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新型コロナウイルス
感染症特設ページ

　児童虐待相談対応件数は年々増加しており、市内の2018年度の相談対応件数は620件だったものが、2021年度は
1159件となるなど、この3年で約2倍に増えています。子どもの前で夫婦間での身体的暴力や言葉の暴力は心理的虐待に
当たり、子どもの脳や心を傷つけ成長に悪影響を及ぼします。 子ども家庭支援センター☎☎724・4419問

子どもの腕にあざが
あるようだけど…

お父さんとお母さん、
またけんかしている

暗くなっても外で
１人で遊んでいる

たまに玄関の外に
子どもが１人で立っ
ている

聞こえていますか？子どもたちの
SOS!

11月は児童虐待防止推進月間です
オレンジリボンは
児童虐待防止の
シンボルマークです

育児放棄・怠慢
（ネグレクト）

身体的虐待
⃝たたく、殴る、蹴る
⃝�たばこの火を押し
付ける

⃝戸外に閉め出す
　等

心理的虐待
⃝言葉による脅し、無視
⃝拒否的な態度
⃝きょうだい間の差別扱い
⃝�子どもの前でのDV、夫婦
げんか　等

⃝乳幼児の置き去り
⃝�衣食住の世話をし
ない

⃝�病気でも受診させ
ない　等

性的虐待
⃝�性的いたずら、行為の
強要
⃝�ポルノグラフィーの被
写体にする　等

ご相談ください

急を要する時は110番
子ども家庭支援センター
☎☎724・4419
月～金曜日、午前8時30分～午後5時
（祝休日、年末年始を除く）

児童相談所全国共通ダイヤル
☎☎1

いち

8
はや

9
く

年中無休、24時間受け付け
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気軽に
相談できて
いいよね

子育てや子どもの悩みごと ご相談ください

相談窓口一覧
❶子ども家庭支援センター（市庁舎2階）   ☎☎724・4419
❷堺地域子育て相談センター（子どもセンターぱお併設）   ☎☎770・7446
❸忠生地域子育て相談センター（市立山崎保育園併設）   ☎☎789・7545
❹鶴川地域子育て相談センター（子どもセンターつるっこ併設）   ☎☎734・3699
❺町田地域子育て相談センター（子どもセンターまあち併設）   ☎☎710・2747
❻南地域子育て相談センター（市立金森保育園併設）   ☎☎710・2752
❼健康福祉会館（保健所保健予防課）   ☎☎725・5127
❽鶴川保健センター（保健所保健予防課）    ☎☎736・1600

　市には、子育て世帯包括支援機能のある窓口として、子ども家
庭支援センターを始め、5つの地域子育て相談センター及び保
健所があります。

　子育て中の方はもちろん、周囲で気になる様子のご家庭やお
子さんがいればご相談ください。

子ども家庭支援センター☎☎724・4419問

里親制度を
ご存じですか

　親の病気や離婚、虐待などの事情により子ども
を育てられない場合には、実父母の代わりに一定
期間子どもを預かり育てる「養育家庭（里親）」制度
があります。

八王子児童相談所☎☎042・624・1141
月～金曜日、午前9時～午後5時（祝休
日、年末年始を除く）

問

地域で連携しています
　児童相談所、警察、医療機関、弁護士、人権擁護委員、保護
施設、里親、教育機関、民生委員・児童委員、社会福祉協議
会、子ども家庭支援センターなどで「町田市子育て支援ネ
ットワーク連絡会」を構成しています。この連絡会は、虐待を受けてい
る子ども、親の育児不安や疾病などにより養育が困難な家庭の子ども
を早期発見し、適切な支援または保護を図ることを目的としています。

　児童虐待防止のシンボルカラーであるオレンジ色に市庁舎
をライトアップします。

11月2日㈬午後6時30分～9時日時

市庁舎をライトアップします　

　0～18歳未満の子どもとその家庭からの相
談を受け付けています。来所相談やご自宅を
訪問しての相談も行っています。

子ども家庭支援センター

　妊娠や出産、育児、予防接種、子どもの発育・
発達に関する相談を行っています。

保健所保健予防課

主 な 相 談 内 容

地域子育て相談センター
　0～18歳の子育ての悩みや子どもからの困
りごとなどの相談受け付け、マイ保育園のご
案内、子育てひろばを実施しています。保護者
同士の交流もできます。

児童虐待防止ポスターを展示します

11月21日㈪～25日㈮、午前8時30分～午後5時（23日を
除く）

日時

みんなの広場（市庁舎1階）会場

　市内及び近隣地域の大学生が作成したポスターを展示しま
す。来場者には先着順で粗品をプレゼントします。また期間中、
警視庁シンボルマスコットのピーポくんと白バイ、FC町田ゼル
ビアのゼルビー、ASVペスカドーラ町田のドーラくんが遊びに
来ます。

⃝ピーポくん来場日：11月21日㈪
⃝ゼルビー来場日：11月22日㈫
⃝ドーラくん来場日：11月25日㈮
※いずれも、来場時間は午後2時から、午後3

時10分から、午後4時20分から（各30分
間）です。

児童虐待防止推進月間
関連イベント

東京都里親制度PRキャラクター
（さとペン・ファミリー）
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今も未来も大切に

町田市のＳＤＧｓ
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健康案内健康案内
胸 部 エ ッ ク ス 線 健 診
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
で、健診受診希望日の前後１年間、胸
部エックス線検査を受ける機会のな
い方日１２月７日㈬午前１０時～１１時
場町田市保健所（中町庁舎）定２０人
（申し込み順）申１１月３０日までにイ
ベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）へ。
問保健予防課☎☎７２４・４２３９

募　集募　集
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
　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２１５号室（面積

８㎡）＝賃料２万７３４３円（１２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
〔右記二次元コード〕でダウ
ンロード）に記入し、１１月
３０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

お知らせお知らせ
新型コロナウイルス感染症感染者等への
傷病手当金の適用期間を延長します
　町田市国民健康保険に加入の被用
者（会社等に勤めていて給与の支払
いを受けている方）のうち、次の方に
傷病手当金を支給しています。この
適用期間を１２月３１日㈯まで延長し
ます。詳細はお問い合わせいただく
か、市ＨＰをご覧ください。
対次のいずれかによる療養のため、
労務に服することができなくなった
方　①新型コロナウイルスに感染②
発熱等の症状があり感染が疑われる
問保険年金課☎☎７２４・２１３０

新型コロナウイルス感染症に伴う
水道料金・下水道使用料の支払い猶予の 
受 付 期 間 を 延 長 し ま す
　新型コロナウイルス感染症に伴い
収入が減少している場合など、一時
的に水道料金・下水道使用料の支払
いが困難な方に対して、支払い猶予
の受付期間を２０２３年３月３１日㈮ま
で延長します。個人・法人ともに対象
です。徴収猶予についての詳細は、東
京都水道局多摩お客さまセンター
（☎☎０５７０・０９１・１０１〔ナビダイヤ
ル〕または☎☎０４２・５４８・５１１０）へお
問い合わせいただくか、同局ＨＰをご
覧ください。
問下水道経営総務課☎☎７２４・４２９５
ＪＲ東海リニア中央新幹線の
小野路～上小山田間のトンネル工事 

（ 調 査 掘 進 等 ） 説 明 会
　小野路非常口から上小山田非常口
間のトンネル工事（調査掘進等）説明
会を開催します。詳細は市ＨＰをご覧
いただくか、お問い合わせください。
日①１１月１３日㈰午後２時から②１１
月１４日㈪午後７時から③１１月１５日
㈫午後７時から場①町田市バイオエ
ネルギーセンター②忠生市民センタ
ー③鶴川市民センター
問東海旅客鉄道（株）中央新幹線東京
工事事務所☎☎０３・６８４７・３７０１、町
田市企画政策課☎☎７２４・２１０３

高齢者の福祉や介護に関する
ア ン ケ ー ト 調 査 を 実 施
　市では、今後の高齢者福祉施策に
役立てるため、アンケート調査を実
施します。市内在住の６５歳以上で、
要介護１～５の方９０００人を対象に、
アンケート用紙を郵送しますので、
ご協力をお願いします。
問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６
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１１月１６日㈬午前１１時ごろ
問防災課☎☎７２４・３２１８

町田都市計画事業鶴川駅南土地区画整理審議会
日１１月１１日㈮午前１０時～正午場能
ヶ谷いこい会館定５人（申し込み順）
申１１月１０日までに電話で地区街づ
くり課（☎☎７２４・４２１４）へ／会議は
一部非公開となります。詳細はお問
い合わせください。

令和４年度分の市民税均等割が非課税の世帯に

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給します
問町田市緊急支援給付金コールセンター 　　　　　　　　　 

（町田市生活援護課〔緊急支援給付金担当〕）☎☎０３・６６２５・２９５５

２０２２年度町田市市民参加型事業評価にご参加ください！
問経営改革室☎☎７２４・２５０３

　電力・ガス・食料品等の価格高騰に
よる負担増を踏まえ、令和４年度分
の市民税均等割が非課税の世帯に対
し、１世帯当たり５万円の緊急支援給
付金を支給します。
　支給対象世帯には「電力・ガス・食
料品等価格高騰緊急支援給付金確認
書」を１１月４日に発送する予定です。
対基準日（２０２２年９月３０日）に町田
市に住民票があり、令和４年度分の
市民税均等割が非課税の世帯
【２０２２年６月２日以降に町田市に転
入した世帯、令和４年度市民税未申
告の世帯の方へ】
　令和４年度分の市民税均等割が非
課税である世帯は、緊急支援給付金

を申請することができます。詳細は、
１２月上旬頃に送付予定の案内をご
覧いただくか、同コールセンターへ
お問い合わせください。
【２０２２年１月以降に予期せず家計が
急変した世帯の方へ】
　２０２２年１月～１２月の間に、予期
せず家計が急変し、令和４年度分の
市民税均等割が非課税である世帯と
同様の事情があると認められる世帯
については、緊急支援給付金を申請
することができます。詳細は同コー
ルセンターへお問い合わせくださ
い。申請方法等の詳細は、市
ＨＰ（右記二次元コード）を
ご覧ください。

　市民の皆さんの声を行政経営・行
政サービスの向上に活用するため、
町田市市民参加型事業評価を開催し
ます。市民と有識者で構成する評価
人チームが、評価対象事業について、
事業所管課の担当者との対話を通じ
て事業の課題等を洗い出し、現状を
評価します。評価対象事業の名称は、
住宅費、資源化政策費、災害対策事業、
介護予防・日常生活支援総合事業費、
市民総務・市民センター費、児童青少

年費です。当日は会場で傍聴できる
ほか、ライブ配信もご覧いただけま
す。また、話し合いの途中に実施する
インターネットアンケートに、ご自
身のスマートフォン等から参加でき
ます。手話通訳もありま
す。詳細は市ＨＰ（右記二次
元コード）をご覧ください。
日１１月１３日㈰午前１０時～午後４時
５０分
場市庁舎１０階会議室１０－２～５

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

11月4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

町田市環境マネジ
メントシステム外
部評価委員会

11月10日㈭午
後6時～8時

市庁舎5階会議室
5-3

3人
（申し込み順）

11月9日までに電話
で環境政策課（☎☎724
・4386）へ

町田市下水道事業
計画評価委員会

11月11日㈮午
前10時から

成瀬クリーンセン
ター3階大会議室

5人
（申し込み順）

事前に電話で下水道
経営総務課（☎☎724・
4287）へ

町田市情報公開・
個人情報保護運営
審議会

11月14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

町田市都市計画審
議会

11月16日㈬午
前9時30分から

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

町田市立図書館協
議会

11月22日㈫午
後2時～4時

中央図書館6階ホ
ール

5人
（申し込み順）

事前に電話で中央図
書館（☎☎728・8220）へ

新型コロナワクチン接種情報
問新型コロナワクチンに関する一般的な相談について＝ 
新型コロナワクチン接種相談コールセンター☎☎７３２・３５６３
新型コロナワクチンの予約について＝新型コロナワクチン接
種予約センター☎☎７８５・４１１７／毎日午前８時３０分～午後７時

■オミクロン株対応２価ワクチンの接種間隔が３か月に短縮されました
　１０月２１日から、オミクロン株対応ワクチンの接種間隔が、５か月から３
か月に短縮されました。お手元に届いている接種券や、これから届く接種
券に同封された案内に記載されている接種間隔から変更になっています
ので、ご注意ください。
　オミクロン株対応ワクチンの詳細は、市ＨＰ（右記二次元コー
ド）をご覧ください。
■乳幼児（生後６か月～４歳）の接種を１１月下旬から実施します
　１１月４日から、対象となる方に順次接種券を送付します。
接種回数３回
接種間隔２回目は３週間、３回目は２回目接種から少なくとも８週間
使用するワクチンファイザー（乳幼児用）
　ワクチン接種による予防効果と副反応についてよくご理解
いただいたうえで、接種をご検討ください。乳幼児への接種に
ついての詳細は、市ＨＰ（右記二次元コード）をご覧ください。
■ＢＡ．４－５対応型のオミクロン株対応ワクチン（ファイザー社）接種が
始まっています
　予約については、町田市新型コロナワクチン接種予約サイトをご覧い
ただくか、町田市新型コロナワクチン接種予約センター（☎☎７８５
・４１１７）へお問い合わせください。また、ワクチンの詳細につ
いては、厚生労働省ＨＰ（右記二次元コード）をご覧ください。

最新情報は
市ＨＰをご覧
ください。

記事内の表記
について

●�イベントダイヤル＝町田市イベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）に電話で申し込み（電話
受付時間＝午前７時～午後７時）／番号のかけ間違いにご注意ください。
●�イベシス＝町田市イベント申込システム　インターネットのイベント申込
システム（右記二次元コード）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
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お知らせお知らせ
自由民権資料館　常設展リニューアル
自 由 民 権 運 動 と 町 田
　自由民権運動についてより分かり
やすく紹介するため、常設展をリニ
ューアルし、１１月３日㈷から「自由民
権運動と町田」を公開します。
開館時間午前９時～午後４時３０分休
館日月曜日（祝休日の場合は火曜
日）、１２月２８日～１月４日場同館常設
展示室
問同館☎☎７３４・４５０８
町田市消防団が
火 災 予 防 広 報 を 実 施 し ま す
　秋の火災予防運動期間中に、市内全
域で消防車両による巡視広報を行い、
火の取り扱いへの注意を呼び掛けま
す。ご理解ご協力をお願いします。
日１１月１２日㈯午前８時～午後９時
○消防団員募集中
　共に地域を守る消防団員を募集し
ています。詳細はお問い合わせくだ
さい。
問防災課☎☎７２４・３２５４
１１月１１日～１７日は
税 を 考 え る 週 間
　「税を考える週間」は、皆さんに租
税の意義や役割、税務行政に対する
知識と理解を深めていただくことを
目的に毎年実施しています。期間中、
市内の小・中学生による税に関する
作品（絵はがき・作文・標語・書道）の
一部を展示します。詳細
は市ＨＰ（右記二次元コー
ド）をご覧ください。
日１１月１１日㈮～１７日㈭、午前８時
３０分～午後５時（１２日を除く）／１３
日は日曜開庁日のため開場します場

みんなの広場（市庁舎１階）
【関連イベント】
●税理士による無料個別相談会　１
組（２人以内）当たりの相談時間は６０
分程度です。来場者多数の場合は整
理券を配布します。
日１１月１２日㈯午前１０時～午後４時
場ぽっぽ町田地下１階会議室２
●税理士による相続・贈与セミナー
日１１月１２日㈯、午前１０時３０分～正
午、午後１時３０分～３時場ぽっぽ町田
地下１階会議室１定各１５人（先着順）

◇
問展示について＝市民税課☎☎７２４・
３０６７、相談会・セミナーについて＝
東京税理士会町田支部☎☎７２９・０７７７

ひとり親家庭等への医療費助成制度
　ひとり親家庭またはそれに準ずる
家庭に対して、医療費を助成します。
下記の手続きは、いずれも各市民セ
ンター等では受け付けできません。
〇該当する方は申請を
対１８歳に達する日の年度末までの
間にある児童（一定の障がいがある
場合は２０歳未満）を現に扶養してい
る、次のいずれかに該当する方　①
ひとり親家庭の父または母②父また
は母が配偶者からの暴力（ＤＶ）で裁
判所からの保護命令が出された家庭
③父または母に一定の障がいがある
家庭④父または母が１年以上拘禁、
または児童の養育義務を放棄してい
る家庭⑤両親がいない児童を養育し
ている養育者助成の範囲医療機関で
支払う保険診療の自己負担分を助成
（住民税が課税されている世帯は一
部負担金有り）／申請者及びその扶
養義務者（同居の父・母など）の所得
制限があります。所得限度額や申請
に必要な書類等の詳細は、お問い合
わせください。

〇現況届（更新手続き）について
　令和４年度の児童扶養手当現況届
をご提出済みの方については、ひと
り親家庭等医療費助成制度の現況届
を省略できます。なお、公的年金受給
等の理由で児童扶養手当を受給して
いない方や児童扶養手当現況届が未
提出の方には、１０月末に現況届の用
紙を送付しました。１１月１４日㈪ま
でに同封の返信用封筒で子ども総務
課へ郵送してください。
〇申請事項が変わった際は
　住所・お使いの健康保険証・同居の
方の異動等、子ども総務課に届け出
た内容に変更があった場合は、必ず
変更届のご提出をお願いします。
問子ども総務課☎☎７２４・２１４３
子育て世帯を対象に
市民住宅の入居者を募集します
　入居世帯には、入居日から３年間家
賃を一定額減免します。
詳細は市ＨＰ（右記二次元
コード）をご覧ください。
対次のすべての要件を満たす世帯　
①中学生以下の子どもがいる②世帯
の 月 額 所 得（ 各 種 控 除 後 ）が
１５万８０００円以上４８万７０００円以下
である申込期限１１月１５日まで（必
着）
問住宅課☎☎７２４・４２６９

エネファームを設置する方に 
奨 励 金 を 給 付 し ま す
　２０２２年度内に家庭用燃料電池シ
ステム（エネファーム）を自宅に設置
する方に対し、奨励金を給付します。
詳細は市ＨＰをご覧ください。

対市内在住の方／申請日時点で市内
に転入予定の方は、２０２２年度内に町
田市に住民登録を行う必要がありま
す奨励金額３万５０００円定３８人（抽
選）申申請書（市ＨＰでダウンロード）
を１１月３０日までに郵送（必着）また
はメールで環境政策課へ。
問環境政策課☎☎７２４・４３８６
募集します
技能功労者・永年勤続従業員の表彰者
　市と町田商工会議所では、技能功労
者と永年勤続従業員を表彰しています。
①技能功労者の推薦基準
対主として、市内で技能的職業に従
事し、市内に引き続き５年以上居住し
ており、経験年数２５年以上、年齢が
５０歳（２０２２年１０月１日現在）以上で、
優れた技能を持ち、徳行が著しく、後
進の模範となっている方／過去に同
一の表彰を受けた方は対象外です。
②永年勤続従業員の推薦基準
対市内の同一の中小企業に勤務し、
勤続年数が、１０年以上、２０年以上、
３０年以上（いずれも２０２２年４月１日
現在）の方／過去に同一年の表彰を
受けた方は対象外です。

◇
申各推薦基準を参照のうえ、推薦書
（両提出場所に有り、市Ｈ
Ｐ〔右記二次元コード〕で
ダウンロードも可）を１１
月３０日までに、①原則郵送（消印有
効）で産業政策課（〒１９４－８５２０、
森野２－２－２２）へ②ＦＡＸで町田商
工会議所（返７２９・２７４７）へ。
問産業政策課☎☎７２４・２１２９、同会議
所☎☎７２２・５９５７

ご意見を募集します
①（仮称）町田市パートナーシップ宣
誓制度及び（仮称）町田市性の多様性
を尊重し誰もが安心して暮らせる社
会づくり条例（素案）� �
問男女平等推進センター☎☎７２３・
２９０８
　市では、性の多様性に関する社会
的な理解の促進に向けて、パートナ
ーシップの関係にある同性カップル
からの宣誓を市が証明する｢(仮称)
町田市パートナーシップ宣誓制度｣
の導入を予定しています。またこの
制度導入に合わせ、性的マイノリテ
ィの方の困りごとや生きづらさを軽
減することにより、誰もが安心して、
多様な生き方を選択できる社会をめ
ざして、｢(仮称)性の多様性を尊重し
誰もが安心して暮らせる社会づくり
条例｣を制定したいと考えています。
②森野住宅周辺地区まちづくり構想
（案）� �
問都市政策課☎☎７２４・４０７７
　市では、中心市街地の一部である森
野住宅周辺地区のまちづくりを進める
ため、２０２１年から土地や建物をお持
ちの方を対象にまちづくり勉強会を開
催してきました。このたび、「森野住宅
周辺地区まちづくり構想（案）」を取り
まとめましたので、ご意見を募集しま
す。お寄せいただいたご意見を踏まえ
て検討を行い、１２月中に「森野住宅周
辺地区まちづくり構想」を策定・公表す

る予定です。
◇

資料の閲覧・配布市政情報課・広聴課
（市庁舎１階）、男女平等推進センタ
ー（町田市民フォーラム３階）、各市
民センター、各連絡所、生涯学習セン
ター、各市立図書館、町田市民文学
館、②のみ＝都市政策課（市庁舎８
階）
※各窓口で開所日時が異なります。
※市ＨＰでもご覧いただけます。
意見等の提出方法①１１月３０日まで
に、直接、郵送（必着）、ＦＡＸ、メール
で男女平等推進センター（〒１９４－
００１３、原町田４－９－８、町田市民フ
ォーラム３階、☎☎７２３・２９０８、返７２３
・２９４６墳ｍｃｉｔｙ５８５０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉ
ｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ②書面（様式は自
由）に「意見募集」と書き、住所・氏名
・電話番号を明記し、１１月２日～２２
日に直接、郵送（消印有効）、ＦＡＸま
たはメールで都市政策課（〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２、返０５０・
３１６１・５５０２墳ｍｃｉｔｙ５５５０＠ｃｉｔｙ．
ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
※資料を配布している窓口へ提出も
できます。
※意見提出の注意事項等の詳細は、
各担当課へお問い合わせください。な
お、寄せられたご意見の概要及び市の
考え方は、個人情報を除き、①１月中②
１２月ごろに市ＨＰ等で公表予定です。

「キラリ☆町田私の好きなお店大賞２０２２」 
投票受付中！

問町田商工会議所☎☎７２２・５９５７、町田市産業政策課☎☎７２４・３２９６

　「キラリ☆町田私の好きなお店
大賞」では、市内商業の活性化を目
的として、個性ある魅力的な店づ
くりに意欲的に取り組んでいるお
店を表彰しています。
　現在、２０２２年度の受賞候補店舗
を選ぶ投票を受け付けています。投
票いただいた方の中から抽選で２０
人に、お店大賞受賞店舗で使える１万
円分の商品券を差し上げます。皆さ
んからの投票をお待ちしています。
　なお、大賞は投票の多かった上
位の店舗を実行委員会で審査のう
え、決定します。

投票方法あなたの好きなお店・住
所・氏名・電話番号・年齢・「町田私
の好きなお店大賞」の応募を何で
知ったかを明記し、１２月３１日まで
（消印有効）にハガキまたはＦＡＸで
町田商工会議所「町田私の好きな
お店大賞」係（〒１９４－００１３、原町
田３－３－２２、返７２９・２７４７）へ（同
会議所ＨＰ〔右記二次元
コード〕で投票も可）。
※投票は１人１回のみ、
小売業・飲食業・サービス業の各１
店舗を記入してください（重複投
票は無効）。

各日先着１００人に記念品をプレゼント！
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

　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２か月程かかります。
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①
１１月５日㈯②１１月６日㈰③１１月
１２日㈯④１１月１３日㈰、午前１０時
～午後５時場①②小田急百貨店町
田店６階エスカレーター脇レスト
スペース（原町田６－１２－２０）③
④ままともプラザ町田１階エレベ
ーター前（旭町１－２４－１）

【マイナポイントの付与対象とな
るマイナンバーカードの申請期限
が１２月３１日まで延長されまし
た】� �
　マイナンバーカードと民間のキャ
ッシュレス決済サービスとの連携で
マイナポイントを付与する、マイナ
ポイント事業第２弾について、申請期
限が延長されました。
※マイナポイント事業第２弾につい
ては、国のマイナポイント事業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。
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暮らしの手続き出張無料相談会
　遺言書の作成や相続手続き、成年
後見制度や高齢者の財産管理、年金、
社会保険、労働問題全般、賃貸トラブ
ル、不動産の売買や賃貸借契約等につ
いて、行政書士、社会保険労務士、宅地
建物取引士が秘密厳守で相談に応じ
ます／相談時間は１人３０分以内です。
対市内在住、在勤の方日１１月２７日
㈰午後１時～４時（受け付けは午後０
時５０分～３時３０分）場堺市民センタ
ー２階ホール
問広聴課☎☎７２４・２１０２

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。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１２月
９日㈮、受付時間＝①午後１時～１時
１５分②午後２時～２時１５分／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
場わくわくプラザ町田定各２０人（申
し込み順）申１１月８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２２１１０８Ｆへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

子ども・子育て子ども・子育て
年 末 保 育
対市内在住または市内認可保育園・
認定こども園（２号認定・３号認定）に
在籍する１２月１日時点で、満６か月
以上の未就学児の保護者で就労のた
め保育が必要な方日１２月２９日㈭、

３０日㈮、午前７時～午後７時の間で
保護者の方の就労時間（通勤時間を
含む）場町田保育園費午前８時３０分
～午後５時の間は３０分につき２５０
円、午前７時～８時３０分、午後５時～７
時は３０分につき３００円申申請書・年
末勤務証明書・保育カードを１２月９
日午後５時までに、直接または郵送
（必着）で町田保育園（〒１９４－
００１３、原町田６－２６－１５、☎☎７２２・
２６７９、受付時間＝月～金曜日の午
前８時３０分～午後５時）へ／申請書
等は１２月９日までまちだ子育てサイ
トでダウンロードできます。また、子
育て推進課（市庁舎２階）でも配布し
ています。
問子育て推進課☎☎７２４・４４６８

大 地 沢 青 少 年 セ ン タ ー
　各催しの詳細は、まちだ
子育てサイト（右記二次元
コード）をご覧ください。
●①森林体験塾Ⅰ
日１１月２３日㈷午前１０時～午後３時
内山林整備や木工作を通して里山暮
らしを学ぶ講大戸源流森の会定２０
人（申し込み順）費１人４００円
●②親子でハイキング＆リース作り
日１１月２７日㈰午前１０時～午後３時
内草戸山で軽いハイキング、クリス
マスリース作り定２０人（申し込み
順）費１人２００円、リース代５２０円（１
個作成当たり）
●③親子陶芸教室　お皿やマグカッ
プを作りませんか。
日・内１２月４日㈰＝粘土を成形、
２０２３年１月２２日㈰＝絵付け、午前
の部＝午前９時３０分～正午、午後の
部＝午後１時３０分～４時、各全２回
（両日とも同じ部に参加）定各部７組
（付添人を含めて１組４人以内）／抽
選、結果は１１月１９日ごろに発送し
ます費１人６００円

◇
対①②市内在住、在学の小学生の親
子③市内在住、在学で、両日参加でき

る陶芸初心者の小学生と同居の家族
場同センター申①②１１月２日午前９
時から電話で同センターへ③ハガキ
に「親子陶芸教室申込」と書き、参加
者全員の住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・年齢（学年）・送迎バス利用の有
無・２部制のどちらの回に参加を希
望するかを明記し、１１月１４日まで
（必着）に大地沢青少年センター（〒
１９４－０２１１、相原町５３０７－２）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。
問同センター☎☎７８２・３８００
スマイルパーティー
ス マ イ ル マ マ 親 子 ひ ろ ば
　子育て中のママが企画運営するひ
ろばです。
対市内在住の１～３歳児とその保護
者（対象月齢前後での参加も可）日
１１月２２日㈫午前１０時３０分～１１時
場生涯学習センター内スキンシップ
遊び、手遊び、パネルシアター等定
１５組（申し込み順）申１１月２日午前９
時から電話で同センター（☎☎７２８・
００７１）へ。
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１１月８日、１５日、２２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１１月
２０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９組（申し込み順）
申１１月１日午前９時から電話で同セ
ンター（☎☎７２８・００７１）へ。

子ども創造キャンパスひなた村
●お星さま見えるかな　星空シアタ
ー　小学生以下は保護者同伴でおい
でください。
日１１月１９日㈯午後４時３０分～６時
３０分（雨天中止）内たき火を囲んで
１６ミリフィルム映画を楽しむ児童
向けの野外上映会定３０人（申し込み
順）申電話でひなた村（☎☎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。

催し・講座催し・講座
成 年 後 見 制 度 講 演 会
●認知症等に備えて私の思いを未来
に残すには？　会場とオンライン
（Ｚｏｏｍ）で実施します。
日１２月３日㈯午後２時～４時場町田
市民フォーラム内成年後見制度、家
族信託、遺言、任意後見制度について
講司法書士・村山澄江氏、任意後見人
・中澤まゆみ氏定会場＝８８人、オン
ライン＝８０人／抽選、結果は１１月
１８日以降に通知申オンライン参加
希望者は、１１月１１日までに申し込
みフォーム（下記二次元コード）で申
し込み。会場参加希望者は、往復ハガ
キの往信面に代表者の氏名と電話番
号・同行者の氏名（２人まで）・車いす
席や手話通訳が必要かどうか・講師
に質問したいことを書き、返信用ハ
ガキの宛名面に代表者の住所・氏名
を明記し、１１月１１日まで（必着）に
福祉サポートまちだ講演
会担当（〒１９４－００１３、
原町田４－９－８、町田市
民フォーラム４階）へ。
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

市内の農業＆産業の魅力が盛りだくさん！
キラリ☆まちだ祭２０２２

問市役所代表☎☎７２２・３１１１、農業振興課☎☎７２４・２１６６、産業政策課☎☎７２４・３２９６

　町田市の魅力と活力を発信する農
業祭＆産業フェスティバルです。
日１１月１２日㈯午前１０時～午後３時
３０分（町田シバヒロ会場
のみ）、１３日㈰午前１１時
～午後４時（町田シバヒ
ロ会場は午前１０時～午
後３時３０分）
※雨天実施です。
町田シバヒロ会場（１２日、１３日開催）
○農産物品評会
　技術の改善と品質向上を目的に農
産物を審査・展示します。審査後の野
菜は１３日午後２時から販売予定です。
○農産物即売会
　朝採れの新鮮野菜を販売します。
会場で展示する「野菜宝舟」「野菜
神
みこし

輿」で使用された野菜を品評会の
出品物と共に販売します（売り切れ次
第終了）。「まち☆ベジ花マーク」で使
用された花は来場者に配布します。
○表彰式（１３日のみ）
　農産物品評会や営農技術競技会で
受賞した方の表彰式を開催します。
時間午後１時～２時ごろ

○飲食店等の出店
　まち☆ベジグルメ店やキッチンカ
ーが出店します。また、稲わらのお飾
りなどの製作体験もできます。
○町田夢舞生ッスイ祭（１３日のみ）
時間午前１１時～正午
原町田大通り会場（１３日のみ）
○マルシェ「まちだの市」
　地産地消をテーマに、市内で生産
された商品や食材を使った飲食物
や、地元農産物、商工業者のオリジナ
ル商品の販売や展示を行います。
○町田夢舞生ッスイ祭
時間午前１１時～午後４時
小田急駅前東口広場会場（１３日のみ）
○町田夢舞生ッスイ祭
時間午前１１時～午後４時
キラリに来たなら町田で食べようキ
ャンペーン（１２日、１３日開催）
　お得なサービスで町田を満喫でき
るキャンペーンを開催します。
特別企画「キラリ限定！謎解きゲー
ム」（１３日のみ）
　各会場のボードに描かれた謎を解
くゲームを、無料で開催します。

会場案内
車両交通規制（通行止め）
　原町田大通り会場＝１３日午前９時
３０分～午後７時（地図内赤斜線部分）
バス停の移設・休止について
　原町田大通りの交通規制中は、神

奈川中央交通の原町田大通り８番・９
番のバス停留所がペデストリアンデ
ッキ下の臨時バス停留所へ移設しま
す。また、「原町田三丁目」「原町田四丁
目」「三塚（成瀬・長津田・つくし野・鶴
間方面）」のバス停留所は休止します。

ＪＲ町田駅

小
田
急
町
田
駅

民間交番
セーフティ
ボックス
サルビア

民間交番
セーフティ
ボックス
サルビア

町田街道

小田急
駅前東口
広場会場

小田急
駅前東口
広場会場

町田
シバヒロ
町田
シバヒロ

町田
シバヒロ会場
町田

シバヒロ会場

町田商工
会議所ぽっぽ町田

本部

町田市民
フォーラム

至新宿↑

至相模大野↓

←至八王子 至横浜→

町
田
セ
ン
タ
ー

ビ
ル

浄運寺

町田
センター
ビル会場

浄運寺
会場

東急
会場

原町田大通り会場

▲詳細はこちら
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催し・講座催し・講座
若者創業スクール事業
Ｕ－２５　ビジネス創造プログラム
　市では、町田新産業創造センター
と協力し、２５歳以下の若年層を対象
に、自分のやりたいことや実現した
い世界観を、ビジネスを通じて形に
する７日間の集中型プログラムを実
施します。ビジネスについて知らな
い人でも一から学ぶことができ、自
分の想

おも

いをビジョンとして表現し、
商品開発やビジネスモデルづくりを
ワークショップ形式で実践します。
現役起業家によるトークセッション
もあります。
対１６～２５歳のビジネスに少しでも
興味があり、全回参加できる方日①
１１月５日②１１月１２日③１１月１９日
④１１月２６日⑤１２月３日⑥１２月１０
日⑦１２月１７日、いずれも土曜日午
後１時３０分～５時３０分、全７回場①
⑦同センター②～⑥オンライン（Ｚｏ
ｏｍ）定２０人（選考）申１１月４日まで
にＵ－２５ビジネス創造プ
ログラム申し込みフォーム
（右記二次元コード）で申し
込み。
問同センター☎☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎☎７２４・２１２９

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１２月５
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１１
月８日正午～２８日にイベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード２２１１０８Ｅへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

知っておきたい情報セキュリティ講演会
●なりすましや偽のセキュリティ警
告などの手口と対策を知ろう　イン
ターネットとの安全な付き合い方を
学びましょう。
対ネットセキュリティについて学び
たい方日１１月２３日㈷午後２時開演
場中央図書館講（独）情報処理推進機
構セキュリティセンター企画部・石
田淳一氏定５０人（申し込み順）申１１
月２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２２１１０２Ｃへ（申し込みは２人
まで）。
問同館☎☎７２８・８２２０（１１月７日～１１
日、１４日、２１日は休館）
東京文化財ウィーク企画事業
国指定史跡高ヶ坂石器時代遺跡見学会
　日本で初めて発見された縄文時代
の敷石住居である国指定史跡高ヶ坂
石器時代遺跡（牢場遺跡・稲荷山遺跡
・八幡平遺跡）の見学会です。３地点
の遺跡を徒歩で回ります。
日１１月１９日㈯、午前１０時～１１時、
午後２時～３時（雨天中止、各回とも
同一内容）／集合は「芹ヶ谷公園冒険
遊び場前駐車場」前です定各１５人（申
し込み順）申１１月２日正午～１７日に
イベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード２２１１０２Ｂ
へ。
問生涯学習総務課☎☎７２４・２５５４
生涯学習センター・昭和薬科大学共催講演会
薬に込められた様々な工夫
　薬に施されている工夫や最先端の
「泡

バブル

製剤」について紹介します。
日１２月３日㈯午後２時～４時場生涯
学習センター講昭和薬科大学薬剤学
研究室教授・宇都口直樹氏、帝京大学
薬学部薬物送達学研究室教授・鈴木
亮氏定７５人（申し込み順）申１１月８
日正午～２８日にイベントダイヤル
（☎☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード２２１１０８Ｃへ。
問同センター☎☎７２８・００７１

絵本の読み聞かせ講座（基礎編）
対市内小学校・学童保育クラブなど
で読み聞かせに関わる活動をしてい
る保護者・ボランティア日１２月１日
㈭午前１０時１０分～正午場中央図書
館内主に小学校低学年を対象にした
本の選び方や読み聞かせ方について
定１５人（申し込み順）申１１月２日か
ら直接または電話で堺図書館へ（申
し込みは２人まで）。
問堺図書館☎☎７７４・２１３１

講座「初めての点訳ボランティア」
　点字と点訳について学ぶ、初心者
向けの入門講座です。点字使用者の
話を聞き、手書き及びパソコンでの
点訳を体験します。
対パソコンの基本的な操作ができる
方（両日出席可能な方優先）日１１月
２９日、１２月６日、いずれも火曜日午
後１時～４時場中央図書館講町田市点

訳赤十字奉仕団定１２人（抽選）申１１
月２日午前１０時～１６日午後５時（１１
月７日～１１日、１４日は休館）に、電話
で中央図書館障がい者サービス担当
へ（市内各市立図書館で講座チラシ
の申込書に記入し、直接提出も可）。
問中央図書館☎☎７２８・８２２０
女性のための護身術
Ｗ Ｅ Ｎ － Ｄ Ｏ 講 座
　カナダ発祥の自己防衛プログラム
を学びませんか。
対護身術を学びたい女性日１１月２９
日㈫午前１０時～１１時３０分場町田市
民フォーラム講リアライズＹＯＫＯＨ
ＡＭＡ代表・橋本明子氏定１２人（申し
込み順）申１１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２２１１０２Ｅへ。
保育希望者（１歳以上の未就学児、申
し込み順に２人）は１１月１５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

地 域 公 開 講 座
　オンライン（Ｗｅｂｅｘ）及び子ども
発達センターで開催します。
対市内在住の方日１２月１５日㈭午前
１０時～正午内ちょっとした工夫で
楽になる子育て～子どものほめ方・
叱り方をペアレントトレーニングの
視点から学ぶ講大正大学教授・井澗
知美氏定オンライン＝１００人、会場
＝２５人／申し込み順申１１月９日正
午～１２月８日にイベシスコード
２２１１０９Ｄへ（会場参加の場合はイ
ベントダイヤル〔☎☎７２４・５６５６〕で
申し込みも可）。保育希望者（４か月
以上の未就園児、申し込み順に６人）
は併せて申し込みを。
問子ども発達支援課☎☎７０９・３４５５　
１２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）。
●気を巡らせて“ぽかぽかな体”づく
りを目指しましょう！５ ～経絡を整
えて免疫力を高めよう　気や血液な
どを運ぶ経

けい

絡
らく

について解説し、経絡
を巡らせる体操を体験します。
日１２月８日㈭午後１時３０分～４時場
町田市生涯学習センター講相模女子
大学短期大学部非常勤講師・西村か
おる氏、カイロプラクター・山本彩世
氏定２０人（抽選）費２０００円申講座案
内チラシ裏面の受講申込書に記入
し、１１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
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
●アートのじかん　アートの力には
どのような働きがあるか、講座を通
して皆さんと「アートのじかん」を持
ちませんか。
日①１２月１０日②２０２３年１月１４日
③２月４日④３月４日、いずれも土曜日
午後１時３０分～３時３０分、全４回場中
央図書館内①つくる・つながる・つた
わる、アートでコミュニティ②アー
トによる異文化交流（カンボジア）③
町田市立国際版画美術館の役割と浮
世絵による情報伝達④Ｍｙ Ｍｕｓｅｕｍ
をつくる、現在の美術を巡る話題講
①アトリエ・アルケミスト主宰 羽田
由樹子氏②小さな美術スクールサポ
ートクラブ・小沼利枝氏③国際版画
美術館館長・大久保純一氏④東京文
化財研究所客員研究員・三上豊氏定
３０人（申し込み順）申１１月２日午前９
時から電話で生涯学習センターへ。
問同センター☎☎７２８・００７１

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。
下記以外の地区は、市ＨＰをご覧くだ
さい。
地区・日町田第一＝１２月３日㈯午前
１０時～正午場町田市民文学館申１１
月１８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
スカイバスで行く！
親子で楽しむ冬の日帰りバスツアー
　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・多摩市在住、在勤、在学
の方日１２月３日㈯午後０時４０分～６
時１５分ごろ／集合は町田シバヒロ、
解散は京王相模原線京王多摩センタ
ー駅です内スポーツ体験（フットサ
ル、セパタクロー、グランドホッケ
ー）、ＫＤＤＩミュージアム夜間特別見
学定２０人（抽選、結果は１１月１８日ま
でに通知）費中学生以上４０００円、小
学生３０００円（体験講師代、保険料含
む）申１１月１４日午後５時までにメー
ルでＪＴＢ東京多摩支店（墳ｍｉｎａｍｉｔａ
ｍａ＠ｊｔｂ．ｃｏｍ）へ（ＪＴＢ東
京多摩支店ＨＰ〔右記二次元
コード〕で申し込みも可）。
問ＪＴＢ東京多摩支店☎☎０４２・５２１・
５５５２、町田市観光まちづくり課☎☎
７２４・２１２８

お買い物は商店街で！
町田わくわくスタンプラリー２０２２

問町田市商店会連合会☎☎７２３・６９００、町田市産業政策課☎☎７２４・３２９６

　市内の商店街のスタンプラリー
参加店舗で買い物をしてスタンプ
（レシートも可）を集めると、抽選
で６００人に賞品が当たります。応
募用紙は、各参加店舗のほか、産業
政策課（市庁舎９階）や各市民セン
ター等でも配布しています。
※参加店舗の一覧は、町
田市商店会連合会ＨＰ（右
記二次元コード）をご覧
ください。
※参加店舗にはスイングＰＯＰを
掲示しています。
開催期間１２月３１日㈯まで
応募方法応募用紙に３つの異なる

参加店舗のスタンプを集めるか、
５００円（税込み）以上の買い物をし
たことが分かるレシートを添付
し、２０２３年１月５日まで（必着）に
次のいずれかの方法で応募してく
ださい。①参加商店会、産業政策
課、各市民センター、町田商工会議
所に設置してある専用の応募箱へ
投函（切手不要）②８４円切手を貼
って郵送③スマートフォンアプリ
で応募（１２月１日から）
賞品松阪牛すき焼き用、参加商店
会のおすすめの品、ゲーム機・トー
スター等の電気製品、カタログギ
フト、グッズ等

　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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八王子で学ぶ
「和」と「美」の伝統再発見バスツアー
　藤本染工芸で型染め工房の見学と
実演、大島椿本舗で椿油の製造ライ
ンの見学ができるバスツアーで、八
王子観光コンベンション協会との連
携事業です。
日１２月９日㈮午前９時～午後５時ご
ろ／集合は原町田大通り浄運寺会館
前、解散は町田駅周辺です定１５人
（申し込み順）費１万３０００円（バス
代、食事代、入場料等含む）申１１月
２０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（右記二次元コード）
で申し込み。
問町田ツーリストギャラリー☎☎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

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１２月１０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１１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
２２１１０２Ａへ。
問保健総務課☎☎７２４・４２４１
消費生活センター
くらしに役立つテスト教室
●①硝酸イオンって何！野菜の硝酸
イオンを測ってみよう！　
日１１月２４日㈭午前１０時～正午内野
菜に含まれている硝酸イオンとはど
んな物質か？実験で含まれている量
を調べて、野菜の選び方や調理の工
夫を学ぶ講コンシューマー技術教育
研究会・福岡ひとみ氏
●②衣服のシミ抜きを学んでやって
みよう！　
日１２月７日㈬午前１０時～正午内衣
服についた色々な種類のシミをきれ
いに落とす方法を学ぶ講東京家政学
院大学現代生活学部生活デザイン学
科助教・佐々木麻紀子氏

◇
対市内在住、在勤、在学の方場町田市
民フォーラム定各１２人（申し込み
順）費各１００円申１１月２日正午から
①１１月１７日まで②１１月３０日まで
に、イベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）またはイベシスコード①
２２１１０２Ｆ②２２１１０２Ｇへ。保育希望
者（１歳以上の未就学児、申し込み順
に各２人）は①１１月１３日まで②１１
月２３日までに併せて申し込みを。
問消費生活センター☎☎７２５・８８０５
国際版画美術館
木 版 画 一 日 教 室
●手作りの年賀状　
対１５歳以上の初心者（中学生を除

く）日１２月６日㈫、７日㈬、午前１０時
３０分～午後４時（各回とも同一内容）
場同館内単色または２色摺

す

りの年賀
状を作成（図柄は干支の図案を含め
同館で用意）講木版画家・木下泰嘉氏
定各１６人（抽選、結果は１１月２５日ご
ろ郵送）費３０００円申１１月２１日まで
にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）または、イベシスコード
２２１０２５Ｈへ。両日への申し込みは
できません。
問同館☎☎７２６・２８８９

小 野 路 宿 里 山 交 流 館
●①北部丘陵の歴史と自然を満喫す
るウォーキングツアー　
日１１月１６日㈬午前９時３０分～午後
３時内ガイドの案内のもと、北部丘
陵エリア（小山田・小野路・野津田）の
歴史を学びながら歩く費１５００円
（保険料、昼食代）定１５人（申し込み
順）
●②紅葉祭り　
日１１月２７日㈰午前１０時～午後２時
内野菜市、模擬店、ビンゴ大会

◇
申①１１月２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２２１１０２Ｈへ②直接
会場へ。
問同館☎☎８６０・４８３５

知 的 財 産 セ ミ ナ ー in 町 田
●意匠・商標・著作権など　デザイン
に関する知財の疑問シェア　事業者
が直面するデザインに関する知財の
疑問に対し、弁理士が回答するトー
クライブ形式のセミナーをオンライ
ン（Ｚｏｏｍ）で実施します。
日１１月１８日㈮午後３時～４時３０分
講本谷国際特許事務所所長弁理士・
本谷孝夫氏コーディネーター（株）ヴ
ィンテージ１代表取締役・堤裕貴（ジ
ーニー堤）氏定３０人程度（申し込み
順）申チラシ（市ＨＰでダウンロード）
に必要事項を記入し、ＦＡＸで知的財
産セミナー２０２２運営事務局（返０３
・６９０８・８０４９）へ（日本弁理士会関
東会セミナーページ〔右
記二次元コード〕で申し
込みも可）。
問産業政策課☎☎７２４・３２９６
非核平和都市宣言４０周年事業
講 演 会
●ＡＩとカラー化した写真でよみが
える戦前・戦争　
日１１月２７日㈰午後２時～４時場生涯
学習センター講東京大学学生・庭田
杏珠氏定７５人（申し込み順）申１１月
８日～２１日にイベントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
２２１１０８Ｄへ。附室からの親子鑑賞
希望者（申し込み順に１組）は電話で
併せて申し込みを。
問企画政策課☎☎７２４・２１０３

町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
●出張・就労相談会ｉｎ文化交流セン

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。アクティブ福
祉ｉｎ町田＇２２と同日開催です。
対介護施設に就職を希望する方日
１１月９日㈬午前１１時～午後３時場町
田市文化交流センター５階サルビア
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
芹ヶ谷公園
緑の物語をつくるワークショップ
　芹ヶ谷公園の枝を使って火おこし
体験をしながら、公園でやってみた
いことについて話し合い
ます。詳細は市ＨＰ（右記
二次元コード）をご覧く
ださい。
日１１月２０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
史世氏定２０人（申し込み順）申参加
者氏名・電話番号・年代を明記し、１１
月４日～１７日午後５時にメールで公
園緑地課（墳ｍａｄｅ．ｉｎ．ｓｅｒｉｇａｙａ＠ｃｉ
ｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
問公園緑地課☎☎７２４・４３９７
空家対策の推進に向けた取り組み
空 家 セ ミ ナ ー
　各専門士等の団体と共催で空家セ
ミナーを開催します。
対市内に住宅を所有している方、ま
たはその親族等日１１月２７日㈰、①
午後１時～２時３０分②午後２時４０分
～４時１０分（片方だけの参加も可）場
市庁舎内①講演「空家になる前に知
っておいた方がいい税金の話」「出来
る準備を今すぐに。～相続登記の義
務化、遺言書の作成、家族信託の解
説」②各分野の専門士（弁護士、司法
書士、税理士、宅建士、建築士等）が同
席し、複合的な悩みの無料相談会（１
組３０分程度）講①東京税理士会町田
支部業務対策部長・一戸雅行氏、東京
司法書士会町田副支部長・黒崎貴義
氏定①３０人②９組程度／申し込み順
申１１月２３日午後５時までに電話で
住宅課へ（市ＨＰで申し込みも可）。
○相談窓口　
　市では、空家に関するお悩みを専
門家に相談できる窓口を設置してい
ます。
申電話で住宅課へ。

◇
問住宅課☎☎７２４・４２６９

　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
●レズミルズイベント　
対１５歳以上の方（中学生を除く）日
１２月１７日㈯、①午前９時４５分～１０
時４５分②午前１１時１５分～正午③午
後０時３０分～１時３０分④午後２時～
３時⑤午後３時３０分～４時３０分⑥午
後５時～６時内ダンス、トレーニン
グ、格闘技系、エアロビックプログラ
ム等／詳細は同館ＨＰをご覧くださ
い定①～③⑤⑥各７０人④５０人／申
し込み順費１１００円申１１月１３日午
後３時から直接または電話
で同館へ。
問同館☎☎７２４・３４４０

三 輪 み ど り 山 球 場
●スポーツデー
対①②⑥どなたでも③④４歳（年中）
～小学３年生⑤１８歳以上の方日１１
月１９日㈯午前１０時～午後２時内①
ゆったりストレッチヨガ②すっきり
ひきしめヨガ③走り方教室④運動遊
び教室⑤ノルディックウォーキング
教室⑥モルック体験定①～④各３０
人⑤２０人⑥無し／申し込
み順費５００円申三輪みどり
山球場ＨＰで申し込み。
問同球場☎☎８５０・９７０７

市 立 室 内 プ ー ル
●①幼児ダンス②キッズダンスＡ・Ｂ
・Ｃ　
対①４～６歳の未就学児②小学生日
１２月６日～２０２３年１月３１日の火曜
日（１月３日を除く）、①午後３時３０分
～４時１５分②午後４時３０分～７時５０
分（Ａ～Ｃ各１時間）、各全８回定①１０
人②各１５人／抽選費①４８００円②各
６４００円申往復ハガキに
必要事項を明記し、１１月
２２日まで（必着）に同プー
ルへ。
問同プール☎☎７９２・７７６１

鶴 間 公 園
●カラダリセット　
対１６歳以上の方日毎週水曜日、午前
９時１０分～９時５５分定各１２人（申し
込み順）費８００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

情報コーナー情報コーナー
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【①世帯向（一般募集住宅）②若年夫
婦・子育て世帯向（定期使用住宅）③
居室内で病死等があった住宅】
　都内に居住等、いずれも要件有り
／詳細は募集案内を参照配布期間
１１月１０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１１月１６日まで
（必着）問同公社都営住宅募集センタ
ー☎☎０５７０・０１０・８１０

●八王子年金事務所～「社会保険料
（国民年金保険料）控除証明書」が発
行されます
　１月１日～９月３０日の期間に納付
した国民年金保険料額を証明する
「社会保険料（国民年金保険料）控除
証明書」を、１１月上旬（１０月１日～
１２月３１日の間に初めて国民年金保
険料を納付する方には、２０２３年２月
上旬）までに送付予定です。年末調整
や確定申告の際には、この控除証明
書と１０月１日以降に納付する保険料
の領収証を提出してください問ねん
きん加入者ダイヤル☎☎０５７０・００３・
００４、０５０から始まる電話の方＝☎☎
０３・６６３０・２５２５　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

11月11日11月11日
までまで

年末年始利用抽選を年末年始利用抽選を
� 受け付けています� 受け付けています
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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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）。

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

１１月
１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

２日㈬ 午後７時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

3日㈷

午前9時～午後5時 内科

木下内科胃腸科（高ヶ坂3-７-１１） ☎☎７２8・588４

増子クリニック（能ヶ谷７-１１-5） ☎☎７35・１４99

ふくいんクリニック（山崎町２２００） ☎☎７9１・１3０７

午前9時～翌朝9時

内科系 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘１-3-8）☎☎７98・１１２１

外科系
多摩丘陵病院（下小山田町１４9１） ☎☎７9７・１5１１

南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

４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

5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

６日㈰

午前9時～午後5時 内科

とくとみ内科医院（南成瀬１-１9-４） ☎☎７２9・１６１６

川口内科クリニック（中町１-3０-２４）☎☎７２5・６２０６

さくらメディカルクリニック（常盤町3２００-１）☎☎７9７・9６７１

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
町田市民病院（旭町２-１5-４１） ☎☎７２２・２２3０

町田脳神経外科（根岸町１００9-４） ☎☎７98・７33７

７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

8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

9日㈬ 午後７時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

１０日㈭ 午後７時～翌朝8時 内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

１１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

１２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

１3日㈰

午前9時～午後5時

内科 中澤医院（つくし野3-１3-４０） ☎☎７95・5４１5

内科
小児科 沼田医院（鶴川６-２-１） ☎☎７35・２０１9

内科 いしかわ内科クリニック（森野４-２１-5）☎☎７２７・４9７０

午前9時～翌朝9時

内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

外科系
あけぼの病院（中町１-２3-3） ☎☎７２8・１１１１

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 多摩丘陵病院（下小山田町１４9１） ☎☎７9７・１5１１

１5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

診療日 診療時間 診療科 医療機関名（所在地） 電　話

１６日㈬ 午後７時～翌朝8時 内科系 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 ふれあい町田ホスピタル（小山ヶ丘１-3-8）☎☎７98・１１２１

１8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

１9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

２０日㈰

午前9時～午後5時

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

内科
町田東口クリニック（森野１-35-8） ☎☎７２１・8855

はやし内科クリニック（真光寺２-3７-１１）☎☎７3６・55０１

午前9時～翌朝9時

内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

外科系
町田慶泉病院（南町田２-１-４７） ☎☎７95・１６６8

町田脳神経外科（根岸町１００9-４） ☎☎７98・７33７

２１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

２２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

２3日㈷

午前9時～午後5時
内科

フォレスト呼吸器内科クリニック町田（原町田６-２8-１5） ☎☎７１０・４１００

田村胃腸科内科クリニック（能ヶ谷２-１２-６）☎☎７35・5６６７

内科
小児科 中村クリニック（木曽東3-２０-２8） ☎☎７9２・００33

午前9時～翌朝9時

内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

外科系
多摩丘陵病院（下小山田町１４9１） ☎☎７9７・１5１１

町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

２４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

２5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

２６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

２７日㈰

午前9時～午後5時 内科

仁愛医院（高ヶ坂６-１9-3１） ☎☎７２8・１０55

鶴川診療所（鶴川６-７-１） ☎☎７35・２38７

木曽診療所（木曽東４-２１-3７） ☎☎７9１・２０88

午前9時～翌朝9時

内科系 町田病院（木曽東４-２１-４3） ☎☎７89・０5０２

外科系
あけぼの病院（中町１-２3-3） ☎☎７２8・１１１１

南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

２8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

２9日㈫ 午後７時～翌朝8時 内科系 南町田病院（鶴間４-４-１） ☎☎７99・６１６１

3０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　１１月１日～３0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。
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