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「ながら防犯活動」取り組みのポイントは2面で紹介

市では、4月に「町田市安全安心まちづくり推進計画（2022年度～2026年度）」を策定し、ながら防犯活動の取り組みを進めています。
ながら防犯活動とは、買い物、犬の散歩、仕事等の日常生活の中で、地域の異変や危険箇所を発見し、
犯罪が起こりにくい環境を作ることです。日常生活の合間にできる「ながら防犯活動」を始めませんか。

住んでいるまちを、もっと、安 全 に

「町田市安全安心まちづくり推進計画（2022年度～2026年度）」▶市民生活安全課 ☎☎724・4003問

ウォーキングウォーキング 買い物買い物犬の散歩犬の散歩
　日課の散歩では、すれ
違った人と元気にあいさ
つを交わすようにしてい
ます。

　リモートワークの日に
は、子どもの登下校時間
に合わせて、飼い犬の散
歩をしています。

　買い物途中、高い塀
や空き家に変わったと
ころはないか気にして
います。

私 たちは 、私 たちは 、●●●●●●していますしています

をしをしなな
●

がが
●

らら
●

、、地域を見守っていますを見守っています

実は、

“ながら防犯” 始めませんか
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　この運動は、犯罪や事故などのない安全な地域
社会の実現を推進していくものです。運動期間中、
防犯意識の高揚を図るため、「町田地域安全のつど
い」や青パト出発式などが行われます。
　この機会に、ながら防犯活動などの見守り活動
への参加や、自宅の防犯設備の見直しなど、安全安
心なまちづくりのための活動をしてみませんか。

今も未来も大切に

町田市のＳＤＧｓ

地域の「異変」「危険箇所」に気付くポイント

東京都わんわん
パトロール

RUN and 
SAFETY

をを行っている方行っている方ににお聞きしましたお聞きしました「ながら防犯活動」「ながら防犯活動」
市民ボランティア「まちだサポーターズ」

村越  宰子さん
　買い物や散歩する時に、日頃から周りを意識して
います。気になる人や、困っていそうな人、ご高齢の
方がうろうろしているようであれば、積極的に声を
掛けています。

南大沢防犯協会副会長
井上  正行さん

　新聞がたまっている郵便受けや、登下校
時の子どもの様子などに気を配り、何かお
かしなことがあれば、町会長に連絡し地区
住民に注意喚起を図っています。

▶車中の待ち伏せや場内の物色
▶駐車場に面した歩道　▶夜間の駐輪場
　車上狙いや自転車の窃盗、連れ去り、子どもへ
の不審な声掛けや、女性への犯罪が発生する可
能性があります。　

▶植栽などで見通しの悪い場所　
▶遊具の陰

公 園

　女性や子どもが被害に遭う可能性
があります。

　路上から住人のふりをして後をつ
けてきた人によって、被害に遭う可
能性があります。

駐車場・駐輪場

集合住宅の共用部分
▶共用玄関や廊下
▶階段の踊り場　▶エレベーター
▶外から見えにくい場所

同じ時間、同じ時間、いつもといつもと 同じ場所同じ場所

今日は、何かあれ

？
変変だよ

RUN and SAFETYRUN and SAFETY

東京都わんわんパトロール東京都わんわんパトロール

　愛犬の散歩やランニングをしながら「まちの見守
り」を行う団体に、オリジナルグッズを配布していま
す（団体登録及びグッズ配布申請が必要です）。
※いずれも数に限りがあります。無くなり次第終了します。

東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部都民安
全課☎☎03・5388・3064問

防衛・防災・防犯活動展
　自衛隊、消防、警察、刑務所等の活動を紹介します。子どもから大人まで
楽しめる体験イベントが盛りだくさんです。

問

パネル展示、ＶＲゴーグル体験、なり
きり消防体験、白バイ乗車体験等内容10月29日㈯

午前10時～午後4時日時

町田ターミナルプラザ
市民広場会場

　「ながら防犯活動」は、普段の生活を通じて地域の皆さんができる、
ちょっとした防犯活動です。大切な人が安心して暮らすために、地域
の異変に気付くためのポイントを紹介します。

市民生活安全課 ☎☎724・4003問

「ながら防犯活動」に取り組んでみよう

自衛隊東京地方協力本部町田募集案
内所☎☎723・1186

※

10月11日～20日は、全国地域安全運動期間です

※自主防犯パトロールで用いる青色回転灯等を装備した自動車。

不 審 な 人・不 審 な 車・不 審 な 物不 審 な 人・不 審 な 車・不 審 な 物 を 見 か け たらを 見 か け たら
すぐ にすぐ に11 0 番 通 報11 0 番 通 報 してく だ さ いしてく だ さ い

青パト（青色回転灯等装備車）

※この記事の写真は一例です。
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お知らせお知らせ
１０月１日から市役所の組織が一部変わりました
　市役所のＤＸ（デジタルトランスフ
ォーメーション）の推進を強化する
ため、「政策経営部デジタル戦略室」
を設置します。なお、デジタル戦略室
の新設に伴い、「総務部情報システム
課」を廃止します。
●主な業務　デジタル化施策の企画
・調整、デジタル技術の調査研究、デ
ジタル化に伴う事務改善、情報シス
テムの導入・運用・管理、情報セキュ
リティー対策の計画及び推進
問総務課☎☎７２４・２１０８
町田市民病院
選定療養費を改定しました
　令和４年度診療報酬改定に伴い、
１０月１日から選定療養費（紹介状無

しで受診する場合の定額負担等）を
改定しました。入院が必要な重症患
者や緊急性の高い患者への治療等、
当院の果たすべき役割に注力するた
め、地域の医療機関との役割分担と
連携強化にご理解ご協力をお願いし
ます。
●初診時選定療養費　原則、他の医
療機関からの紹介状無く来院し、初
診で受診する方等が対象となり、初
診時に下記金額をご負担いただきま
す。
負担金額医科＝７７００円、歯科＝
５５００円／税込み
●再診時選定療養費　当院から他の
医療機関へ紹介する旨を説明した患
者さんが、ご自身の希望で当院を引
き続き受診する場合に対象となり、
再診の都度、下記金額をご負担いた
だきます。
負担金額医科＝３３００円、歯科＝

２０９０円／税込み
問同病院☎☎７２２・２２３０

健康増進温浴施設の愛称投票を開始します
　市では、７月に市立室内プール「健
康増進温浴施設」の愛称を募集しま
した。ご応募いただいた中から選定
された５作品への投票を行い、愛称
を決定します。詳細は市ＨＰ
（右記二次元コード）をご覧
ください。末永く愛される
施設となるよう、この機会に施設を
ご利用いただき、皆さんの１票をお
願いします。
投票期間１０月４日㈫～３１日㈪投票
場所同プール受付、健康増進温浴施
設棟受付
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６
町田市農業研修
現 地 見 学 会
　市では、新たに農業経営を目指す
方や農家を支援する援農者の育成を
目的として、市が開設した研修農場
で、野菜作りのノウハウを学ぶこと
ができる２年間の農業研修を実施し
ています。２０２３年度研修生の募集
に向けて、現地見学会を開催します。
汚れても良い服装でおいでくださ
い。

対市内在住で、２０２３年度の農業研
修への参加を希望・検討している方
等日１０月２９日㈯午前１０時～１１時
ごろ（雨天時は１１月５日に延期）場町
田市農業研修農場（小野路町）内農業
研修の見学、研修事業の説明定２０人
（申し込み順）申１０月４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
２２１００４Ｆへ。
問農業振興課☎☎７２４・２１６６
南大谷及び東玉川学園三・四丁目地区
住所整理計画案がまとまりました
　２０２４年７月に南大谷及び東玉川
学園三・四丁目地区で予定されてい
る住所整理について、新しい町名と
町区域の案がまとまりました。案は、
対象地区とその周辺地区の町内会・
自治会の各代表や公募の委員による
「町田市町区域の新設に関する市民
懇談会」が、２０２１年１０月から約１年間
かけて検討してきたものです。９月
２０日に、市民懇談会会長から市長へ
「町田市町区域の新設に関する市民
懇談会報告書」が手渡されました。今
後は、報告された案について、学識経
験者等で構成される「町田市住居表
示整備審議会」で審議する予定です。
問土地利用調整課☎☎７２４・４２５４

南町田駅前連絡所（南町田リエゾン）からのお知らせ
問同駅前連絡所☎☎７９９・７７６６

市内最高齢の方を市長が訪問しました
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４１

【同駅前連絡所を閉所します】
　入居する建物の賃貸借契約満了
に伴い、２０２３年１月３１日㈫に閉
所します。長年にわたり多くの皆
さんにご利用いただき、ありがと
うございました。詳細は改めてお
知らせします。
【行政証明書自動交付機をご利用
ください】
　行政手続きのデジタル化の推進
に伴い、新たに行政証明書自動交
付機をグランベリーパーク郵便局
に設置します。マイナンバーカー

ドを利用して、数字４桁の暗証番
号を入力することで、住民票等の
各種証明書を取得できます。操作
が分からない方は、郵便局の職員
がお手伝いします。取得できる証
明書等については市ＨＰ
（右記二次元コード）をご
覧ください。
日１０月３日㈪からの月～金曜日、
午前９時～午後５時（祝休日、年末
年始を除く）
場グランベリーパーク郵便局内
（鶴間３－３－１）

　敬老の日を前にした９月１３
日、市内最高齢の方を市長が訪
問し、長寿をお祝いしました。
　２年連続で市内最高齢に輝か
れた篠原愛さんは、大正２年生
まれの１０９歳です。お住まいの
施設では、お仲間と一緒に園芸
やコーラスを楽しまれていま
す。訪問当日は、ご家族やお仲間
に囲まれながら、和やかな雰囲
気の中、終始笑顔で楽しい祝賀
の時間を過ごされました。
　２年連続で男性最高齢となられたのは、守屋章雄
さんです。大正４年生まれの１０６歳です。市内小学校
で長年にわたり教員を務められました。ご都合によ
り訪問はできませんでしたが、お祝いの言葉を伝え
させていただきました。

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

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　採用 検索

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

臨床検査
技師（細胞
検査士）

若干名
臨床検査技師及び細胞検
査士の資格を有し、病理検
査及び細胞診検査の職務
経験を3年以上有する方

○受け付け
10月3日㈪～31
日㈪（必着）

○試験日
11月19日㈯

2023年1月1日

若干名
臨床検査技師及び細胞検
査士の資格を有し、病理検
査及び細胞診検査の職務
経験を5年以上有する方

2023年4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。

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 10月7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

町田市都市計画審議会 10月7日㈮午
後2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

町田市景観審議会
10月14日㈮
午前9時30分
～11時

市庁舎3階
会議室3-1

5人
（申し込み順）

事前に電話で
地区街づくり
課（ ☎☎72 4・
4267）へ

町田市情報公開・個人情報保護運
営審議会

10月17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

町田市指定管理者管理運営状況
評価委員会（対象施設＝原町田一
丁目駐車場グループ、町田市文化
交流センター、相原中央公園グル
ープ、町田中央公園グループ）

10月24日㈪
午後1時から

市庁舎2階
会議室2-2

4人
（申し込み順）

事前に電話で
総務課（☎☎724
・2108）へ

町田市自殺対策推進協議会
10月27日㈭
午後3時30分
～5時30分

市庁舎3階
会議室3-1

3人
（申し込み順）

事前に電話で
健康推進課（☎☎
724・4236）へ

新型コロナワクチン接種情報

■オミクロン株対応ワクチンの接種が始まりました
　４回目接種対象者（６０歳以上の方、基礎疾患のある方、医療従事者等）のう
ち、未接種の方（４回目の接種券をお持ちの方）を対象にオミクロン株対応
ワクチンの接種が始まりました。その他の方は、順次接種を開始します。接
種券の発送スケジュール等の詳細は、市ＨＰ及びＴｗｉｔｔｅｒ等をご覧ください。
　また、１０月３日㈪から順次、「町田市新型コロナワクチン特別号その４」
を市内すべての世帯に配布します。

■ＬＩＮＥによる接種券発行のためのオンライン申請を開始しました
　詳細等は、市ＨＰをご覧ください。申請が必要な方は、右記二
次元コードを読み取り、「コロナ関連」のメニューから申請し
てください。

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

をご覧ください
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お知らせお知らせ
町 田 市 戦 没 者 追 悼 式
　市では、明治以降各戦役の戦没者
並びに戦争犠牲者のご冥福を祈ると
ともに、恒久平和を祈念するため、戦
没者追悼式を実施します（平服可）。
事情により中止または内容が変更に
なった場合は、前日に市ＨＰでお知ら
せします。
日１０月２７日㈭午前１０時３０分～１１
時３０分場市庁舎定１００人（申し込み
順）申１０月４日正午～２３日にイベン
トダイヤル（☎☎７２４・５６５６）または
イベシスコード２２１００４Ｃへ。
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

不 動 産 公 売 の お 知 ら せ
公売方法期間入札入札期間１０月２０
日㈭～２７日㈭入札場所町田市納税
課／定められた様式を使用し、郵送
による入札に限ります開札日時１０
月３１日㈪午前１０時開札場所東京都
庁第二本庁舎１０階会議室（新宿区）
／公売財産や公売案内については、
納税課へお問い合わせください。ま
た、市ＨＰに公売財産などを掲載して
います。
問納税課☎☎７２４・２１２１
受け付けています
令和４ 年７月大雨災害義援金
　日本赤十字社では、令和４年７月大
雨災害義援金を１０月３１日㈪まで受
け付けています。
○義援金箱の設置場所
　福祉総務課（市庁舎７階）、市民課
（市庁舎１階）、各市民センター、各連
絡所等の窓口
○ゆうちょ銀行での振替による送金
　窓口での取り扱いの場合、振替手
数料は無料です。
口座番号００１９０－９－４８７７３４加入
者名日赤令和４年７月大雨災害義援
金／受領証発行希望の方は、通信欄
に「受領証希望」と明記してください。
○銀行による送金
　振込手数料が別途かかる場合があ
ります。

口座番号三井住友銀行すずらん支店
（普）２７８７５８２、三菱ＵＦＪ銀行やま
びこ支店（普）２１０５５８０、みずほ銀
行クヌギ支店（普）０６２０５５３口座名
義日本赤十字社（３行共通）／受領証
発行希望の方は、氏名（受領証の宛
名）・住所・電話番号・寄付日・寄付額
・振込金融機関名と支店名を日本赤
十字社パートナーシップ推進部へご
連絡ください。
問日本赤十字社パートナーシップ推
進部☎☎０３・３４３７・７０８１、町田市福
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１０月
１８日、１１月１５日、１２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

障 が い 者 就 職 面 接 会
　参加企業２４社（予定）の人事担当
者と面接ができます。当日は、応募書
類（ハローワークで交付した紹介状
・履歴書・職務経歴書）をお持ちくだ
さい。また、応募書類に障がいの種類
・等級をご記入ください。
日１０月２８日㈮午後０時３０分～４時
場市立総合体育館申ハローワーク町
田・八王子・府中・相模原に求職登録
している方は直接登録先のハローワ
ークへ。その他のハローワークで求
職登録している方は直接最寄りのハ
ローワークへ。
問ハローワーク町田専門援助部門☎☎
７３２・７３１６返７３２・８７２４、町田市障
がい福祉課☎☎７２４・２１４７返０５０・
３１０１・１６５３

町田新産業創造センター
インキュベーションフロア入居者募集
　入居者は、常駐のインキュベーシ
ョンマネージャーによる販路拡大や
資金調達等の支援、他の入居者等と
の交流を通じた創業期のノウハウ共
有など、さまざまな経営支援を受け
ることができます。施設内覧も随時
受け付けしており、１席単位で利用可
能なブースの貸し出しもあります。
対これから創業する方、創業後５年
以内の方、第二創業をする方（個人で
も法人でも可）内・費２１１号室（面積
９㎡）＝賃料３万８１７円（１１月末ごろ
入居可能）／消費税、共益費を含みま
す申入居申込書（同センターＨＰ〔下
記二次元コード〕でダウンロード）に
記入し、１０月３１日までに直接また
は郵送（消印有効）で同セ
ンターへ。書類審査後、面
接を行います。
問同センター☎☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎☎７２４・２１２９

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。
対市内在住の６５歳以上の方日１１月
２日㈬、受付時間＝①午後１時～１時

１５分②午後２時～２時１５分／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場
鶴川市民センター定①３０人②２０人
／申し込み順申１０月５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２２１００５Ａへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

高齢者インフルエンザ予防接種費用助成
　指定医療機関にご予約のうえ、１０
月１１日㈫から接種が受けられます。
２０２２年度に限り、自己負担無しの
予定です。ただし、令和４年第三回東
京都議会定例会で、令和４年度９月補
正予算が可決された場合において正
式に確定します。詳細は市ＨＰをご覧
いただくか、お問い合わせください。
対市内在住の６５歳以上の方（６０歳
以上６５歳未満でも対象の場合有り）
期間１０月１１日㈫～２０２３年１月３１
日㈫場町田・八王子・日野・多摩・稲城
市の指定医療機関
問保健予防課☎☎７２５・５４２２

子ども・子育て子ども・子育て
子ども創造キャンパスひなた村
●アウトドアクッキング番外編～羊
毛でふわふわコースターづくり　
対市内在住、在学の小・中学生とその
保護者日１０月２９日㈯午前１０時～正
午（荒天時屋内実施）定１１人（申し込
み順）費１人３００円申１０月３日午後１
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。

１０月は乳がん予防月間です
問健康推進課☎☎７２５・５１７８

交付しています

原動機付自転車のオリジナルナンバープレート
問市民税課☎☎７２４・２１１３

生活保護受給者・生活困窮者等を対象とした

就労準備支援事業が始まりました
問生活援護課☎☎７２４・４０１３

【４０歳を過ぎたら、２年に１度、乳
がん検診を受けましょう】
　市では、少ない自己負担額で検
診を受けることができます。詳細
は市ＨＰ（右記二次元コ
ード）をご覧ください。
対町田市に住民登録が
あり、ご加入の健康保険や勤務先
等で検診を受ける機会のない４０
歳以上で、偶数年齢（２０２３年３月
３１日時点）の女性
検診内容問診、マンモグラフィ
費２０００円
申事前に電話で乳がん検診実施医
療機関へ。
【関連イベント】
●乳がん予防月間啓発イベント　
日１０月３日㈪～７日㈮、午前８時

３０分～午後５時（３日は午前１０時
から、７日は午後４時まで）
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
内乳がんに関するパネルの展示、
啓発グッズの配布
●中央図書館で特集コーナーを開
設中　
日程１０月１２日㈬まで
内乳がん関連図書の紹介、リーフ
レット等の配布
●市庁舎を乳がん啓発活動のシン
ボルカラーであるピンク色にライ
トアップ　
日１０月の毎週水曜日、午後６時３０
分～９時
●ＪＲ町田駅前ペデストリアンデ
ッキをピンク色にライトアップ　
日程１０月３１日㈪まで

　原動機付自転車（総排気量５０ｃｃ
以下・９０ｃｃ以下・１２５ｃｃ以下）に町
田市オリジナルデザインのナンバ
ープレートを市民税課（市庁舎２
階）で交付しています。
　今回、下表のとおり番号を追加
します。通常のナンバープレート
との選択制ですが、オリジナルナ
ンバープレートは、先着順で在庫
の中から希望の番号を選ぶことが
できます。また、現在お持ちの通常
のナンバープレートとの交換も可
能です。　
　新規登録時、通常のナンバープ
レートとの交換時、いずれの場合
も無料で交付しています。なお、現
在お持ちのオリジナルナンバープ

レートを、新しいオリジナルナン
バープレートに変更することはで
きません。
※通常のナンバープレートは、忠
生・鶴川の各市民センターでも交
付していますが、オリジナルナン
バープレートは、市民税課のみで
の交付です。
※今回追加するオリジナルナンバ
ープレートの交付は、新規登録・交
換ともに、１０月１３日㈭からです
（先着順）。
※詳細はお問い合わせください。 　すぐに就労や自立が困難な方々

に対して、一般就労が可能な状態
になることを目標に、日常生活・社
会生活・就労活動に関して利用者
に寄り添ったサポートを行います
（利用条件有り）。
　支援施設への通所を基本とし、
利用者の状況によっては訪問支援
も行います。具体的な支援メニュ
ーは、相談支援に加えて、生活習慣

や生活環境改善、就労体験、各種セ
ミナーの開催等を行います。
対すぐに就労や自立が困難な、生
活保護受給者及び生活困窮者、将
来的に生活が困難となる恐れのあ
る方等
申電話で生活援護課（生活保護を
受給している方は担当ケースワー
カー）へ。

オリジナルナンバー追加分
種別　(　)内はプレートの色 文　字 追加ナンバー

総排気量50cc以下（白） ま 8080～8605
総排気量90cc以下（黄） ま 1631～1683
総排気量125cc以下（桃） ま 4832～4899、5000～5194
※末尾が「04・09・42・44・49」の交付はありません。

総排気量50cc以下用
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生涯学習センター～市民提案型事業
講 座 づ く り ★ ま ち チ ャ レ
●子どもとの関わりにもっと絵本を
～おとなも楽しむ絵本　
対全回参加できる、子どもに関わる
すべての方（②のみお子さんの同伴
可）日①１０月３１日㈪②１１月６日㈰③
１１月１４日㈪④１１月２１日㈪、午前１０
時～正午、全４回場①②④生涯学習セ
ンター③中央図書館内①ＳＮＳ時代の
絵本と子育て②竹上妙とめくってあ
そぼう③図書館職員さんに学ぶ図書
館活用術④好きな本でブックトーク
講①白鷗大学教育学部教授・浅木尚
実氏②絵本・木版画作家 竹上妙氏定
３０人（申し込み順）申１０月３日午前９
時から電話で生涯学習センターへ。
●こどもからはじまる～子どもの声
をじっくり聴いて、子どもの内なる
声に共感し、子どもの魅力を発見す
る（保育付き）　
対子育て中の方、子どもに関わるす
べての方（８か月未満のお子さんは同
伴可）日①１１月１９日②１１月２６日③
１２月３日④１２月１０日、いずれも土曜
日午後１時３０分～３時３０分、全４回場
玉川学園コミュニティセンター内①
やってみよう！当事者研究②不登校
支援の現在地③こども哲学対話で子
どもの世界と出

で

逢
あ

う④子どもが聴い
てもらったと思える未来講①当事者
研究ファシリテーター・江連麻紀氏
②（特）リトリト・広田ゆう大氏③こ
ども哲学ファシリテーター・文平光
子氏④柏駅前なかやまメンタルクリ
ニック精神保健福祉士・後藤智行氏、
大妻女子大学教授・高橋ゆう子氏定
３５人（申し込み順）申１０月４日正午
～１１月６日にイベントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
２２１００４Ｂへ。保育希望者（１１月１９
日時点で８か月以上の未就学児、申
し込み順に６人）は併せて申し込み
を。

◇
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１
町田市子ども発達センター
２０２３年度認可通園入園児募集
　町田市子ども発達センターは、０
～１８歳未満のお子さんとその家族

を対象に、お子さんの発達相談に応
じています。２０２３年度の同センタ
ーへの認可通園（児童発達支援事業）
入園児を募集します。
対市内在住で、心身の発達に遅れや
障がいのある３～５歳児内①週５日通
園する療育グループ②幼稚園・保育
園等に通いながら週１日通園する療
育グループ申込締切日１１月７日㈪午
後５時まで／申し込みには事前の見
学説明会への参加が必要です
（２０２１年度に参加した方は不要）。
見学説明会の日程や参加
方法はまちだ子育てサイ
ト（右記二次元コード）を
ご覧ください。
問町田市子ども発達センター☎☎７２６
・６５７０
おうち時間をもっと楽しく！
絵本読み聞かせのコツを教えます
　絵本の選び方や読み方についてア
ドバイスします。
対０～２歳児を子育て中で、読み聞か
せの講座を受けたことがない保護者
日１１月１３日、２７日、いずれも日曜日
午前１０時３０分～正午、全２回場町田
市民文学館講よちよち屋店主・中本
茂美氏定１５人（申し込み順）申１０月
１日正午～１１月１１日午後５時に、電
話で同館へ。保育希望者（６か月～２
歳児、申し込み順に５人）は１０月１４
日までに併せて申し込みを（１１月上
旬の土曜日または日曜日に保育面談
有り）。
問同館☎☎７３９・３４２０
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
育て情報の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１０月１１日、１８日、２５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
情報の交換、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１０月
１６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１０月１日午前９時から電話で同セ
ンター（☎☎７２８・００７１）へ。
町田ファミリー・サポート・センター
子育てのお手伝いをしてみませんか
●保育サポート講習会　受講後、同
センターの援助会員（有償ボランテ
ィア）として登録し、活動していただ
きます。
対市内在住の保育サポートができる
満２０歳以上の方／妊婦の方は、安全
のため受講をご遠慮ください日・内
１１月１５日㈫、午前１０時～正午＝入
会説明会、午後１時～３時＝心・体の
発達と病気、１６日㈬、午前１０時～正
午＝子どもの食事、午後１時～３時＝
保育の心、１８日㈮、午前１０時～正午
＝子どもの発達と遊び、午後１時～４
時＝普通救命講習／初日に会員証に
貼付する写真（縦３㎝×横２．４㎝、裏
面にボールペンで記名、６か月以内撮
影）をお持ちください場町田商工会
議所費１５００円（普通救命講習の教材
費）申１１月７日までに電話またはＦＡ
Ｘで同センター（☎☎７０３・３９９０返
７３２・３１９３）へ。講習会の詳細は、同
センターへお問い合わせください。
問子育て推進課☎☎７２４・４４６８

保育士就職支援研修・就職相談会
　就職相談会には民間保育園がブー
スを出展します（履歴書不要、服装自

由、入退場自由）。また、オンラインで
就職支援研修をご覧いただけます
（視聴用ＩＤ・パスワードをメールで
送付予定）。
対都内保育園で就職を希望する保育
士資格をお持ちの方（または資格取
得見込みの方）日１０月２９日㈯午後２
時～４時場世田谷区民会館別館「三茶
しゃれなあどホール」（世田谷区）申
東京都保育人材・保育所
支援センターＨＰ（右記二
次元コード）で申し込み。
問同センター☎☎０３・５２１１・２９１２、
町田市子育て推進課☎☎７２４・４４６８

催し・講座催し・講座
デ ゴ イ チ 祭
　ナンバープレートを取り付けた実
物のＤ５１蒸気機関車や、実際に使わ
れた鉄道用品をご覧いただけます。
今年は５０回目を記念したセレモニ
ーも行います。詳細はま
ちだ子育てサイト（右記
二次元コード）をご覧く
ださい。
日１０月１６日㈰午前１０時～午後２時
３０分場子ども発達センター隣接地
／駐車場はありません内鉄道クイ
ズ、鉄道模型のＮゲージレイアウト
で運転の体験等
問児童青少年課☎☎７２４・４０９７

生涯学習センターまつり
●コロナに負けず　みんなで咲かそ
う　まつりの華　同センターで活動
する団体やサークルの熱いステー
ジ、工夫を凝らした展示、新たな体験
ができるワークショップなどがあり
ます（一部、材料費がかかる催し有
り）。来場者も参加できるプログラム
が充実しています。直接同センター
６階へおいでください。
日１０月２２日㈯、２３日㈰、午前１０時
～午後５時場同センター６・７階
問同センター☎☎７２８・００７１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

秋号を発行しました。
配布場所等の詳細は
こちら▶

市が所有している物件を一般競争入札で売却します
問市有財産活用課☎☎72４・21５1

原町田中央通り・原町田大通り社会実験２０２２

Ｍａｃｈｉｄａ Ｗｅｅｋｅｎｄ ＳＴＲＥＥＴ
問�原町田中央通りについて＝地区街づくり課☎☎72４・４2６６、��
原町田大通りについて＝産業政策課☎☎72４・３2９６

　入札参加案内、契約条件等の詳細
は、「市有物件売却のご案内」（市有財
産活用課〔市庁舎５階〕で配布、市ＨＰ
でダウンロードも可）をご覧くださ
い。郵送希望の方は早めにお問い合
わせください。

入札参加資格個人及び法人
入札日１１月８日㈫
場市庁舎
申１０月３日～２８日に直接市有財産
活用課へ。郵送の場合は１０月２１日
まで（必着）に提出してください。

　賑
にぎ

わいや交流にあふれるまちの実現に向けて、原町田中央通り及び原
町田大通りの沿道を活用した社会実験を実施します。期間中、
さまざまなお店やワークショップ等が日替わりで出店しま
す。詳細は市ＨＰ（右記二次元コード）をご覧ください。
実施期間１０月８日㈯～１１月６日㈰の金・土・日曜日及び祝日
場原町田中央通り（右下記地図内①）及び原町田大通り沿いポケットパー
ク敷地内（右下記地図内②）
【下記の５日間は沿道のお店も一緒にイベントを開催！】

●原町田大通り沿いポケットパー
ク　
　月～木曜日も休憩スペースとし
て利用できます。下記の６日間は付
近にキッチンカーが出店します。
日１０月８日㈯、２１日㈮、２９日㈯、
３０日㈰、１１月４日㈮、５日㈯、午前
１１時～午後５時

　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

売却予定物件
物件
番号 種 類 所在・地番 地 目 地積（実測）／㎡ 用途地域 建ぺい率

（％）
容積率
（％）

1 土地 相原町
1415番1 山林 3848.35 第一種低層

住居専用地域 40 80

※事情により売却を中止、または一部変更する場合があります。

開催日 内　容

10月8日㈯、9日㈰ わくわく町田歩き～町田大道芸に合わせて沿道でのパフォーマ
ンス、縁日等の開催

10月21日㈮ むかしなつかしマーケット～懐かしい商品を見つけて商店街の
魅力を再発見（協力店舗でシニア特典有り）

10月30日㈰ 通りまるごとハロウィン～ハロウィン仕様の商品販売、ワーク
ショップ等の開催

11月4日㈮ おいしいまち歩きＤay～テイクアウトや飲食物の日替わり出店
（飲食スペース有り）町田市役所

小田急線
町田駅 町

田
街
道

ＪＲ横浜線
町田駅

境川

原町
田大
通り

文学
館通
り

中央通り

１
２
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催し・講座催し・講座
堺 市 民 セ ン タ ー 祭 り
日１０月１５日㈯午前１０時～午後４時
ごろ、１６日㈰午前１０時～午後２時ご
ろ場同センター／車での来場はご遠
慮ください内相原地域の保育園・幼
稚園、小・中学校、その他団体による
発表（演奏、ダンス、踊り等）、展示（書
道、絵画、俳句等）、販売（手作りパン、
和菓子、フランクフルト、ポップコー
ン等）
問同センター☎☎７７４・０００３

ふ れ あ い 落 語
対６歳以上の方日１１月１５日㈫午後２
時３０分～３時３０分場堺市民センタ
ー出演古今亭志ん松、古今亭始定
１００人（申し込み順）費５００円（全席
自由）申１０月５日正午～１１月８日に
イベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード２２１００５Ｄ
へ。
問町田市民ホール☎☎７２８・４３００、町
田市堺市民センター☎☎７７４・０００３

なるせ駅前市民センターまつり
日１０月８日㈯午前１０時４５分～午後
４時、９日㈰午前１０時～午後３時場同
センター／車での来場はご遠慮くだ
さい内８日のみ＝舞台発表（吹奏楽、
レクダンス、太極拳、和楽器演奏、ハ
ーモニカ、合唱）、赤い屋根出店（とう
ふドーナツ等の販売）、町田市企画政
策課及び新たな学校づくり推進課に
よるブース出展、９日のみ＝原町田
スクエア出店（陶器、クッキーの販売
等）、両日＝展示（キルト、書道、フォ

ト俳句、日本刺
し

繡
しゅう

、ハワイアンキル
ト、絵画等）、町田市環境政策課によ
るブース出展
問同センター☎☎７２４・２５１１

ふ れ あ い コ ン サ ー ト
　弦楽四重奏のコンサートです。
対６歳以上の方日１１月１３日㈰午後２
時３０分から場なるせ駅前市民セン
ター出演里見莉衣乃（バイオリン）、
井上葵（バイオリン）、大竹温子（ビオ
ラ）、木村珠海（チェロ）定７７人（申し
込み順）費５００円（全席自由）申１０月
４日正午～１１月１０日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２２１００４Ｅへ。
問町田市民ホール☎☎７２８・４３００、町
田市なるせ駅前市民センター☎☎７２４
・２５１１
１０月１０日は「銭湯の日」
市内公衆浴場でラベンダー湯を実施
　当日ご入浴の方には、特製タオル
をプレゼントします。なお、大蔵湯
（木曽町５２２）は施設メンテナンスの
ため、後日実施します。詳細は、各浴
場へお問い合わせください。
日１０月１０日㈷午後４時～１１時場金
森湯（金森３－２２－２１）入浴料大人
５００円、小学生２００円、未就学児１００
円
問金森湯☎☎７９６・５９２６、大蔵湯☎☎
７２３・５６６４、町田市産業政策課☎☎
７２４・３２９６

小 野 路 宿 里 山 交 流 館
●①創業祭　
日１０月２日㈰午前１０時～午後２時内
野菜市、屋台、ビンゴ大会

●②秋のフットパスガイドウォーク　
日１０月１８日㈫午前１０時～午後３時
／集合は別所バス停（小野路町）です
内小野路周辺の里山を歩く
●③秋の里山野草観察会　
日１０月２８日㈮午前９時３０分～午後
１時講森林インストラクター・池田
倫子氏

◇
定②③各１５人（申し込み順）費②③
各１５００円（保険料、昼食代）申①直
接会場へ②１０月５日正午～１４日③
１０月６日正午～２４日に、イベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード②２２１００５Ｅ③２２１００６
Ｂへ。
問同館☎☎８６０・４８３５

や き も の 体 験 講 座
●スープ皿を作ろう　粘土ひもを使
って、好きな形のスープ皿（口径１６
㎝程度）を１人１枚作ります。講師が
釉
ゆう

薬
やく

を掛け、焼成し、完成品は約１～
２か月後に着払いで郵送します。
対市内在住の５歳以上の方（小学４年
生以下は保護者同伴、１グループ３人
まで、見学のみの参加は不可）日１１
月６日㈰、午前１０時～正午、午後２時
～４時（各回とも同一内容）場木曽森
野コミュニティセンター講ｋａｍａｋｕ
ｒａ山陶芸工房主宰・檀上尚亮氏定各
１０人（抽選、結果は当選者に１０月２１
日ごろまでに電話で連絡）費１人
１０００円（送料別）申１０月５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
２２１００５Ｃへ。
問市立博物館☎☎７２６・１５３１
芹ヶ谷公園
緑の物語をつくるワークショップ
　芹ヶ谷公園の緑をテーマに、現地
散策も交え、グリーンマップなどを
活用しながら、公園の緑や公園でや
ってみたいことについて話し合いま
す。申込方法等の詳細は市
ＨＰ（右記二次元コード）を
ご覧ください。
日１０月２９日㈯午前１０時から場国際
版画美術館講麻布大学准教授・村山
史世氏
問公園緑地課☎☎７２４・４３９７

まちいきヘルパー養成研修
対全回出席でき、市内の訪問介護事
業所でまちいきヘルパーとして働く
意志のある１８歳以上の方日１１月１７
日、２４日、１２月１日、８日、いずれも木
曜日午前９時３０分～午後４時３０分、
全４回（１１月２４日のみ午後４時まで）
／研修最終日には、訪問介護事業所
による就職説明会を開催します場町
田商工会議所内講義や演習で、まち
いきヘルパーとして必要な知識や技
能を習得（計２０時間程度）定３０人
（申し込み順）費１３２０円（テキスト
代）申１１月４日までに電話で町田市
介護人材開発センター（☎☎８６０・
６４８０）へ（同センターホームページ
〔下記二次元コード〕で申し込みも
可）／研修内容、当日の詳細
は同センターへお問い合わ
せください。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６
デジタルデバイド講習会
は じ め て の ス マ ホ 体 験
　貸し出し用のスマートフォンを実
際に操作しながら、分かりやすく学
べます。利用経験、利用機種、携帯会
社に関係なく参加できます。なお、
２０２２年３月に実施した講習会と同
一内容のため、前回参加した方はご
遠慮ください。
対スマートフォンを持っているが使
いこなせない方やこれから使いたい
方日①１０月１８日㈫②１０月２７日㈭
③１１月６日㈰、午後２時～４時ごろ／
各回とも同一内容場中央図書館講ス
マホ教室認定講師定各２０人（抽選）
申１０月４日正午から①１０月１０日ま
で②１０月１７日まで③１０月２４日ま
でにイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
２２１００４Ｄへ（申し込みは２人まで）。
問中央図書館☎☎７２８・８２２０

日 曜 朝 市
　市内の認定農業者が作った町田産
新鮮野菜の販売です。
日１０月２日、１１月６日、いずれも日曜
日午前７時～８時（売り切れ次第終
了）場教育センター駐車場
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

芹ヶ谷公園パークミュージアム

Ｆｕｔｕｒｅ Ｐａｒｋ Ｌａｂ ２０２２ Ｏｃｔｏｂｅｒ
問文化振興課☎☎７２４・２１８４

町田時代祭り２０２２
問町田時代祭り実行委員会事務局（町田市観光コンベンション協会内）

☎☎７２４・１９５１、町田市観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８

　芹ヶ谷公園の将来の姿を想像・
創造するイベントを開催します。
詳細は市ＨＰ（右記二次元
コード）をご覧くださ
い。
【つながりマルシェ】
　地域の大学生が中心となって企
画した交流イベントです。
日１０月１５日㈯午前１０時～午後４
時

場芹ヶ谷公園多目的広場
【未来のミュージアムショップグッ
ズ】
　玉川大学芸術学部の学生が企画
制作した「（仮称）国際工芸美術館
にあったらいいな！」と思うミュー
ジアムグッズを特別販売します。
日１０月１５日㈯午前１０時～午後４
時
場国際版画美術館入口付近

　甲
かっ

冑
ちゅう

姿の武士が練り歩く時代
行列や砲術、流

や ぶ さ め

鏑馬などの演武を
行います。
日１０月２３日㈰午前１１時～午後３
時３０分（小雨実施）

時代行列

時間午前１１時から
コースぽっぽ町田～原町田中央通
り～一番街～パークアベニュー～
原町田中央通り～文学館通り～町
田街道～芹ヶ谷公園
【時代行列の参加者を募集】
○集え！現代の鎌倉武士　
　本格的な時代衣装に身を包み、
町田の街を歩きませんか。
参加費甲冑３万円、直

ひた

垂
たれ

１万円、着
物５０００円から／昼食付き
○和装をテーマとしたコスプレイ
ヤーの参加も歓迎　
　時代行列に参加し、芹ヶ谷公園
内で撮影会を実施します。
定１００人（申し込み順）
参加費２０００円

※時代行列に参加するコスプレイ
ヤーの撮影を主目的として来場す
る方は、カメラ撮影登録を行って
ください。また、会場内のカメラ席
で三脚を使用する撮影も登録が必
要です（登録料は２０００円）。カメ
ラ撮影証をお渡しします。詳細は
お問い合わせください。

◇
申１０月１１日（カメラ撮影登録は
２０日）までに電話で町田時代祭り
実行委員会事務局へ。

芹ヶ谷公園での催し

開会式＝正午から
砲術＝午後０時１５分から
古武術演武＝午後０時４０分から
居合抜刀＝午後１時１０分から
流鏑馬＝午後１時４０分から
※ペットを連れての入場はできま
せん。花火、無人航空機（ドローン）
の持ち込み・使用はご遠慮くださ
い。

　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。

【10月～12月の開催日】
日程１０月９日㈰、１１月１３日㈰、
１２月１１日㈰／事前予約制

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

　１日目は星空観望、２日目は天文台を見学します。詳細は自
然休暇村ＨＰ（右記二次元コード）をご覧ください。

せせらぎの里せせらぎの里  町田市自然休暇村町田市自然休暇村 問自然休暇村
☎☎0267・99・2912

ご参加を 11月12日㈯～13日㈰11月12日㈯～13日㈰
星空観望ツアー星空観望ツアー
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ピー性皮膚炎の心配がある乳幼児の
保護者、市内の給食施設の職員日１０
月２８日㈮午後２時～３時内食物アレ
ルギーとアトピー性皮膚炎に関する
基礎講話、アトピー性皮膚炎のスキ
ンケアの実演講（独）国立病院機構相
模原病院小児科・永倉顕一医師、同病
院小児アレルギーエデュケーター・
吉田玲子氏定オンライン＝５０人、会
場＝５人／申し込み順申１０月１５日
までにまちだ子育てサイトで申し込
み。詳細はまちだ子育て
サイト（右記二次元コー
ド）をご覧ください（会場
受講を希望する場合のみ電話で保健
予防課へ）。
問保健予防課☎☎７２２・７９９６
１１月講座
さ が ま ち カ レ ッ ジ
　詳細は講座案内チラシ（生涯学習
センター、各市民センター、各市立図
書館等で配布）をご覧ください（さが
まちコンソーシアムＨＰでダウンロ
ードも可）。
●ハンドベル集中講座～天使のハー
モニーを楽しむ　イングリッシュハ
ンドベルを使ってハンドベルの持ち
方から演奏まで行います。
日１１月９日㈬午後２時～４時、１０日
㈭午前１０時～午後４時、全２回場町
田市生涯学習センター講元玉川大学
通信教育部助教・千葉佑氏定１６人
（抽選）費６５００円申講座案内チラシ
裏面の受講申込書に記入し、１０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）。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
かしの木山自然公園
自 然 観 察 会
●秋の生きもの
日１０月１６日㈰午前９時３０分～１１時
（雨天中止）場同公園／集合は同公園

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
●知られざる鶴川地区の縄文文化
鶴川団地造成に伴い、半世紀以上前
に発掘された鶴川遺跡群の約５０００
年前の拠点集落と、後に大英博物館
でも展示された香炉形の異形台付土
器（約３６００年前）を中心に、元町田
市教育委員会の学芸員・川口正幸氏
が語ります。
日１０月１９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２５人
（先着順）
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１
町田市農業研修事業
さ つ ま 芋 収 穫 体 験
　市では、２年間の農業研修を修了
した方に、農業経営のノウハウの習
得などを目的としたフォロー研修を
行っています。研修生が育てたさつ
ま芋を収穫しませんか。収穫したさ
つま芋は持ち帰れます。なお、新鮮野
菜も販売予定です。
対市内在住、在勤、在学の方（小学生
以下は保護者同伴）日１０月３０日㈰、
午前９時～１０時、午前１０時３０分～
１１時３０分（雨天中止）／各回とも同
一内容です場町田市農業研修第２圃

ほ

場（小野路町）／後日、詳細地図を送
付します定各１０組（申し込み順、１組
４人まで）費１口５００円（１組３口ま
で）／１口さつま芋５～６本程度です
（当日までの栽培状況により変更に
なる場合有り）申１０月６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
２２１００６Ａへ。
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

アレルギー教室（オンライン開催）
●専門医が教える！食物アレルギー
とアトピー性皮膚炎の最新情報と正
しい対処法　オンライン（Ｗｅｂｅｘ）で
の受講が難しい場合は、会場（市庁舎）
で受講できます。保育はありません。
対市内在住の食物アレルギーやアト

管理事務所前です。駐車場はありま
せん。
問同公園☎☎７２４・１６６０
町田市×日本弁理士会関東会
知 財 マ ッ チ ン グ セ ミ ナ ー
●新事業にチャレンジしたい方必見
他者との連携や知見活用による新商
品・新サービス開発　オンライン（Ｚ
ｏｏｍ）で開催します。「新たな商品を
開発したいけれど、どうしたらよい
か分からない」という疑問を抱える
方向けに、市内事業者の体験談を交
えて紹介します。詳細は
市ＨＰ（右記二次元コー
ド）をご覧ください。
日１０月２１日㈮午後３時～４時４０分
講明立特許事務所弁理士・深澤潔氏、
（株）オンザウェイ執行役員・照屋直
亮氏定２０人（申し込み順）申１０月４
日正午～１９日にイベシスコード
２２１００４Ａへ。
問産業政策課☎☎７２４・３２９６

町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
●出張・就労相談会ｉｎ玉川学園コミ
ュニティセンター　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
１０月２６日㈬午後１時３０分～４時場
玉川学園コミュニティセンター２階
多目的室２申同バンクＨＰ
（右記二次元コード）で申
し込み（予約無しでの参
加も可）。
問同バンク☎☎８６０・６４８０（受付時間
＝祝休日を除く月～金曜日の午前９
時～午後５時）、町田市いきいき総務
課☎☎７２４・２９１６
消費生活センター・東京都共催講座
く ら し に 役 立 つ 学 習 会
●気になるキャッシュレス、そのメ
リットや注意点は　商品を購入する
時、現金以外にもスマホ決済、クレジ
ットカード、電子マネー等、さまざま
な方法があります。それぞれの特徴
と使い分けのコツ、インターネット
ショッピングも含めたキャッシュレ
スの実情について解説します。
対市内在住、在勤、在学の方日１１月
１１日㈮午後１時～３時場町田市民フ
ォーラム講消費者決済研究所代表・
長谷川恭男氏定２０人（申し込み順）

申１次受付＝１０月１日正午～４日午
後７時にイベシスコード２２１００５Ｂ
へ／２次受付＝１０月５日正午～１１月
６日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）またはイベシスへ。保育希望
者（１歳以上の未就学児、申し込み順
に２人）は１０月３０日までに併せて申
し込みを。
問同センター☎☎７２５・８８０５

　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

鶴 間 公 園
●青空ちょいトレ
対１６歳以上の方日第２・４水曜日、午
前１１時３０分～午後０時１５分定各１４
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１１月８日～１２
月２２日（１１月２３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・木コース各５６００円
（各全７回）、水コース各４８００円（各
全６回）申往復ハガキに必要事項を
明記し、１０月２７日まで（必着）に同
プールへ。
問同プール☎☎７９２・７７６１
気軽に体力状態チェック！
市 民 体 力 テ ス ト
　タオル・室内シューズを持参し、運
動ができる服装でおいでください。
飲み物を持参する場合はふた付きの
容器に入れて持参してください。
日１０月８日㈯午前９時～午後２時３０
分（受け付けは午後１時３０分まで）場
市立総合体育館内健康測定会（体組
成測定・脳年齢測定）、親子でニュース
ポーツ体験（ボッチャ等）／詳細は同
館ＨＰをご覧いただくか、
同館（☎☎７２４・３４４０）へお
問い合わせください。
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

情報コーナー情報コーナー
●（一社）東京バス協会～東京都シル
バーパス新規購入のご案内
　７０歳以上の都民の方は、都内を運
行している民営バス等を利用できる
「東京都シルバーパス（２０２３年９月
３０日まで有効）」を購入することが
できます（毎年９月に更新が必要）対
・費７０歳以上の都民の方（寝たきり
の方を除く）で、①住民税が課税で前
年の合計所得金額が１３５万円を超え
る方＝２万５１０円②住民税が非課税
または前年の合計所得金額が１３５万
円以下の方＝１０００円／②の合計所
得金額は、税法上の合計所得金額を
指します。長期譲渡所得または短期
譲渡所得に係る特別控除（令和３年
分）がある場合は控除します申住所
・氏名・生年月日を確認できる書類
と、②は所得が確認できる書類（住民
税課税非課税証明書等）をお持ちの

うえ、直接、神奈川中央交通町田営業
所・町田駅前サービスセンター・町田
ターミナルサービスセンター等の都
内シルバーパス取扱窓口へ（必要書
類に不足がある場合は手続きできま
せん）。特別控除の適用がある場合
は、必要書類が異なる場合がありま
すので、お問い合わせください問同
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）
●東京労働局～東京都最低賃金改定
のお知らせ
　東京都最低賃金（地域別最低賃金）
は時間額１０７２円に改定されまし
た。都内で働くすべての労働者（都内
の事業場に派遣中の労働者を含む）
に適用されます問同局労働基準部賃
金課☎☎０３・３５１２・１６１４、八王子労
働基準監督署町田支署☎☎７１８・
８６１０、東京働き方改革推進支援セ
ンター錆０１２０・２３２・８６５

　写真が発明された１８３９年から、写
真印刷が実用化される１９世紀末ま
での、版画と写真の関係を作品と関
連資料約１８０点で探る展覧会です。
会期１０月８日㈯～１２月１１日㈰
休館日月曜日（１０月１０日は開館し、
１１日は休館）
開館時間火～金曜日＝午前１０時～
午後５時、土・日曜日、祝休日＝午前
１０時～午後５時３０分（いずれも入場
は閉館３０分前まで）
場同館企画展示室
費一般９００円、高校・大学生４５０円、
中学生以下無料
※１０月８日㈯、１１月３日㈷は入場無
料です。また、１０月２６日㈬、１１月２３
日㈷はシルバーデーのため、６５歳以
上の方は無料です。
関連イベント──────────
　詳細は同館ＨＰ（右記二次
元コード）をご覧ください。
〇１０月２２日㈯＝ゆうゆ
う版画美術館まつり連携イベント　

「大事な写真をケースに入れよう」
〇１０月２９日㈯、１１月２０日㈰＝学芸
員によるギャラリートーク
〇１１月５日㈯＝記念講演会「１９世紀
の写真技術～発明から普及まで」
〇１１月１２日㈯＝プロムナード・コン
サート「２×２＝４Ｈａｎｄｓ　ピアノデ
ュオ４つの手で奏でる音色の世界」

「版画×写真　１８３９－１９００」展
問市役所代表☎☎７２２・３１１１、国際版画美術館☎☎７２６・２７７１、０８６０

アンリ・トゥールーズ＝ロートレック《写
真家セスコー》１８９６年、リトグラフ、国立
西洋美術館

同時開催
ミニ企画展「内海柳子とデモクラ
ートの作家たち」
会期１２月１８日㈰まで
場同館常設展示室
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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

１０月
１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

２日㈰

午前9時～午後5時 内科

かどわきクリニック（つくし野４-9-8） ☎☎７99・２２０２

内山胃腸科（旭町１-１5-２3） ☎☎７２8・１3７１

こじま内科（小山町3２４5-１） ☎☎７７０・２5１3

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
南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

3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

４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

5日㈬ 午後７時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

６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

７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

8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

9日㈰

午前9時～午後5時
内科

大村内科医院（成瀬台3-8-４） ☎☎７２１・２００１

伊藤診療所（鶴川４-35-２） ☎☎７35・０１６６

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

１０日㈷

午前9時～午後5時

内科 たけいち内科クリニック（小川１-１４-１）☎☎85０・６555

内科
小児科 小泉医院（玉川学園２-5-２４） ☎☎７２5・8４１１

内科 やました内科・脳神経クリニック（山崎町２０55-２）☎☎７9４・６3２７

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

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 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 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

１3日㈭ 午後７時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

１４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

１5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

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

１６日㈰

午前9時～午後5時
内科

はなみ内科（鶴間１-１9-35） ☎☎７9６・１１１１

こばやしクリニック（原町田６-3-3） ☎☎７１０・3１83

Ｄｒ．はん診療所（図師町１７8２） ☎☎７89・７２７０

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 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

町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

１７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

１8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

１9日㈬ 午後７時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

２０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

２１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

２２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

２3日㈰

午前9時～午後5時 内科

吉野医院（金森２-１２-3１） ☎☎７２２・5７２9

原町田さわだ内科・泌尿器科（原町田６-２9-3）☎☎85１・７8１8

玉川学園土屋クリニック（南大谷２１9-２3）☎☎７２9・5２２8

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

２４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

２5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

２６日㈬ 午後７時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

２７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

２8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

２9日㈯ 午後１時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

3０日㈰

午前9時～午後5時
内科

園田クリニック（南成瀬１-8-２１） ☎☎７39・７3２２

薬師台おはなぽっぽクリニック（薬師台１-２5-１２）☎☎７3７・７3７3

内科
小児科 小出クリニック（木曽東１-１5-４０） ☎☎７２１・２9１8

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

多摩丘陵病院（下小山田町１４9１） ☎☎７9７・１5１１

3１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

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　１０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。


