火曜日午前１０時～午後４時、全５回
／９月２７日は午後４時３０分、１０月１８
日は午後３時までです場町田商工会
議所定３０人（申し込み順）申住所・氏
名・電話番号・生年月日を明示し、９月
１３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・６４８０墳ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ-ｋｊ
ｋｃ．ｊｐ、受付時間＝祝休日を除く月～
金曜日の午前９時～午後５時）へ（同
センターＨＰ〔下記二次元バーコー
ド〕で申し込みも可）。
問いきいき総務課☎☎７２４
・２９１６

町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
●出張・就労相談会ｉｎ忠生市民セン
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８
月２４日㈬午後１時３０分～４時場忠生
市民センター会議室２／事前予約は
電話またはメールで同バンク（☎☎
８６０・６４８０墳ｇｅｎｋｉ＠ｍａｃｈｉｄａ-ｋｊｋ
ｃ．ｊｐ、受付時間＝祝休日を除く月～
金曜日の午前９時～午後５時）へ（同
バンクＨＰ〔右上記二次元バーコー
ド〕で申し込みも可、予約無しでの参

芹ヶ谷公園パークミュージアム「Ｆｕｔｕｒｅ Ｐａｒｋ Ｌａｂ ２０２２ Ｓｕｍｍｅｒ」
問文化振興課☎☎７２４・２１８４、公園緑地課☎☎７２４・４３９７

　芹ヶ谷公園の将来の姿を想像・創
造するイベント「Ｆｕｔｕｒｅ Ｐａｒｋ Ｌａｂ 
２０２２ Ｓｕｍｍｅｒ」を開催します。詳
細は市ＨＰ（右記二次元バ
ーコード）をご覧くださ
い。
【芹ヶ谷で出会う　不思議がいっぱ
い影絵の世界～影絵パフォーマンス
とインドネシアの影絵のお話】
　インドネシアの伝統的な影絵芝居

「ワヤン・クリット」を実施します。
日８月２０日㈯午
後７時～８時（雨
天時は２１日に
順延）
場芹ヶ谷公園

【影絵の人形制作ワークショップ】
日８月２０日㈯午前１０時１５分～正午
場国際版画美術館
講影絵師・川村亘平斎氏
定１０人（申し込み順）
申８月２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２２０８０２Ｂへ。
【“バティック”着付け体験】
　インドネシアの伝統衣装“バティ
ック”の着付けを体験できます。
日８月２０日㈯午後２時～６時（雨天時
は２１日に順延）
場芹ヶ谷公園
【まちだの竹で水鉄砲をつくろう】
対小学生とその保護者
日８月２０日㈯、午前１０時～１０時４５

分、午前１１時～１１時４５分（各回とも
同一内容）／雨天実施
場芹ヶ谷公園
講（一社）まちやま代表理事・塚原宏
城氏
定各５組（申し込み順）
申８月２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２２０８０２Ｃへ。
【ライトアップイベント「茜色に舞う
祭典～夏夜に煌

きら

めく金魚たち」】
　桜美林大学の学生が、市内の竹や
花を再生利用して制作した金魚ねぶ
たを灯します（午後６時から点灯）。
日８月２０日㈯午後１時～８時、２１日㈰
午後５時～８時
場芹ヶ谷公園

松丸亮吾さん率いる謎解きクリエイター集団ＲＩＤＤＬＥＲが企画

「まちだ謎解きゲーム」　開催中！
問観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８

　町田ツーリストギャラリーで謎
解きキットを購入し、スマートフ
ォン（ＬＩＮＥ）からの指示に従い、謎
を解くことで現れる場所に向かう
と、次の手掛かりを入手できます。
いくつかの場所に向かい、すべて
の謎を解き明かすとゲームクリア
です。詳細は市ＨＰをご覧くださ

い。
開催期間１１月１３日㈰まで
※時間に制限はありませんが、午
前１０時～午後５時を推奨します。
受付場所町田ツーリストギャラリ
ー（謎解きキット販売時間＝午前
１０時～午後７時）
費１０００円（税抜き、謎解きキット代）

８月１７日は 
インドネシア独立記念日です
　町田市は、東京２０２０オリンピ
ック・パラリンピックをきっかけ
にインドネシアのホストタウンと
なり、同国と交流を深めてきまし
た。インドネシア独立記念日にち
なみ、左記イベントのほか、８月１７
日㈬に市庁舎２階食堂でインドネ
シア料理を提供します。
提供メニューナシゴレン、ガドガ
ド（温野菜サラダ）、フルーツヨー
グルト、スープ
問文化振興課☎☎７２４・２１８４
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家 族 介 護 者 教 室
対市内在住で、高齢者を介護する家
族介護者日９月１３日㈫午後２時～４
時場南市民センター内知っておきた
い老人ホームの選び方講老人ホーム
紹介センターロイヤル介護入居相談
室・山元英裕氏定１０人（申し込み順）
申電話で南第１高齢者支援センター

（☎☎７９６・２７８９）へ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０
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９月７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８月４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２２０８０４Ｅへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

普 通 救 命 講 習 会
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）日９月１７日㈯午
後１時～４時場健康福祉会館内心肺
蘇生法、ＡＥＤの使用方法、窒息の手
当て、止血の方法等／救命技能認定
証を発行します定４０人（申し込み
順）費１５００円（教材費）申８月４日正
午～１２日にイベントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
２２０８０４Ｂへ。
問保健総務課☎☎７２４・４２４１

笑って学ぶ交通安全の集い
　落語を楽しみながら、交通事故防
止のポイントについて考えます。パ
ネル展示や体験コーナーもありま

す。
日８月３１日㈬午前１１時開演場和光
大学ポプリホール鶴川講落語＝立川
晴の輔、交通安全講話＝警視庁町田
警察署定３０人（申し込み順）申電話
でまほろ座ＭＡＣＨＩＤＡ（☎☎７３２・
３１３９、受付時間＝火～日曜日の午
後３時～７時）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
消費生活センター
く ら し に 役 立 つ 学 習 会
●健康食品の真実～安心して使用す
るために　
対市内在住、在勤、在学の方日９月９
日㈮午前１０時～正午場町田市民フ
ォーラム講食の安全・監視市民委員
会　植田武智氏定２０人（申し込み
順）申１次受付＝８月１日正午～２日
午後７時にイベシスコード２２０８０３
Ｄへ／２次受付＝８月３日正午～９月
４日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）またはイベシスへ。
問同センター☎☎７２５・８８０５
国際版画美術館　
創 作 講 座 銅 版 画
●版の痕跡を思考する　銅版画の腐

ふ

蝕
しょく

技法を中心とした講座です。エッ
チングやアクアチントなど、さまざ
まな技法を初めての方にも分かりや
すく指導します。
対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）日９月１４日、２１日、２８日、１０月５
日、１２日、１９日、２６日、１１月２日、９
日、１６日、いずれも水曜日午後１時
３０分～４時３０分、全１０回場同館講
版画家・濱田富貴氏定１４人（抽選、結
果は８月２６日ごろ郵送）費３万円申８
月２２日までにイベントダイヤル（☎☎

７２４・５６５６）またはイベシスコード
２２０７２６Ｈへ。
問同館☎☎７２６・２８８９
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）。
●ソックスパペットを作ろう　くつ
下等を材料にしたハンドパペットを
作り、パペットを通したコミュニケ
ーションのコツを学びます。
対１５歳以上の方（中学生を除く）日９
月８日㈭午前１０時～正午場町田市生
涯学習センター講和光大学現代人間
学部准教授・後藤紀子氏定２０人（抽
選）費１０００円（材料費含む）申講座
案内チラシ裏面の受講申込書に記入
し、８月１５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

　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

ゼルビア悲願のＪ１昇格へ！
８月最初のホームゲームは大分戦！
　Ｊ２リーグに所属するＦＣ町田ゼル
ビアは、第２８節を終え、１２勝１０敗６
分で２２チーム中７位の位置にいます

（７月２５日現在）。８月最初のホーム
ゲームではまちだ青城祭も開催さ
れ、楽しい企画が盛りだくさんです。
日８月６日㈯午後７時キックオフ（対
大分トリニータ）場町田ＧＩＯＮスタ
ジアム
●「もうすぐ青城祭！ゼルビアと楽
しむ熱い夏」展を開催中　
日８月５日㈮までの午前８時３０分～
午後５時（８月５日は午後４時まで）場
イベントスタジオ（市庁舎１階）

◇
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

市 立 総 合 体 育 館
●脳を鍛えるリフレッシュ体操教室　
対市内在住、在勤、在学で、運動が苦
手な１８歳以上の方日９月７
日～１０月５日の水曜日、午
前９時３０分～１１時、全５回

定２０人（初参加者を優先のうえ、抽
選）費３０００円申往復ハガキに必要
事項を明記し、８月１５日～２１日（必
着）に同館へ。
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
●①幼児スクール②小学生スクール　
対①４～６歳の未就学児（火・木曜日
はＡクラス、水曜日はＡ・Ｂクラス）②
小学生（火・木曜日はＡ～Ｃクラス、水
曜日はＡ・Ｂクラス）日９月１日～１０
月２７日（９月２０日～２９日を除く）の
火～木曜日、午後３時３０分～７時４５
分（Ａ～Ｃクラス各１時間）定①各２０
人②各４０人／抽選費火・水コース＝
各４８００円（各全６回）、木コース＝各
５６００円（各全７回）申往復ハガキに
必要事項を明記し、８月１８
日まで（必着）に同プール
へ。
問同プール☎☎７９２・７７６１

緑 ヶ 丘 グ ラ ウ ン ド
●夏休み無料開放　イベントや雨天
等により中止となる場合は、緑ヶ丘
グラウンドＨＰ及び公式ＬＩＮＥでお知
らせします。
対市内在住、在学の小学生以下の子
ども（未就学児は保護者同
伴）日８月の毎週月曜日（１５
日を除く）、午後３時～４時
３０分
問同グラウンド☎☎７９２・７０７１

野 津 田 公 園
●元アスリートが教える健康運動教
室　エブリデイ健康教室　
対２０歳以上の方日９月２６日～１２月
１９日の月曜日（ただし、１０月３日、
１０日、１１月７日を除く）、午前１０時
３０分～正午／雨天実施内継続して
できるウォーキングや運動を行う講

（特）ドリームスポーツ代表理事・大
井和也氏定３０人（申し込み順）費
９０００円（保険料含む）申８月１日午前
９時から電話で同公園（受付時間＝
午前９時～午後５時）へ（同公園ＨＰで
申し込みも可）。
問同公園☎☎７３６・３１３１

●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【①ポイント方式（家族向）②単身者
向、車いす使用者向、シルバーピア
（単身者向・二人世帯向）、病死等があ
った住宅等】
　都内に居住、所得等、いずれも要件
有り／詳細は募集案内を参照配布期
間８月９日まで配布場所市庁舎１階総
合案内、各市民センター、各連絡所、
同公社町田窓口センター、都庁等（各
施設で開所日時が異なる）／同公社
ＨＰで配布期間中に限りダウンロー
ドも可申郵送で８月１６日まで（必着）
問同公社都営住宅募集センター☎☎

０５７０・０１０・８１０
●（一社）東京バス協会～東京都シル
バーパス更新手続きのお知らせ
【更新手続きは郵送です】
　今年度の更新手続きは郵送で行い
ます。現在、東京都シルバーパスをお
持ちの方には、８月中旬に同協会から

「東京都シルバーパス更新手続きの
ご案内」が届きます。更新を希望する
方は必ずご確認のうえ、更新手続き
をしてください。新しいパスの有効
期限は、２０２３年９月３０日までです
対有効期限が２０２２年９月３０日の東
京都シルバーパスを現在お持ちの方
問同協会シルバーパス専用電話☎☎０３
・５３０８・６９５０（受付時間＝土・日曜
日、祝休日を除く午前９時～午後５時）

情報コーナー情報コーナー

トークイベントと手話ライブイベントを開催

ＮＨＫドラマ「しずかちゃんとパパ」から見える世界　
聞こえない人もいるこの街で

問障がい福祉課☎☎７２４・２１４７返０５０・３１０１・１６５３

町田市フェスタｉｎジャイアンツ球場２０２２
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

　聴覚障がい者（ろう者）を主題とし
たドラマ「しずかちゃんとパパ」の番
組制作者によるトークイベントと手
話のライブイベントを開催します。
ドラマの制作意図や秘話を語り尽く
すとともに、出演俳優の手話指導者
から「ろう者」とのコミュニケーショ
ンを学ぶことができる楽しいイベン
トです。
対市内在住、在勤、在学の方（小学生
以下は保護者同伴）

日８月２０日㈯午前９時３０分～１１時
３０分
場町田市民フォーラム
講ドラマ制作統括・海辺潔氏、ドラマ
演出・松原浩氏、ドラマ出演者の手話
指導・江副悟史氏、はせ亜美氏
定最大１８８人（申し込み順）
申８月３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２２０８０３Ｅへ。

　市と読売巨人軍は、市が練習会場
を提供し、同チームが青少年の健全
育成に関する事業を実施する等の相
互協力を行っています。
　この度、同チームが社会貢献活動
の一環として「町田市フェスタ」を開
催します。イースタン・リーグ公式戦

（対千葉ロッテマリーンズ）を無料で
観戦できるほか、小学生向けのアナ
ウンス体験（抽選で２人）や選手との
記念撮影（抽選で１０グループ）がで
きるイベント等もあります。
対市内在住、在勤、在学の方

日９月４日㈰午後２時試合開始
場読売ジャイアンツ球場（川崎市）
定ライト側外野指定席４６９席（申し
込み順）
申８月４日～９月３日に下記二次元バ
ーコードから申し込み（ページの公
開は８月４日から）。
※申し込みには、ジャイアンツＩＤの
取得（無料）が必要です。下記二次元
バーコードから取得できま
す（１つのジャイアンツＩＤ
で４人まで申し込み可）。
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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

8月
１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

２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

3日㈬ 午後７時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

４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

5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

６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

７日㈰

午前9時～午後5時 内科

町田東口クリニック（森野１-35-8） ☎☎７２１・8855

メディカルクリニック悠 （々能ヶ谷3-２-１）☎☎8６０・２０６１

南多摩クリニック整形外科・内科・リハ
ビリテーション科（木曽西3-２０-６） ☎☎７93・７７７６

午前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

町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

8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

9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

１０日㈬ 午後７時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

１１日㈷

午前9時～午後5時
内科

いのうえ内科クリニック（鶴間１-１8-１3）☎☎７０６・２６3０

学園ハートクリニック（玉川学園１-２１-１5）☎☎７２5・8４６8

おやま内科クリニック（小山町２33-１）☎☎8６０・０3２６

耳鼻科 稲垣耳鼻咽喉科医院（原町田６-２２-１5）☎☎７２２・3１１5

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

午前9時～翌朝9時

内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

外科系
多摩丘陵病院（下小山田町１４9１） ☎☎７9７・１5１１

町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７95・１６６8

１２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

１3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

１４日㈰

午前9時～午後5時

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

内科
玉川クリニック（玉川学園７-5-６） ☎☎７２5・8２０７

鶴川内科クリニック（鶴川２-１７-１） ☎☎７3４・１958

午前9時～翌朝9時

内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

外科系
あけぼの病院（中町１-２3-3） ☎☎７２8・１１１１

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

１5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

１６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

１７日㈬ 午後７時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

１8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

１9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

２０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

２１日㈰

午前9時～午後5時
内科

平野クリニック（西成瀬3-１8-１） ☎☎７3２・１3２１

小野寺クリニック（本町田４39４-9） ☎☎７3２・5６０5

内科
小児科 泰生医院（小山町２４７０-5） ☎☎７9７・７４２3

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
町田市民病院（旭町２-１5-４１） ☎☎７２２・２２3０

南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

２２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

２3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

２４日㈬ 午後７時～翌朝8時 内科系 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 町田市民病院（旭町２-１5-４１） ☎☎７２２・２２3０

２６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

２７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

２8日㈰

午前9時～午後5時 内科

熊谷医院（金森東４-33-４） ☎☎７95・53２5

原町田さわだ内科・泌尿器科（原町田６-２9-3）☎☎85１・７8１8

多摩境内科クリニック（小山ヶ丘3-２４）☎☎７０3・１9２０

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

町田脳神経外科（根岸町１００9-４） ☎☎７98・７33７

２9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

3０日㈫ 午後７時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

3１日㈬ 午後７時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

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　8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・眼科の医院については、東京都耳鼻咽喉科医会HPまたは東京都
眼科医会HPの「休日診療」のページをご覧ください。


