
　町田市観光コンベンション協会
Twitterや西園Instagramでも情報
発信しています。町田薬師池公園四季彩の杜を訪れたら、ぜひ
＃町田薬師池公園四季彩の杜、＃いいことふくらむまちだの
ハッシュタグをつけてSNSに投稿してみてください。

SNSでも情報発信中‼
Twitter

Instagram

What's 町田薬師池公園四季彩の杜
　「町田薬師池公園四季彩の杜」は、薬師池、リス園、ダリア園、
西園、ぼたん園、七国山など、豊かな自然環境、歴史・文化など
が存在する町田を代表する観光エリアです。その敷地は、東京
ドーム３つ分ほどです。四季折々の魅力を楽しみに多くの方
が訪れており、２０２１年度は１２５万人もの方にご来園いただ
きました。
問観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８

2面ではこの秋楽しめるさまざまなイベントをご紹介します

今も未来も大切に

町田市のＳＤＧｓ

これからの季節は
ダリア・紅葉が
見頃です‼

町田薬師池公園四季彩の杜の を魅力魅力
お聞きしました

今号の紙面から 　●３面　「（仮称）子どもにやさしいまち条例」を考えるためのアンケートにご協力ください　●５面　町田市国民健康保険の財政状況をお知らせします
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北駐車場

薬師ヶ丘バス停

東第１駐車場

東第２駐車場

薬師池バス停

今井谷戸バス停

四季彩の杜西園前
（10月16日から停車）西園駐車場

コンビニ

10月15日土～11月30日水

　10月29日から開催予定の第2弾では、四季彩の杜
が舞台のひとつになります。詳細は市HP（右記二次
元コード）をご覧ください。

まちだ謎謎解きゲーム開催中

問 町田ツーリストギャラリー ☎☎850・9311
　 町田市観光まちづくり課 ☎☎724・2128

　町田薬師池公園四季彩の杜では、この秋、町田の自
然を楽しみ体験できるさまざまなイベントを実施し
ます。
　掲載しているイベントの申込方法等の詳細は、町
田市観光コンベンション協会HP（上記二次元コード）をご覧くだ
さい。

見
る

紅葉まつり
　秋は薬師池の紅葉が見頃を迎えま
す。紅葉ライトアップのほか、秋を楽し
むイベントを実施します。
日程 11月1日㈫～30日㈬ 会場 薬師池

関
連
イ
ベ
ン
ト

イベント名 日　時
紅葉ライトアップ 11月15日㈫～30日㈬、午後5時～8時
菊花展 11月1日㈫～ 6日㈰、午前8時30分～

午後４時（最終日は正午まで）
まちだ観光案内人による
園内ガイドウォークツアー

11月3日㈷～27日㈰の
土・日・祝日、午前10時から、正午から

薬師堂 天井絵公開 10月29日㈯～11月6日㈰

カラーサンド寄せ植えアレンジメント
　原木しいたけの摘み取り体験、カラーサンド
を使った観葉植物の寄せ植えを行います。

日程 11月6日㈰ 

費用 2４00円
会場 ダリア園

NIGHT PICNIC CINEMA
　一夜限りの公園映画館です。上映
作品は「僕のワンダフル・ライフ」。

日時 10月22日㈯
午後６時～７時30分ごろ

会場 西園

デジタル掛け軸
　世界的なデジタルアーティスト・
長谷川章氏による映像掛け軸を旧永
井家住宅に映し出します。

日時 11月22日㈫～27日㈰
午後5時～8時

会場 薬師池

体
験
す
る

　米袋を使ったバッグ
や、町田産野菜で「映え
る」本格パエリアを作
ります。イベントは事
前申し込み制です。
　また、11月3日㈷は
お米とごはんのお供を
販売します。

お米市

費用 1500円
日程 11月5日㈯ 会場 薬師池

⃝�まちだの野菜がいっぱい入る
米袋エコバッグ

日程 11月19日㈯
会場 七国山ファーマーズセンター
費用 3500円

⃝七国山で“映
バ

エリア”

　講師と一緒に園内を巡りながら撮影します。
秋の薬師池公園で撮影会 日程 11月26日㈯

会場 薬師池

　七国山地区で栽培している菜種の油しぼり
見学・菜種油の販売をします。また、秋遊び期
間中はアンケート回答者に菜種をプレゼント
します。

なたね油しぼり・実演販売

日程 10月15日㈯、
11月19日㈯

会場 ふるさと農具館

　旧荻野家住宅内で着付けをし、着物
で薬師池公園を散歩します。申込方法
等の詳細は、市HPをご覧ください。

日
時

11月2６日㈯
午後1時30分～5時
(小雨実施)

薬師池の秋満喫さんぽ着物で楽しむ

まだまだ楽しみが盛りだくさん！その他の催し
会　場 イベント名 日　程 概　要 費　用

見
る

薬師池

まちだのーと 町田の音 11月20日㈰ 町田市とその近郊に通う学生による音楽ステージ
　　　

四季彩ぶんか祭 11月3日㈷～27日㈰の土・日・祝日 市内中学生の吹奏楽や書道パフォーマンス
COSSAN 11月19日㈯、20日㈰ お気に入りのコスプレでの参加や撮影　※事前申込制 2800円

食
べ
る

やきいもバル 11月12日㈯、13日㈰、19日㈯、20日㈰、
22日㈫～27日㈰ 壺

つ ぼ

焼き芋や町田産焼き芋、ホットワインの販売
　　　

薬師のキッチン 11月3日㈷～30日㈬ バラエティー豊かなお店やキッチンカーが大集合

体
験
す
る

リスのランタンづくり 11月19日㈯ 羊毛フェルトと落ち葉でオリジナルランタン作り　※事前申込制 1100円
薬師堂で自分だけの香りづくりと座禅体験 11月23日㈷ お香をたいた本堂で座禅とオリジナル匂い袋作り　※事前申込制 3000円

JRミニ電車運行 11月27日㈰ 人気車両のミニ電車の乗車体験
　　　

西園 パークフェスト894 10月29日㈯～11月13日㈰ アートにちなんだワークショップや展示、イベント
リス園 リスのおうちをつくろう 10月29日㈯、11月26日㈯ リスの巣箱作り 1500円

2 2022．10．15 市外局番の記載のない電話番号等の市外局番は（042）です
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募　集募　集
２０２３年度　町田市私立幼稚園等
園 児 募 集
　詳細は各私立幼稚園等へお問い合
わせください。子ども・子育て支援新
制度移行園の詳細は、まちだ子育て
サイトをご覧ください。
問保育・幼稚園課☎☎７２４・２１３８

お知らせお知らせ
Ｊアラート（全国瞬時警報システム）の試験放送
緊 急 地 震 速 報 訓 練
　推定震度５弱以上の地震の際に発
信する緊急地震速報を、町田市防災
行政無線屋外拡声スピーカーで市内
全域に放送する訓練です。なお、災害
等の発生により、予告なく中止とな
る場合があります。

日１１月２日㈬午前１０時ごろ
問防災課☎☎７２４・３２１８　
届かない方はご連絡を
就 学 時 健 康 診 断 通 知 書
　来年４月に小学校に入学する児童
（２０１６年４月２日～２０１７年４月１日
生まれのお子さん）の健康診断を、
１０月下旬～１１月末日に各市立小学
校で行います。対象の方には、通知書
を１０月５日ごろに届くようお送りし
ました。まだ通知書が届いていない
方は、ご連絡ください。　
問保健給食課☎☎７２４・２１７７

町田市菊花展の出品者を募集します
　薬師池公園で１１月１日～６日正午
に開催する「町田市菊花展」の出品者
を募集します。
出品条件市内在住である／菊花展出
品規定（申込書と併せて配布）に従う

ことができる／１０月３１日㈪午前中
に搬入し、１１月６日㈰正午に搬出で
きる／開催期間中、水やり等の管理
ができる申「町田市菊花展出品申込
書（一般用）」（公園緑地課〔市庁舎８

階〕で配布）に記入し、１０月２４日ま
でに直接町田市菊花展事務局（公園
緑地課内）へ。
問公園緑地課☎☎７２４・４３９９

肺がん検診のご案内
問健康推進課☎☎725・5178

　市では、「子どもの権利」を保障
し、子どもが安心して暮らすことが
できるまちとなるように、「（仮称）
子どもにやさしいまち条例」の制定
に向けて、検討を行っています。
　市民の皆さんの意見の反映と、
今後の子ども施策の参考とするこ
とを目的に、市内の小・中学生と高
校生合わせて１５００人、無作為に
抽出した１８歳以上の市内在住の
方２０００人を対象としてアンケー
トを実施しています。
　また、アンケートを依頼している方
以外にも幅広くご意見をいただくた

め、ＷＥＢミニアンケートを実施します。
　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。
対郵送または学校で実施している
アンケートに答えておらず、次の
いずれかに該当する方　①市内在
住、在学の小学３年生～中学生②
市内在住、在学の高校生または
２０２２年４月１日現在、１５～１７歳
の方③市内在住の１８歳以上の方
④市内在勤の子ども・子育て支援
に関する事業者・従事者
実施期間１０月２５日まで

　町田市に住民票があり、ご加入の健康保険や勤務先、学校、人間ドック
などで受ける機会のない方のみ実施期間内に１回受けられます。
　実施医療機関、自己負担金免除（注１）等については、市ＨＰ(下記二次元
コード）、市役所代表（☎☎７２２・３１１１）でもご案内しています。

検診内容

費用（自己負担額） 胸部エックス線検査のみ＝1500円胸部エックス線検査＋喀
かく

痰
たん

細胞診＝2000円

検診内容
質問、胸部エックス線検査
喀痰細胞診（50歳以上かつ喫煙指数600以上（注2）の
方が対象）

対象
（2023年3月31日時

点）
40歳以上の方

受診期間 10月24日～2023年2月28日
申請方法 下記二次元コードから実施医療機関を選び、直接

医療機関へ申し込み（受診券はありません）。

実施医療機関一覧
及び市ＨＰ

注1　�自己負担金が免除となる方� �
�下記の項目①～③のうち、いずれかに該当し、かつ受診時に下記証
書を提示した方（受診後の申請不可）� �
①2021年度住民税非課税世帯の方…「町田市成人健康診査受診券」
または「自己負担金免除申請審査結果通知書（事前に申請が必要）」� �
②生活保護受給者…「町田市成人健康診査受診券」または「保護受
給証明書」� �
③中国残留邦人等支援給付受給者…「町田市成人健康診査受診券」
または「中国残留邦人等支援給付受給証明書」

注2　�喫煙指数：1日平均喫煙本数×喫煙年数（例：1日20本×30年＝600）�

◀実施
　医療機関 ◀市HP

考 え て み よ う！
子 ど も の 権 利

問�子ども総務課☎☎72４・287６

「（仮称）子どもにやさしいまち条例」を考えるための
アンケートにご協力ください

　月初めに急に寒くなり驚きまし
た。行きつ戻りつの季節もいよいよ
本格的に秋になりました。風に流れ
てくることでそれと知るキンモクセ
イの香り。なぜかホッとする、夏の暑
さに身構えていた体の緊張がほぐれ
る、やさしい香りでもあります。
　知り合いの方から栗をいただき、苦
労して鬼皮をむき、栗ご飯にしまし
た。今年は、ザクロの実りが少なく、ち
ょっと寂しい気がしていましたが、栗
の実から元気のもとをいただきまし
た。エゴの木の実も半分以下の数に減
りました。ヤマガラだけではなく、シジ
ュウカラやキジバトも来ています。と
くに、キジバトは、樹上だけでなく下
に落ちた実もせっせと食べています。
　３年ぶりに、「町田時代祭り」が開
催されます。新型コロナウイルス感
染症の第７波もようやく収まりつつ
あります。そうした中、町田時代祭り
実行委員会では、１０月２３日㈰に開
催することを決定しました。

　町なかを歩く時代行列も復活しま
す。行列の到達する芹ヶ谷公園では砲
術、古武術演武、居合抜刀そして流

や ぶ さ め

鏑馬
も例年のように行われ、鎌倉以来の歴
史を感じさせる祭りになります。また、
市内外の方に人気の、「和装」のコスプ
レイヤーも時代行列に加わります。
　月が替わりますが、１１月１２日㈯
には町田シバヒロ会場で、１３日㈰に
は町田シバヒロ会場と原町田大通り
会場で、こちらも３年ぶりに「キラリ
☆まちだ祭２０２２」が開催される予
定です。町の賑

にぎ

わいは、コロナの影響
からの回復へと進みつつあります。
　当面は、ウィズコロナ、コロナとの
共存の形ですが、市民・企業の皆さん
とともに、地域経済の活性化と市民
生活の安心・安定に向けて市政を進
めていきたいと思います。

町田時代祭りの流鏑馬

カワセミ通信
１８７

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

新型コロナウイルス関連情報
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 ▲�最新情報は市HP
をご覧ください

■新型コロナウイルス感染症の発生届の対象者が以下のいずれかに該当
する方に限定されています
　①65歳以上の方　②入院が必要な方（基礎疾患等により、入院の必要が
生じる可能性がある方を含む）　③重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ
治療薬の投与が必要な方。重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹

り

患
かん

によ
り新たに酸素投与が必要な方　④妊婦
　届け出の対象の方は、保健所からSMS等で療養のご案内をします。
　届け出の対象外の方は、保健所からの連絡はありません。配食サービスや
パルスオキシメーターの貸し出し、東京都フォローアップセンターによる
健康観察を希望する場合は、東京都陽性者登録センターへ登録してくださ
い。
　体調不安など療養中の相談は自宅療養サポートセンター（うち
さぽ東京〔錆０１２０･６７０･４４０／２４時間受付〕）へご連絡ください。

■町田市コロナワクチン特別号その４を配布しました
　オミクロン株対応２価ワクチンの接種時期や接種券の配達時期などの情
報を掲載していますので、ぜひご覧ください。

■町田市でのノババックスの接種は9月で終了しました
　ノババックスの接種を引き続きご希望の方は、都の大規模接
種会場をご利用ください。都の大規模接種会場の詳細は、東京
都福祉保健局ＨＰ（右記二次元コード）をご覧ください。

▲うちさぽ
　東京

▲東京都
　福祉保健局



4 2022．10．15 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
市 税 納 期 限 の お 知 ら せ
　１０月は、「市・都民税、国民健康保
険税」の納付月です。
問納税課☎☎７２４・２１２１
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〕）。
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日①１０
月２２日㈯②１０月２３日㈰③１０月２９
日㈯④１０月３０日㈰、①〜③午前１０
時〜午後５時④午前１０時〜午後３時
場①②ＭｒＭａｘ町田多摩境ショッピ
ングセンターイベントスペース（小
山ヶ丘６－１－１０）③④アメリア町
田根岸ショッピングセンター２階イ
レブンカット前（根岸２－１８－１）
問市民課☎☎８６０・６１９５

まちだ３Ｒ賞の申請を受け付けています
　ごみの減量や資源化等に積極的か
つ組織的に取り組んでいる事業所
を、町田市の一般廃棄物の減量に寄
与したものとして表彰します。表彰

された事業所は、市ＨＰ等で紹介しま
す。対象や申請条件等の詳細は、市Ｈ
Ｐをご覧ください。
問環境政策課☎☎７９７・０５３０
受け付けています
令和４年８月３日からの大雨災害義援金
　日本赤十字社では、令和４年８月３
日からの大雨災害義援金を２０２３年
３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００１９０－２－５１５１３６加入
者名日赤令和４年８月３日からの大雨
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）２７８７５８５、三菱ＵＦＪ銀行やま
びこ支店（普）２１０５５８３、みずほ銀
行クヌギ支店（普）０６２０５６１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

シニアシニア
高齢運転者安全運転教室
　この機会にご自身の運転を見直
し、改めて安全運転について考えて
みませんか。なお、運転免許証の更新
時に受講が義務付けられている法定
講習とは異なります。町田ドライヴ
ィングスクールの送迎バス（町田駅
発のみ）がご利用いただけます。運行
時間、乗車場所については同スクー
ルＨＰをご覧ください。
対市内在住の車を運転する６５歳以
上の方日１１月１７日㈭午前９時〜午
後０時３０分場同スクール（南大谷）内
交通安全講話、運転適性検査、実車走
行等定２４人（抽選、結果は１１月１０日
ごろ郵送）申１０月１８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
２２１０１８Ｂへ。
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３

長寿の秘
ひ

訣
けつ

は健
けん

口
こう

ライフ！ミニ講座
オーラルフレイルについて
　オーラルフレイルとは、加齢に伴
って噛

か

む・飲み込む・話すための口の
機能が衰えることです。オーラルフ
レイルの予防法を学びませんか。開
催日程や申込方法等の詳細は、１０月
１５日発行の「みんなの健康だより特
別号」（新聞折り込みのほか、各市民
センター等で配布）をご覧ください。

問保健予防課☎☎７２５・５４３７

地 域 介 護 予 防 教 室
●絵手紙でつながろう　絵手紙を習
います。講座終了後も、受講した仲間
でつながり、活動を続けます。また、
運動や認知症予防についても学ぶこ
とができます。
対市内在住のおおむね６５歳以上の
方日１１月１０日、１７日、２４日、１２月１
日、いずれも木曜日午後２時〜４時、
全４回場南第３高齢者支援センター
定１５人（申し込み順）申１０月１５日午
前９時〜１１月９日午後５時に電話で
南第３高齢者支援センター（☎☎７２０・
３８０１）へ。当日及び講座については
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

催し・講座催し・講座
アクティブ福祉ｉｎ町田ʼ２２
　医療・介護・福祉現場や地域活動に
おける日頃の取り組みや実践・研究
を発表する大会を開催します。
日・内１１月９日㈬、①実践・研究発表
大会、介護川柳とまちけあキッズの
掲示＝午前１０時３０分〜午後３時３０
分②介護の仕事相談・求職登録会＝
午前１１時〜午後３時場町田市文化交
流センター５階申町田市介護人材開
発センターＨＰ（右記二次元
コード）で申し込み（申し込
み無しでの参加も可）。
問町田市介護人材開発センター☎☎
８６０・６０７１（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

市内事業者・農業者、バス・タクシー事業者の皆さんへ

価格高騰対策として給付金・支援金の申請を受け付けます
　市では、コロナ禍において原油や物価高騰の影響を受けている市内事業者・農業者及び燃料価格高騰の影響を受けているバス・タクシー事業者に給付金
・支援金を交付します。なお、町田市が同じ目的で実施する、原油価格・物価・燃料価格高騰に関する給付金・支援金等と重複して受給することはできないた
め、交付を受けられるのは、いずれか１種類となります。

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

町田市介護保険苦情相談調
整会議

１１月８日㈫午
前１０時３０分
～正午

市庁舎２階認
定審査会室

３人
（申し込み順）

事前に電話で介
護保険課（☎☎７２４
・４３６６）へ

町田市街づくり審査会 １１月９日㈬午
前１０時～正午

市庁舎５階会
議室５－３

５人
（申し込み順）

事前に電話で地
区街づくり課（☎☎
７２４・４２６７）へ

町田市指定管理者管理運営
状況評価委員会（対象施設＝
デイサービス鶴川、デイサー
ビス南大谷、デイサービス榛
名坂、町田市自然休暇村）

１１月１４日㈪
午後１時３０分
から

市庁舎２階会
議室２－１

４人
（申し込み順）

事前に電話で総
務 課（ ☎☎７２４・
２１０８）へ

町田市景観審議会専門部会
１１月１７日㈭
午後２時３０分
～４時

市庁舎４階会
議室４－１

５人
（申し込み順）

事前に電話で地
区街づくり課（☎☎
７２４・４２６７）へ

町田市原油価格等高騰対策事業者給付金
（産業政策課）

町田市物価高騰対策農業者給付金
（農業振興課）

町田市交通事業者燃料価格高騰対策支援金
（交通事業推進課）

対　象
次のすべての要件を満たす中小企業者
①町田市内に事業所がある
②事業を継続する意思を有している

次のすべてに該当すること
①市内に住所を有し、農業経営を行う個人または法人のう
ち、次のいずれかに該当する方
・個人の場合＝２０２１年（令和３年）税申告で農業収入がある
・法人の場合＝直前の事業年度税申告で農業収入がある
・認定農業者、認定新規就農者のうち、開業時期により就農１
年目の税申告を終えていない
②今後も市内で農業経営を継続する意向がある

次のすべてに該当する乗合バス事業者、貸切バス事業者、タ
クシー事業者
①９月３０日時点で上記の交通事業を営んでおり、今後も町田
市内で事業継続の意向がある
②市税を完納している、または市税の徴収猶予の許可を受け
ている
※対象の詳細は、市HP（下記二次元コード）をご覧ください。

支給額
直近１年間に事業用で支払った水道光熱費及び燃料費の合
計に応じた額（１～１０万円）／１事業所当たり
※詳細は申請書等をご覧ください。

肥料費、飼料費、諸材料費及び動力光熱費の一定割合を給付
（上限額は、税申告における販売金額または１００万円のいず
れか少ない額）
※詳細は申請書等をご覧ください。

支援の対象となる車両１台につき
乗合バス（市内営業所保有）＝４万５０００円、乗合バス（市外営
業所保有）＝２万２５００円、貸切バス＝３万円、タクシー＝２万円

申請
方法

申請書（町田商工会議所町田市原油価格等高騰対策事業者給
付金事務局、町田商工会議所、産業政策課〔市庁舎９階〕、各市
民センターで配布、同給付金事務局HPでダウンロードも可）
及び必要書類を作成のうえ、１０月１７日～１２月１６日に、郵送
（消印有効）で同給付金事務局へ（同給付金事務局HPで申し
込みも可）。

申請書（ＪＡ町田市各支店の経済課窓口、農業振興課〔市庁舎９
階〕、各市民センターで配布、ＪＡ町田市HPでダウンロードも
可）及び必要書類を作成のうえ、１２月２３日までに直接ＪＡ町
田市各支店の経済課窓口へ。

申請書類（交通事業推進課〔市庁舎８階〕、各市民センターで
配布、市HPでダウンロードも可）を、１１月３０日までに直接ま
たは郵送（消印有効）で交通事業推進課（〒１９４―８５２０、森野
２―２―２２）へ。

詳細の
ご案内 ◀同給付金事務局HP ◀ＪＡ町田市HP ◀市HP

問い合
わせ先

同給付金事務局コールセンター☎☎７３２・５８５０
（電話受付時間＝月～金曜日、午前９時～午後５時）

※１０月１７日から開始します。
ＪＡ町田市各支店の経済課窓口、

ＪＡ町田市経済センター☎☎７９２・６１１１ 交通事業推進課☎☎７２４・４２６１

　市では、市民の方の健康を増進するため、１１月を「町田市総合健康づく
り月間」と位置付けています。市内各所で開催するスポーツ教室・体験会や、
オンラインで参加できるセミナー、動画配信など、さまざまなイ
ベントを行います。健康づくりのきっかけに参加してみませんか。
　詳細は市ＨＰ（右記二次元コード）をご覧ください。

問健康推進課☎☎724・4236
町田市総合健康づくり月間2022町田市総合健康づくり月間2022
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里山散策とさつま芋掘り体験
　さつま芋のお土産付きです。
対８歳以上の方（小学生は保護者同
伴）日１１月１２日㈯午前１０時～正午
（雨天時は１９日に延期）場小野路町奈
良ばい谷戸／集合は浅間神社下の駐
車場です定約１０組（申し込み順）費１
組当たり１０００円（材料費、保険料等）
申住所・氏名（ふりがな、参加者全員
の分）・電話番号を明記し、１０月２６日
までにメールで（特）まちだ結の里事
務局（墳ｙｕｉ-ｉｎｆｏ＠ｎａｒａｂａｉ．ｏｒｇ）へ。
問同事務局☎☎０８０・７４６５・７６５１、町
田市農業振興課☎☎７２４・２１６４
秋を楽しむ！
町田の野菜まるごと体験ツアー
対市内在住の３歳～中学生とその保
護者日１１月２３日㈷午前１０時～午後
２時ごろ、集合・解散は小野路公会堂
場小野路公会堂、あした農場（小野路
町）内町田産野菜の収穫＆食育体験、
まち☆ベジ弁当を喫食、ＦＣ町田ゼル
ビアによるレクリエーション等／
１０分程度の徒歩移動があります定
３０人（抽選）費大人１人２３００円（収
穫体験費、まち☆ベジ弁当）、子ども
１人２０００円（収穫体験費、お子さま
ランチ弁当）／大人と同じお弁当を
注文する場合、お子さんの参加費は
２３００円となります申１０月１８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
２２１０１８Ｅへ。

問保健予防課☎☎７２２・７９９６

MACHIDA OUTDOOR HALLOWEEN
　テントを張ってアウトドアの過ご
し方を披露するほか、たき火コーナ
ーやワークショップ等、さまざまな
楽しみ方ができるイベントです。仮
装をして遊びに来ませんか。なお、一
部のイベントは事前に申し込みが必
要です。詳細は未来町田
会議ＨＰ（右記二次元コー
ド）をご覧ください。
日１０月２９日㈯午前１１時～午後４時
場町田シバヒロ
問産業政策課☎☎７２４・３２９６

ゆうゆう版画美術館まつり
　詳細は国際版画美術館
ＨＰ（右記二次元コード）
をご覧ください。
日１０月２２日㈯、２３日㈰、午前１０時
～午後４時場国際版画美術館内チャ
リティアートショップ、木版画摺

す

り
体験、紙版画作成体験、写真入れ用名
刺サイズのケース作り、プロムナー
ドコンサートや玉川大学・桜美林大
学の学生によるアートイベント
問同館☎☎７２６・２７７１

街 角 ピ ア ノ in 版 画 美 術 館
●世界三大ピアノ　ベーゼンドルフ
ァーを弾こう　楽譜はご持参くださ
い。
対ピアノを習い始めて１年以上で、通
しで曲が弾ける方日１２月１７日㈯午

前１０時～午後４時場国際版画美術館
定２５枠（１枠１０分以内の演奏）／申し
込み順申１０月１７日～１１月１５日に電
話またはメールで東京町田ロータリ
ークラブ（☎☎７２６・１３３１墳ｔｏｋｙｏｍａ
ｃｈｉｄａｒｃ３２５＠ｔｒｉｔｏｎ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ）へ。
問同館☎☎７２６・２７７１、東京町田ロー
タリークラブ☎☎７２６・１３３１（受付時間
＝月～金曜日の午前１０時～午後４時）
自由民権資料館　特別講座
『町田市史史料集』を読む～江戸時代編②
　『町田市史』と同時期に刊行された
『町田市史史料集』から近世前中期
（１７世紀半ば～１８世紀）を中心に、
史料を深く読み解くことで見えてく
る時代背景や地域歴史像を考えま
す。今回取り上げる史料
を市ＨＰ（右記二次元コー
ド）に掲載します。
●①馬草場争論史料を読む　
日１１月１３日㈰午後２時～４時講中央
大学広報室大学史資料課・鈴木直樹
氏
●②鷹場史料を読む　
日１１月２７日㈰午後２時～４時講都立
砂川高等学校教諭・山﨑久登氏
●③『御救』関係史料を読む　
日１２月４日㈰午後２時～４時講立正
大学文学部特任講師・栗原健一氏

◇
場中央図書館定各５０人（申し込み
順）費各５００円（資料代）申１次受付
＝１０月１５日正午～１９日午後７時に
イ ベ シ スコード ①２２１０２０Ａ②
２２１０２０Ｂ③２２１０２０Ｃへ／２次受付
＝１０月２０日正午～１１月１１日にイ
ベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスへ（複数回参加の場合
は、各回ごとに申し込みが必要）。
問自由民権資料館☎☎７３４・４５０８
自由民権資料館　常設展リニューア
ル記念講演会
都市と地域から考える自由民権
　１１月３日㈷から公開する常設展リ
ニューアル「自由民権運動と町田」の
関連事業として講演会を開催しま
す。新たな展示構成・内容に照らし
て、自由民権運動の全国的動向が市
域に与えた影響等を紹介します。
日１１月２０日㈰午後２時～４時場町田
市民文学館講大正大学文学部教授・
福井淳氏定５０人（申し込み順）申１次
受付＝１０月１５日正午～１９日午後７
時にイベシスコード２２１０２０Ｄへ／
２次受付＝１０月２０日正午～１１月１８
日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）またはイベシスへ。
問自由民権資料館☎☎７３４・４５０８

駅前放置自転車クリーンキャンペーン

自転車の　代わりに置こう　思いやり
問道路管理課☎☎７２４・３２５７

都市計画案をご覧（縦覧）いただけます
問都市政策課☎☎７２４・４２４７

２０２１年度決算

町田市国民健康保険の財政状況をお知らせします
問保険年金課☎☎７２４・４０２７

２０２２年度　秋の花壇コンクール

最優秀賞に「成瀬台２丁目さわやか」の花壇
問公園緑地課☎☎７２４・４３９９

　都市計画法第１７条に基づく縦覧で、期間中、住民及び利害関係人は、都
市計画の案について、意見書を提出することができます。

　１０月２２日㈯～３１日㈪に、東京
都及び近隣３県（埼玉県・千葉県・
神奈川県）及び５政令指定都市（千
葉市・さいたま市・横浜市・川崎市
・相模原市）で、一斉に「駅前放置
自転車クリーンキャンペーン」を
実施します。
　町田駅周辺の放置自転車やバイ
クは減少していますが、夕方以降
や土・日曜日には多い状況です。放
置自転車やバイクは、歩行者の安
全な通行を妨げ、街の美観も損な

います。また、災害時等に緊急車両
の通行や避難・救助活動の妨げと
なり、大きな事故につながる要因
にもなります。期間中は、放置自転
車の問題を広く周知するため、放
置自転車の撤去・移送活動を強化
します。安全で安心できる住みよ
い街づくりのため、自転車やバイ
クを利用する際には、交通マナー
を守り、決められた場所に駐車し
ていただきますよう、ご協力をお
願いします。

【２０２１年度は２１．４億円の赤字】
　２０２１年度は、国民健康保険事業の
費用のうち保険税等で賄う収入が
２１．４億円不足し、この赤字を、市税等
を財源とした一般会計からの繰入で
補填

てん

しました。２０２０年度決算に比べ
ると赤字を補填するための繰入額は
０．８億円減少したものの、繰入に依存
する厳しい財政状況が続いていま
す。繰入額は新型コロナウイルス感
染症の影響分を除いた金額です。
　赤字が生じる原因として、保険税
率が国民健康保険法に基づいて算出
される標準的な水準（標準保険料率）
に比べて低いことや、被保険者の高
齢化等に伴って、事業の運営に係る
被保険者１人当たりの費用が増加傾
向にあることが挙げられます。
【財政健全化に向けた取り組み】
　国民健康保険事業会計は、保険給
付費や納付金などの歳出を、保険税
や交付金などの歳入で賄い運営する
独立採算が原則です。そのため、国民
健康保険の財政健全化に向け、赤字

額の計画的・段階的な削減に取り組
んでいます。保険税率の見直しを毎
年度行うとともに、保険給付の適正
化、医療費の適正化、保険税の徴収の
適正な実施の取り組みを推進してい
きます。　花壇コンクールは、花の香り漂う

美しいまちづくりに寄与すること
を目的に開催しています。今年度の
秋のコンクールには３１２団体が参
加し、審査の結果、以下の団体が最
優秀賞・優秀賞を受賞しました。
※その他の受賞団体等コンクール
の詳細は、市ＨＰでご覧いただけま
す。なお、審査会は９月２２日に実施
したため、掲載した写真と現在の
開花状態は異なります。
○最優秀賞　成瀬台２丁目さわや
か（成瀬台）　
　審査員コメント「花壇にとって
は厳しい条件の中、とてもきれい
に育てていました。シンプルなデ
ザインの組み合わせが良かったで
す。道路花壇なので歩行者側、車道
側どちらからも良く見えるよう配

慮されていました」
○優秀賞（学校花壇の部）　忠生中
学校（忠生）　
○優秀賞（道路花壇の部）　クラフ
ト工房　ラ・まの（金井）
○優秀賞（公園・団地等花壇の部）　
武蔵岡団地８号棟花壇同好会（相
原）、（社福）賛育会清風園（金井）

生産緑地地区の変更 中学校給食センター
整備事業関連

町田3・3・36号相原
鶴間線沿道地区関連

対　象 住民及び利害関係人

縦覧期間 10月26日㈬～11月9日㈬、午前8時30分～午後5時（土・日曜日、祝日を除
く）

縦覧場所 都市政策課（市庁舎8階）

内　容 町田都市計画生産緑地
地区の変更 

町田都市計画地区計画の
変更（木曽山崎地区地区
計画）、町田都市計画特別
用途地区の決定（教育環
境整備地区）

用途地域の変更、高度地
区の変更、防火地域及び
準防火地域の変更

意見書の
提出

11月9日までに、直接、郵送（消印有効）またはメールで都市政策課（〒194-
8520、森野2-2-22、墳mcity5670@city.machida.tokyo.jp）へ。

国民健康保険事業会計の決算状況
（2021年度)

※歳入歳出の差額は2022年度に繰り越し

事務費・事業費等　19億円

赤字に対する繰入　21億円

歳入　426億円 歳出　416億円

都の交付金等
320億円

保険給付費
275億円

保険税収入
85億円

国民健康保険事業費
納付金
122億円

最
優
秀
賞
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瀬
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丁
目
さ
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や
か
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　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
(11月3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

電話で市民相談室
（☎☎724・2102）へ

②交通事故相談 10月19日、26日、11月9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） 10月21日、28日、11月4日、11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 10月18日、11月1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 10月25日、11月8日㈫
⑥登記相談 10月20日㈭
⑦行政手続相談 10月20日、27日、11月10日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 11月2日㈬
⑨少年相談 10月25日、11月8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 11月1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 11月2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=11月14日㈪
Ｂ=11月28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=11月1日、Ｂ=11月15日、いずれも午後4時までに電話
で住宅課(☎☎724・4269)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。

野 津 田 公 園
　詳細は同公園ＨＰ（右記
二次元コード）をご覧く
ださい。
●ばらフェスト２０２２秋　ボトルフ
ラワー作り（有料）等を楽しめます。
キッチンカーも出店します。
日１０月２２日㈯、２３日㈰、午前１０時
～午後３時（雨天中止）
●種まきプログラム～在来植物への
関心と育成
対小学４年生以上の方（保護者同伴
の場合は小学４年生未満の参加も
可、大人１人での参加も歓迎）日１０月
２９日㈯午前９時～正午内園内在来植
物の種取りや在来植物の紹介講（有）
植生技術・石森佳子氏定２０人（申し
込み順）費中学生以上５００円、小学生
３００円（保険料・材料費等込み）／未
就学児は１人まで無料（２人目からは
３００円必要、同伴する保護者は有料）
申１０月１５日午前９時から電話で同
公園へ。
●野津田Ｇｒｅｅｎフェスティバル
２０２２秋　町田ＧＩＯＮスタジアム周
辺で、スポーツイベントを行います。
芝生広場ではクラシックカーショー
を開催します。物販・キッチンカーも
出店します。自然に囲まれたピクニ
ック・炭焼き広場では、グリーンヨガ
フェスタ町田も同時開催します。
日１１月５日㈯午前９時～午後４時（雨
天中止、グリーンヨガフェスタ町田
のみ雨天時はスタジアムで実施）

◇
問同公園☎☎７３６・３１３１（受付時間＝
午前９時～午後５時）

美 大 生 の ス ケ ッ チ 教 室
対小学生以上の方日１１月１３日㈰午
前１０時～午後３時場相原中央公園
（雨天時は屋内実施）内公園内で花や
風景を描き、物の見方、発想、画材の
使い方を勉強する（画材は同公園が
用意）講多摩美術大学学生・卒業生定
２０人（申し込み順）費５００円申１０月
２４日までに直接または電話で同公

催し・講座催し・講座
市 役 所 ま ち ☆ ベ ジ
　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１７日、１１月２１日、１２月１９
日、いずれも月曜日午前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

く ら し の 中 の 桶 と 樽 展
　昔の町田市域で使われてきた、さ
まざまな種類の桶と樽

たる

が、暮らしの
中でどのように使われてきたか紹介
します。
日１０月３１日㈪～１１月４日㈮、午前８
時３０分～午後５時（３日を除く、４日
は午後３時まで）
●関連イベント～担当学芸員による
展示解説
日１１月１日㈫、４日㈮、午後２時～２時
２０分（各回とも同一内容）定各１０人
（先着順）

◇
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
問生涯学習総務課☎☎７２４・２５５４
大地沢青少年センター
ヨ ガ 教 室
　詳細はまちだ子育てサイト（下記
二次元コード）をご覧く
ださい。
日１１月１２日㈯午前１０時
～１１時３０分場同センター講Ｃｌｕｂ　
Ｙｏｇｉ代表・山西絢子氏定１５人（申し
込み順）申１０月１５日午前９時から電
話で同センター（☎☎７８２・３８００）へ。
ＪＲ横浜線相原駅西口～同センター
間の無料送迎バスを運行します。

子ども創造キャンパスひなた村
●ピザ窯講習会　ピザ作りをしなが
らドラム缶ピザ窯の使い方を学びま
す。受講後に、ピザ窯の利用ができる
修了証を発行します。
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日１１月５日㈯午前１０時～午後３
時（雨天実施）定１１人（申し込み順）
費４００円申１０月１７日午後１時から
電話でひなた村（☎☎７２２・５７３６）へ。

園管理事務所（☎☎７７２・１４４９、受付
時間＝午前９時～午後８時）へ。イベ
ントの詳細は、同公園へお問い合わ
せください。
問公園緑地課☎☎７２４・４３９９
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）。
●画像診断の仕組みと診断薬のお話　
日１１月２４日㈭午後２時～３時３０分
場町田市生涯学習センター講昭和薬
科大学薬品分析化学研究室教授・唐
澤悟氏定２０人（抽選）費１２００円申講
座案内チラシ裏面の受講申込書に記
入し、１１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

まちだ市民大学ＨＡＴＳ公開講座
●①“こころ”と“からだ”の健康学～
私の人生予定表　アドバンスケアプ
ランニング（ＡＣＰ）で元気なうちに
人生をプランニングしませんか？
　自分の生き方や価値観、療養生活
や治療ケアについて望むこと、望ま
ないことを考えてみましょう。連続
講座「“こころ”と“からだ”の健康学」
の受講者は申し込み不要です。
日１１月２４日㈭午前１０時～正午場町
田市民フォーラム講杏林大学保健学
部准教授・角田ますみ氏定３０人（申
し込み順）
●②まちだの福祉～ヤングケアラー
若者ケアラーの相談の場をつくる
　大人が担うような家事や家族の世
話等を日常的に行っている子どもや
若者がいます。彼らへの理解を深め、
私たちができることを考えましょ
う。連続講座「まちだの福祉」の受講
者は申し込み不要です。
日１１月２５日㈮午後６時３０分～８時

３０分場生涯学習センター講横浜ヤ
ングケアラーヘルプネット共同代表
・木下こゆる氏　他定４０人（申し込
み順）

◇
申１０月１８日正午から①１１月１０日
まで②１１月１１日までに、イベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード①２２１０１８Ｆ②２２１０１８Ｇ
へ。
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１
南市民センター
ふ れ あ い コ ン サ ー ト
対６歳以上の方日１１月２７日㈰午後２
時３０分から場南市民センター内ジ
ャズコンサート出演吉本章紘（サッ
クス）、小橋拓弥（ギター）、三嶋大輝
（ベース）、鈴木郁（ドラム）定１３０人
（申し込み順）費５００円（全席自由）申
１０月１９日正午～１１月２３日にイベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード２２１０１９Ｃへ。
問町田市民ホール☎☎７２８・４３００、町
田市南市民センター☎☎７９５・３１６５

ふ れ あ い 落 語
対６歳以上の方日１２月２０日㈫午後２
時３０分～３時３０分場忠生市民セン
ター出演入船亭遊京、柳家小はぜ定
１００人（申し込み順）費５００円（全席
自由）申１０月１９日正午～１２月１４日
にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
２２１０１９Ｄへ。
問町田市民ホール☎☎７２８・４３００、町
田市忠生市民センター☎☎７９１・
２８０２

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１１月
２５日㈮午後２時～３時３０分場わくわ
くプラザ町田定３０人（申し込み順）
申１０月２５日正午～１１月１７日にイ
ベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード２２１０２５Ａへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０
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ガラスフュージングでブローチを作ろう
　ガラス板の上に、さまざまな色や
形、文様のガラスパーツを組み合わ
せて、クリスマスツリー形のブロー
チを作ります。作品は後日、講師が電
気炉で焼成して発送します。
対５歳以上の方（未就学児・小学生は
保護者と参加が必須、１グループ３人
まで、見学のみは不可）日１１月１２日
㈯、午前１０時３０分～１１時１５分、午
前１１時３０分～午後０時１５分、午後１
時３０分～２時１５分、午後２時３０分～
３時１５分、午後３時３０分～４時１５分
（各回とも同一内容）場国際版画美術
館講相原ガラスフュージング千の花
・横溝一枝氏定各１０人（申し込み順）
費１ 人 ８ ０ ０ 円
（送料込み）申
１０月１９日正午
～２６日にイベ
ントダイヤル
（☎☎７２４・５６５
６）またはイベ
シスコード２２１０１９Ｂへ。
問市立博物館☎☎７２６・１５３１

ハナバチからみた野草のせかい
ハナバチと野草の不思議な関係を
分かりやすく解説する講義と、屋外
での観察会を行います。
対小学４年生以上の方（小学生は保
護者同伴）日１１月１２日㈯午前１０時
～正午（小雨実施、荒天中止）／中止
の場合は電話で連絡します場野津田
公園定３０人程度（申し込み順）申１０
月１８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２２１０１８Ｄへ。
問環境共生課☎☎７２４・４３９１

分譲マンション管理セミナー
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等日１１月１３日㈰午後１
時３０分～４時４５分場市庁舎内講演
会（リモート）「熊本地震で管理組合
はどう対応したか～被災地のノウハ
ウに学び、震災に備える」、経験交流
会講熊本県マンション管理組合連合
会、元福岡大学工学部教授・古賀一八
氏定２０人（申し込み順）申
市ＨＰ（右記二次元コード）
で申し込み。
問住宅課☎☎７２４・４２６９
介護の基本を学びたい方へ
介 護 講 習 会
　車いすの移乗、立ち座りや歩行の
介助、コミュニケーションの取り方

について実技を交えながら学びま
す。
対市内在住の、家庭で介護をしてい
る方、介護の仕事をしてみたい方等
日１１月２７日㈰午後２時～４時３０分
場なるせ駅前市民センター講（公社）
東京都介護福祉士会定２４人（申し込
み順）申１１月７日午後５時までに町
田市介護人材開発センター
ＨＰ（右記二次元コード）で
申し込み。
問町田市介護人材開発センター☎☎
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
く ら し に 役 立 つ 学 習 会
●片付けからはじめる生前整理術
同センターには「親が亡くなり遺

品整理をしているが、どうしたらよ
いか分からない」等の相談が寄せら
れることがあります。生前整理術に
ついてプロが解説します。
対市内在住、在勤、在学の方日１１月
１７日㈭午前１０時～正午場町田市民
フォーラム講エール＆ウォーク代表
・徳山弘美氏定２０人（申し込み順）申
１次受付＝１０月１５日正午～１７日午
後７時にイベシスコード２２１０１８Ｃ
へ／２次受付＝１０月１８日正午～１１
月１０日にイベントダイヤル（☎☎７２４
・５６５６）またはイベシスへ。
問同センター☎☎７２５・８８０５

養育家庭（里親）体験発表会
　養育家庭とは、養子縁組を目的と
せず、子どもたちを迎え育てている
家庭のことです。市では、より多くの
方に養育家庭を知っていただくとと
もに、養育家庭になっていただける
よう、東京都と共催で体験発表会を
開催します。
対子育て世帯等日１１月１０日㈭午後
２時～４時場町田市民フォーラム定
９０人（申し込み順）申１０月２０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
２２１０２０Ｇへ。保育希望者（１歳以上
の未就学児、申し込み順に１５人）は
併せて申し込みを。
問子ども家庭支援センター☎☎７２４・
４４１９

たいけん＆たんけん大地沢
日１１月３日㈷午前１０時～午後３時場
大地沢青少年センター内竹とんぼ作
り、ひのきのストラップ作り、のこぎ

りを使った丸太切り等／
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。
問同センター☎☎７８２・３８００

南西フォーラムを開催します
　南西フォーラム（首都圏南西地域
産業活性化フォーラム）は、地域の企
業・大学・支援機関・行政機関が集い、
中小企業の新技術・新製品開発や新
分野への進出などにつながる新たな
連携を生み出す交流の場です。今回
は、「カーボンニュートラル」をテー
マに、経済産業省や大学、事業者が講
演します。終了後は参加者同士の交
流会もあります。詳細は、さがみはら
ものづくり企業支援サイトをご覧く
ださい。
日１１月８日㈫午後４時～６時５０分場
青山学院大学相模原キャンパス（相
模原市）定１７８人程度（申し
込み順）申同支援サイト（右
記二次元コード）で申し込
み。
問相模原市産業支援課☎☎０４２・７０７・
７１５４、町田市産業政策課☎☎７２４・
３２９６
町田から横浜へ　
鶴見川源源流から河口を極めるガイドウォーク
　鶴見川源流地点から川沿いにある
さまざまなスポットに立ち寄りなが
ら、河口（横浜市鶴見区）を目指すツ
アーです。コース・時間等の詳細は、
町田市観光コンベンション協会ＨＰ
内まちだふらっと（右記二
次元コード）をご覧くださ
い。
日程１２月１８日㈰、２０２３年１月２２日
㈰、２月１９日㈰、３月１９日㈰、４月１６
日㈰、５月２１日㈰、６月１８日㈰定各
４０人（申し込み順）費１２００円（保険
料・ガイド料・資料代含む）／昼食は
ありません申１１月３０日までに町田
市観光コンベンション協会ＨＰ内ま
ちだふらっと（上記二次元コード）で

申し込み。または、参加者住所・氏名
・電話番号・年齢を明記し、ＦＡＸで町
田ツーリストギャラリー（返８５０・
９３１２）へ。
問同ギャラリー☎☎８５０・９３１１（受付
時間＝午前１０時～午後７時）、町田市
観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８

　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
●ミズノ大人のバスケットボール教
室
対中学生以上の方日１０月２４日、３１
日、１１月１４日、２８日、いずれも月曜
日午後７時２０分～８時５０分定各２０
人（申し込み順）費１５００円（初参加
者は初回無料）申各開催日の１週間
前から直接または電話で同
館へ。
問同館☎☎８５０・９７０７

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

ス ポ ー ツ に チ ャ レ ン ジ！
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（小学１～３年生は保護者同伴）
日１１月１２日㈯午後０時３０分～２時
３０分ごろ場サン町田旭体育館内ト
ランポリン、オリジナルパルクール、
ニュースポーツ／種目の詳細は、決
まり次第、市ＨＰでお知らせします講
町田市スポーツ推進委員定５０人（申
し込み順）費１人２００円（保護者も参
加費が必要）申１０月２０日正午～１１
月１日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）へ。
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

Ｆリーグ２０２２－２０２３シーズン

ＡＳＶペスカドーラ町田は現在３位！
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

　日本フットサルリーグ（Ｆリー
グ）は前半戦が終了し、ＡＳＶペス
カドーラ町田は現在３位です。優
勝を狙える位置に付けていますの
で、ぜひ会場でのご声援をお願い

します。開催状況や観戦のルール、
新型コロナウイルス感染症対策等
の詳細は、ＡＳＶペスカドーラ町田
ＨＰ（右記二次元コー
ド）をご覧ください。

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。次回申込締切日＝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）
第４７回萌美展　油彩・水彩・パステル他 １０月１８日㊋～２３日㊐午前１０時から 国際版画美術館 無料 萌美会・桜井☎☎７２５・５２８８ １０月１８日㊋は午後１時から
大正琴心のメロディーふれあいコンサートｉｎ相原 １０月２０日㊍午後２時から 堺市民センター２階ホール 無料 臼井☎☎７７３・５４５４ ＪＲ横浜線相原駅東口５分
高尾山、だれにも会わない森の山歩き教室 １０月２１日㊎、１１月６日㊐午前１０時 ＪＲ高尾駅北口集合 ２０００円 森の遊歩隊・益田☎☎０９０・３０９０・９８２５ 要申込み　先着１０人位
第１９回町田落語会 １０月２３日㊐午後２時開演 わくわくプラザ町田 無料 町田落語研究会☎☎０９０・６１９６・８９７１ ２時間程度、予約不要
フラワーアレンジメント講習会 １０月２７日㊍午前１０時～正午 生涯学習センター６階 ３０００円 フラワーズ☎☎０８０・３３６５・２９５１ 参加費は花代のみです
家計ｃａｆｅ中町　物価高を家計簿で乗りきろう １０月２７日㊍午前１０時～正午 町田市民フォーラム和室 ３００円 石井涼子☎☎７２５・５０７２ 託児要相談
小作品朗読ことの葉　秋期発表会 １１月３日㊗午後１時３０分から 町田市民文学館大会議室 無料 橋口富子☎☎７３５・８２２８ お待ちしています
まちだ歌声の会　懐かしい歌、季節を歌で楽しむ会 １１月８日㊋午後１時３０分から 町田市民フォーラムホール １２００円 まちだ歌声の会・菅☎☎７９３・３０７１ １２月１５日、１月１６日も開催



広告欄：掲載のお問い合わせは広報課☎☎７２４・２１０１、掲載内容については広告主へお問い合わせください。
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東京・神奈川エリアに49の直営施設で年間約6,900件のご葬儀をお手伝いするへいあんグループ【平安レイサービス】

10~16 時10~16 時
毎日開館毎日開館

生前相談は 24時間 365 日対応生前相談は 24時間 365 日対応

町田市木曽東 1-48-33
TEL 042-724-5900
町田市木曽東 1-48-33
TEL 042-724-5900 町田市森野 1-11-14

TEL 042-720-0201
町田市森野 1-11-14

TEL 042-720-0201

貸切安置室”貴殯室”両店完備貸切安置室”貴殯室”両店完備
きひんしつきひんしつ

10~18 時10~18 時

24 時間ご面会が可能です24 時間ご面会が可能です

毎日開館毎日開館
フロア貸切型建物貸切型

町田市民病院

0120-24-8130もしもの時は

１０月１８日から電子書籍サービス
が始まります！
　スマートフォンやタブレット端末
で読むことができる電子書籍サービ
スが始まります。申込方法や利用方
法等の詳細は、町田市立
図書館ＨＰ（右記二次元コ
ード）をご覧ください。
対市内在住、在勤、在学の方

わくわく発見！� �
鶴川団地の図書館に行ってみよう
　テラス席の設置やクイズラリー、ハ
ロウィーンにちなんだワークショップ
等を行います。休日の本探しと併せて、
鶴川図書館の魅力を再発見しにお立
ち寄りください。また、鶴川図書館の未
来に向けてのニーズ調査も行います。
日１０月３０日㈰午前１０時～午後２時

（入退場自由）
場鶴川図書館（団地内）前

スマートフォン・タブレット� �
個別相談会
　実際に操作しながら講師にマンツ
ーマンで質問できる相談会です。利
用経験、利用機種、携帯会社等に関係
なく参加できます。端末をお持ちで
ない方には、貸し出しも行います。
対スマートフォンやタブレットを持
っているが使いこなせない方や、こ
れから使いたい方
日１１月４日～２０２３年３月３１日の毎
週金曜日（中央図書館休館日を除
く）、午前１０時３０分～１１時、午前１１
時１５分～１１時４５分、午後１時～１時
３０分、午後１時４５分～２時１５分、午後
２時３０分～３時（各回とも同一内容）
場中央図書館
定各２人（申し込み順）
申込期間１０月２１日正午から、①１１
月４日開催＝１０月２８日まで②１１月
１８日開催＝１１月１１日まで③１１月

２５日開催＝１１月１８日まで申込方法
イベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード①２２１０２１Ａ
②２２１０２１Ｂ③２２１０２１Ｃへ。１２月
分以降は町田市立図書館ＨＰをご覧
ください。

絵本の読み聞かせ講座（応用編）
対市内小学校や学童保育クラブ等で
読み聞かせに関わる活動をしている
保護者・ボランティア（読み聞かせの
経験があり、さらにステップアップ
を考えている方）
日１１月１６日㈬午前１０時１０分～正午
場中央図書館
内プログラムの組み立て方、朗読、小
学校高学年向けの本の選び方
定１５人（申し込み順）
申１０月１８日から直接中央図書館４
階児童カウンター、または電話で中
央図書館へ（申し込みは２人まで）。

英語多読講演会� �
英語多読で楽しく学ぼう！
　辞書を引かずに、絵本等の易しい

英語をたくさん読むことで英語に親
しんでいく学習方法です。以前開催
した講演会と同一内容です。
日１１月２０日㈰午後２時開演
場中央図書館
講（特）多言語多読理事・酒井邦秀氏
定５０人（申し込み順）
申１０月１９日正午～１１月４日にイベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード２２１０１９Ａへ（申
し込みは２人まで）。

中央図書館臨時休館のお知らせ
　蔵書点検及び館内整理等のた
め、１１月７日㈪～１１日㈮は臨時休
館します。休館中は、貸し出し・リ
クエストサービス等は利用できま
せん。本・雑誌の返却は返却ポスト
をご利用ください（ＣＤ等の視聴
覚資料、ビニールカバー付きの借
用資料は返却不可）。なお、その他
の市立図書館と町田市民文学館は
通常どおり開館します。詳細は町
田市立図書館ＨＰをご覧ください。

　『ソラニン』『おやすみプンプン』『デッドデッド
デーモンズデデデデデストラクション』などの話
題作を次々と発表し、１０代・２０代を中心に絶大な
人気を誇る浅野いにおさん。「作品を描く時、土地
やその風景を創作の出発点としている」と語る彼
の作品の魅力をその舞台とともに紹介します。
会期１０月２２日㈯～１２月２５日㈰、午前１０時～午
後５時（金曜日は午後８時まで）
休館日毎週月曜日、１１月１０日㈭、１２月８日㈭
場同館２階展示室
観覧料一般６００円、中学・高校・大学生３００円、小学生以下無料
関連イベント
○１１月２６日㈯＝「ソラニン」映画上映会
○１２月４日㈰＝浅野いにお×カツセマサヒコ記念対談
○１２月１１日㈰＝浅野いにおトークショー
※詳細は市ＨＰ（右記二次元コード）をご覧ください。

　パラバドミントンインドネシア代表
選手との交流会を開催します。
　選手と一緒にプレーしたり、選手へ
質問したり、選手同士のデモンストレ
ーションを行います。観覧はどなたで
も自由にできます。
対市内在住のバドミントンをやっている小・中学生
日１１月７日㈪午後６時～７時３０分
場市立総合体育館
申込期間１０月１７日～３１日／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。
定交流会＝５０人（抽選）／観覧は申し込み不要

　芹ヶ谷公園の将来の姿を想像・創
造するための実証実験イベント「Ｆｕ
ｔｕｒｅ Ｐａｒｋ Ｌａｂ ２０２２ Ａｕｔｕｍｎ」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。
●芹ヶ谷公園でアートな動物園　
２０２２
　クラフト工房ＬａＭａｎｏの尾崎文彦
さんの描いた作品（アートバナー）を
屋外展示します。そのほか、作品を巡
るシールラリーや缶バッジを作成す
るワークショップを実施します。
【ゆかいな動物アートバナーの展示】
日程１１月５日㈯～１３日㈰
【動物を探そう！シールラリー】
日１１月１２日㈯午前１０時～午後４時

（雨天の場合は１３日に順延）
定２００人（先着順）
【アートな缶バッジワークショップ】
日１１月１２日㈯午前１０時～午後４時

（雨天の場合は１３日に順延）
定１００人（先着順）
●秋の芹ヶ谷公園で自然の色を染め
てみよう
　公園内のどんぐりを集めたり、ど
んぐりを使った染め物体験を行いま
す。
【どんぐりを集めよう！】
日１１月５日㈯午前１０時～午後３時

（雨天の場合は６日に順延）
内どんぐりを１０個以上集めた方に、

交換でシールをプレゼントします。
定２５人（先着順）
【どんぐり染めワークショップ】
対小学生以上の方（小学３年生以下
は保護者同伴）
日１１月１２日㈯（雨天の場合は１３日
に順延）、午前１０時３０分～１１時３０
分、午後１時～２時、午後２時３０分～３
時３０分（各回とも同一内容）
内クラフト工房ＬａＭａｎｏによる染め
物体験ワークショップです。
定各４人（申し込み順）
費３００円
申１０月１８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２２１０１８Ａへ。
●芹ヶ谷公園で薪

まき

割り体験！
　鉈

なた

を使った薪割り体験です。未就
学児は保護者同伴でおいでくださ
い。
日１１月５日㈯午前１０時～午後３時

（雨天の場合は６日に順延）
定随時２組（先着順）／１人当たりの
所要時間は１０分程度

パラバドミントンインドネシア代表と
交流しませんか

芹ヶ谷公園パークミュージアム
「Ｆｕｔｕｒｅ Ｐａｒｋ Ｌａｂ ２０２２ Ａｕｔｕｍｎ」

問文化振興課☎☎７２４・２１８４、公園緑地課☎☎７２４・４３９７

昨
年
の
イ
ベ
ン
ト
の
様
子

町田市民文学館

ⓒ浅野いにお／小学館

図書館からのお知らせ

問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

問同館☎☎７３９・３４２０

問中央図書館
☎☎７２８・８２２０

浅野いにお展－ｔｈｅ ｐｅｒｓｏｎａｌｉｔｙ ｏｆ ｔｈｅ ｃｉｔｙ－

インドネシア代表選手

8 2022．10．15 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。


