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　いくつものツールを用いて、
皆さんに市の情報をお届けして
います。それぞれの情報ツール
を組み合わせると、より詳しく、
知識を深めることができます。

　広報まちだを読むときは、スマートフォン

を近くに置いています。新型コロナワクチン

の予約記事が掲載されていると

きは、二次元コードを読み取り、

そのまま申し込みをしました。

　テレビで町田市バイオエネルギーセンター

のことを知り、町田市ホームページで調べま

した。町田市公式動画チャンネルを

見たところ、そこにいるかのような

臨場感で紹介されていました。

今も未来も大切に

町田市のＳＤＧｓ
情報ツールの詳細や組み合わせ例は２面に掲載

情 報 ツ ー ル市のの

私私がが選ぶ選ぶ

市の情報には、いち早くお知らせすべきもの、保存してじっくり知識を深めるものなど、さまざまなものがあります。
今回は、ご自身の生活スタイルに合わせて活用していただきたい、

情報ツール（広報紙、メール・LINE、町田市ホームページなど）をご紹介します。
広報課 ☎☎724・2101問

毎日の暮らしに合わせて、使い分ける
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防災情報も“バッチリ”のおすすめツール

それでも、いいですが…「広報まちだ」を読んで、おしまい。

「広報まちだ」を読む「広報まちだ」を読む

目の不自由な方向けに声の広報
（デイジー版）・点字版広報まちだの
無料送付を行っています

　送付を希望する方は、広報課（☎☎724・2101）へ
お問い合わせください。

広報紙を無料配布しています

市内在住で、次のいずれかに該当する方
①新聞をとっていない②近くに広報紙の
配布場所がない③ＨＰ等の閲覧ができない

対 象

住所・氏名（ふりがな）・電話番号・広報紙
無料配布希望・希望理由を明示し、電話、
ハガキまたはFAXで広報課（〒194-
8520、森野2-2-22、☎☎724･2101返
724･1171）へ。

申 込

町田市の“広報”PRイベント
①11月20日㈰（つるまパーク大作戦2022）、午前10時～午後4時＝鶴間公園
②�12月３日㈯・4日㈰（芹ヶ谷公園パークミュージアムFuture�Ｐark�Lab�
2022�Winter）、午前10時～午後4時＝芹ヶ谷公園　※いずれも雨天中止

日 時

場 所

市の情報ツールの紹介、ポケふたパネルのフォトブースで写真撮影、ポケふた
ぬりえ・町田市シティプロモーション冊子等の配布内 容

市内で開催されるイベントで、市の情報ツー
ルを紹介します。

「“私が選ぶ”市の情報ツール」講座

①12月20日㈫、②12月27日㈫、午前10時～11時３0分（各回とも同一内容）日 時

スマートフォンをお持ちで、日頃、市の情報を電子媒体で活用していない方対 象

生涯学習センター場 所 ネットforシニア・清水静香氏講 師

往復ハガキに住所・氏名（ふりがな）・電話番号・希望日（①または②）、返信用に
も宛先を明記し、11月３0日まで（消印有効）に広報課（〒194-8520、森野
2-2-22）へ。

申 込

スマートフォンを使って、市の情報
を入手する方法を学ぶ講座です。

市の情報ツールの使い方を学ぶ内 容

活動の様子をリアルに見たい活動の様子をリアルに見たい

そんな場合は…

　市の魅力や市政情報を
動画でお伝えします。

町田市公式動画チャンネル

他市の取り組みも知りたい他市の取り組みも知りたい

そんな場合は…

⃝�スマートフォン・タブレット
用アプリ「マチイロ」
　�気になる記事の保存や過
去の記事の閲覧ができ
ます。

⃝TAMA�ebooks
　�多摩地域内の広報紙や情報誌、パ
ンフレットなどが閲覧できます。

⃝マイ広報紙
　�キーワード検索、関連する記事を
一覧でまとめて閲覧することが
できます。

�外部サイト・アプリ�  
（�マチイロ・T

た
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ま

A e
イー

b
ブ ッ ク ス

ooks・�  
マイ広報紙）

市の情報をいち早く知りたい市の情報をいち早く知りたい

そんな場合は…

⃝�町田市メール配信サ
ービス・町田市公式
LINE

　�「不審者・犯罪情報」
「防災情報」「健康づくり情報」「イ
ベント情報」を始め、災害時には緊
急情報を、電子メールとLINEで配
信しています。

⃝�町田市SNS※（Twitter、Instagr
am、Facebook）

　�SNSごとにさまざまな分野の情報
を発信しています。防災情報も充
実していて、Twitter・Facebook
「東京都町田市（防災・安全・気象情
報）」では、町田市メール配信サー
ビスで配信される災害・緊急情報
等を発信しています。Instagram
では町田市消防団の活動情報など
をお知らせしています。

　※�SNS＝ソーシャル・ネットワー
キング・サービス

メール配信サービス・
公式LINE、SNS（Twitter・
Instagram・Facebook）

市の情報を詳しく知りたい市の情報を詳しく知りたい

制度などの知識を深めたい制度などの知識を深めたい

そんな場合は…

　各種申請書のダウン
ロード、イベント情報
など市の情報を網羅し
ています。緊急のお知
らせも発信しています。

町田市ホームページ

運転や家事をしながら市の運転や家事をしながら市の
情報を知りたい情報を知りたい

そんな場合は…

　災害発生時には災害
情報も流します。「なが
ら利用」やアプリで過
去の番組をさかのぼっ
て聞くことができます。

ラジオ広報番組
「東京町田インフォメーション」

情報ツールのお得な使い方を知ろう
市の情報ツールを、身近に感じていただくイ
ベントと講座を行います。この機会に、ぜひご
参加ください。

広報課�☎☎724・2101

　日頃、「広報まちだ」をお読みいただきありがとうございます。より詳しく知りたい方の関心に合わせた
情報をお伝えするために、便利な情報ツールもあります。広報紙とメール・LINE、町田市ホームページな
どを組み合わせることで、ご自身に合った情報が手に入ります。

情報ツール、イベント詳細はこちら▶広報課☎☎724･2101問

問

各10人（抽選）定 員
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問職員課☎☎７２４･２１99

2021年度 人事行政の運営等の状況を公表します

１　職員数� （2022年4月1日現在）

　町田市の職員数、給与、勤務条件等の状況についてお知らせします。詳細は市HPでご覧いただけます。

２　職員の給与
※�東京都及び国の給与等については、東京都等の公表資料を参考にしていま
す。

（１）人件費（2021年度普通会計決算）

歳出総額（A） 実質収支 人件費（B） 人件費率
（B/A）

（参考）2020年度の
人件費率

1916億1797万円 81億4414万円 219億4278万円 11.5% 10.1%
（注）①�人件費とは、一般職員に支給される給与と市長や議員など特別職の給料・報酬・手当

などの経費の合計です。
　　②普通会計とは、一般会計と特別会計を基に全国統一基準で再構成した会計です。

（２）平均給料月額及び平均給与月額（2022年4月1日現在）
区 分 平均給料月額 平均給与月額

一般行政職 32万1544円 43万6309円

技能労務職 32万2785円 41万33円
（注）①平均給料月額とは、基本給の平均です。
　　②�平均給与月額とは、基本給と扶養手当や地域手当などの諸手当の額を合計したもの

の平均です。

（３）経験年数別・学歴別平均給料月額（2022年4月1日現在）

区 分
経�験�年�数

10年 15年 20年

一般行政職
大学卒 26万3142円 31万2664円 36万95円
高校卒 21万3900円 − 30万6600円

技能労務職 全学歴 − − −
（注)�経験年数：学校卒業後ただちに市職員に採用された者については､ その在職年数をい

います。その他の職員については、それぞれ職歴等の年数を一定の基準により在職年
数として換算し、市職員に採用後の在職年数を加算したものです｡

（４）期末・勤勉手当

区 分
町����田����市 東����京����都 国

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2021年
6月期

1.250月分�
(0.700月分）�

1.025月分�
(0.500月分）�

1.250月分�
(0.700月分）�

1.025月分�
(0.500月分）�

1.275月分�
(0.725月分）�

0.950月分�
(0.450月分）�

2021年
12月期

1.150月分�
(0.650月分）�

1.025月分�
(0.500月分）�

1.150月分�
(0.650月分）�

1.025月分�
(0.500月分）�

1.275月分�
(0.725月分）�

0.950月分�
(0.450月分）�

計 2.400月分�
(1.350月分）�

2.050月分�
(1.000月分）�

2.400月分�
(1.350月分）�

2.050月分�
(1.000月分）�

2.550月分�
(1.450月分）�

1.900月分�
(0.900月分）�

職務段階
による加算 有 有 有

（注）①一般職員の例です｡
　　②（���)内は、再任用職員に係る支給割合です｡

（５）退職手当（2022年4月1日現在）

区 分
町����田����市 東����京����都 国

普通退職 定年退職等 普通退職 定年退職等 普通退職 定年退職等

勤続20年 23.0月分� 23.0月分� 23.0月分� 23.0月分� 19.6695月分 24.586875月分

勤続25年 30.5月分� 30.5月分� 30.5月分� 30.5月分� 28.0395月分� 33.27075月分

勤続35年 43.0月分� 43.0月分� 43.0月分� 43.0月分� 39.7575月分� 47.709月分

最高限度 43.0月分� 43.0月分� 43.0月分� 43.0月分� 47.709月分 47.709月分

加算措置 定年前早期退職特例措置
（2％～20％加算）

定年前早期退職特例措置
（2％～20％加算）

定年前早期退職特例措置
（2％～45％加算）

28322832人人

28292829人人

133人133133133人人人

116人116116116人人人

4949人人

3131人人

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300

2020

2021

2022

（人）

（年度）

28192819人人 102人102102102人人人 2727人人

合計 3014人

合計 2976人

合計 2948人

常勤職員 再任用常勤職員 再任用短時間職員

（注�）職員数には、地方自治法により東京都から町田市に派遣されている職員及び市費負担
の指導主事等を含み、南多摩斎場組合などの一部事務組合への派遣者などは除いてい
ます。

（参考）給与の種類とその内容

給　与

毎月決まっ
て支給され
るもの

給料…給料表に定める額
扶養手当…子9000円、配偶者6000円、その他の親族6000円
地域手当…民間における賃金や物価等に関する事情を考慮して支給
される手当で、給料、扶養手当、管理職手当の合計額の16%
住居手当…�35歳未満で借家居住の場合に限り、1万5000円を限度に

支給
通勤手当…�交通機関利用者=運賃相当額、交通用具使用者=通勤距離

に応じて支給
その他…管理職手当等

勤務した実
績に応じて
支給される
もの

特殊勤務手当…�著しく危険、不快、不健康など特殊な業務に従事した
場合に支給

その他…時間外勤務手当等

臨時に支給
されるもの

期末・勤勉手当…賞与に相当する手当
退職手当…退職のときに支給される一時金

３　特別職の報酬等
区　分 市長、副市長 議長、副議長、議員

報酬等の月額
（2022年4月1日現在)

（給料) （報酬）

市　長
副市長

106万円
90万円

議�����長
副�議�長
議�����員

64万円
58万円
55万円

期末手当
(2021年度支給割合)

2021年6月期
2021年12月期
支給割合　合計

2.275月分
2.175月分
4.45月分

2021年6月期
2021年12月期
支給割合　合計

2.45月分
2.45月分
4.90月分

（注）市長、副市長については、条例の定めにより退職手当が支給されます。

４　職員の勤務時間その他の勤務条件
（１）勤務時間・休憩時間
　職員の勤務時間については、条例等により次のように定めています。ただ
し、業務上必要があると認める場合などは、異なる勤務時間を割り振ることが
あります。

勤務時間
休憩時間

勤務時間 始業時刻 終業時刻
1週間当たり
38時間45分 午前8時20分 午後5時5分 正午～午後1時までの1時間

（２）休暇制度の概要
　職員に付与される年次有給休暇は、1年度につき20日です。年次有給休暇以
外の休暇等については、市HPでご覧いただけます。

５　職員の分限及び懲戒処分
　分限処分は、公務の能率の維持並びに適正な運営の確保という観点から行
われる処分で、地方公務員法第28条に規定されているものです。
　懲戒処分は、職員の非違行為に対して、職場の秩序維持・回復を目的として
行われる処分で、地方公務員法第29条に規定されているものです。
（１）分限処分（2021年度）

種　類 延べ件数 人　数
免　職 0件 0人
降　任 1件 1人
休　職 221件 78人
降　給 0件 0人

（２）懲戒処分（2021年度）
種　類 延べ件数 人　数
免　職 0件 0人
停　職 1件 1人
減　給 0件 0人
戒　告 5件 5人

町田市職員採用試験情報 問職員課☎☎７２４・２５１8
返0５0・３08５・４１0７

YouTube「町田市公式動画チャンネル」の「町田市採用試験ちゃんねる」でも職員採用
試験についてご覧いただけます。

　詳細は市HPをご覧ください。
職　種 採用予定数 日程等（予定） 採用日（予定）

障がい者対象一般事務 若干名

○郵送申込受付期間
11月18日㈮～25日㈮（消
印有効）

○第1次試験日時(SPI試験)
12月4日㈰午前9時～午後1
時

2023年
4月1日

※受験資格や試験日等の詳細は、「町田市職員採用試験実施要項」(市HPでダウンロード)
をご覧ください。

Ｔｗｉｔｔｅｒ・YouＴubｅで
情報発信

Twitterアカウント名＝�町田市職員採用試験情報(町田市公式)
＠machida_saiyou
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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情報

【相談先一覧】
感染したかもしれない、受診の目安や検査について相談したい
○�町田市新型コロナウイルス感染症専用電話相談窓口☎☎７８５・５２３７（土・日
曜日、祝休日を除く午前９時～午後５時）
〇�東京都新型コロナ・オミクロン株コールセンター☎☎０５７０・５５０・５７１（毎
日午前９時～午後１０時）
新型コロナワクチンについて相談したい
○�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）
○�厚
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発熱等の症状があり、検査を受けたい
○�東京都発熱相談センター☎☎０３・６２５８・５７８０、０３・５３２０・４５９２（毎日２４
時間／看護師・保健師が対応）
○�東京都発熱相談センター医療機関案内専用ダイヤル☎☎０３・５３２０・４３２７、
０３・５３２０・５９７１、０３・５３２０・７０３０（毎日２４時間／一般オペレーターが
対応）
○�町田市発熱相談センター☎☎７２４・４２３８（土・日曜日、祝休日を除く午前９時
～午後５時）

　全国的に新型コロナウイルスが感染拡大の傾向にあります。年末年始を安心して過ごすために、オミクロン株対応ワクチンの早期接種をご検討ください。
予防接種は強制ではありませんので、ワクチン接種の予防効果と副反応のリスクを十分理解していただいたうえで接種をご検討ください。
　また、この冬はインフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行の可能性が懸念されています。同時流行への事前の備えを確認しましょう。

※この記事の情報は１１月８日現在のものです。

オミクロン株対応ワクチンの早期接種をご検討ください

　新型コロナウイルスの従来株とオミクロン株に対応した２価ワクチン
の接種は、１・２回目接種を完了した１２歳以上のすべての方が対象です。現
時点では、オミクロン株対応ワクチンはＢＡ．１対応型またはＢＡ．４－５対応
型のいずれかを１人１回接種できます。
　１０月２１日から接種間隔が５か月から３か月に短縮されました。接種券
に同封された案内から接種間隔が変更になっていますので、ご注意くだ
さい。
　年末年始は接種できる医療機関が限られますので、オミクロン株対応
ワクチン接種がお済みでない３～５回目接種対象の方は、オミクロン株対
応ワクチンの早期接種をご検討ください。
【接種を実施している病院・診療所の情報】
　新型コロナワクチン接種を実施している病院や診療所の最新情報は、
市ＨＰ（右記二次元コード）に掲載しています（随時更新）。また、町田市新
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）では近隣の接種可能な会場をご案内して
いますので、お気軽にお問い合わせください。

１・２回目接種がお済みでない方は、年内の１・２回目接種完了
をご検討ください

　オミクロン株対応ワクチンは、１・２回目接種に使用することはできま
せん。１・２回目接種は従来型ワクチンを使用します。
　オミクロン株対応ワクチンの接種を受けるためには、従来型ワクチンで１・２
回目接種を終えたうえで、２回目接種後、３か月以上間隔を空ける必要があり
ます。そのため、２０２３年３月末までにオミクロン株対応ワクチンの接種を希
望する場合は、年内に２回目まで接種を終える必要があります。
※従来型ワクチン接種ができる会場は限られています。実施日
等の詳細は、市ＨＰ（右記二次元コード）をご確認ください。

Ｗｅｂ版町田市コロナワクチン特別号を市ＨＰで公開してい
ます

　３回目以降の接種間隔（オミクロン株対応ワクチン接種を含む）
が３か月に短縮されたことなどを記載した「Ｗｅｂ版町田市コロナ
ワクチン特別号」を市ＨＰ（右記二次元コード）で公開しています。

乳幼児（生後６か月～４歳）の接種を実施します

　接種の詳細は、市ＨＰ（右記二次元コード）をご覧ください。
【実施日程】

１回目 ２回目 ３回目
１１月２０日㈰ １２月１１日㈰ ２０２３年２月１２日㈰１１月２７日㈰ １２月１８日㈰
１２月４日㈰ １２月２５日㈰ ２０２３年２月１９日㈰

【接種概要】
接種会場健康福祉会館　　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（乳幼児用ファイザー社製ワクチン）�
　ワクチン接種の予防効果と副反応のリスクを十分ご理解いただいたう
えで、接種をご検討ください。接種には保護者の方の同意と立ち会いが必
要です。
接種の実施期間は２０２３年３月３１日までです。３回接種する必要があるた
め、計画的な接種をご検討ください。

新型コロナワクチン接種の予約支援を実施しています

　お近くの支援センターの連絡先等が分からない場合は、新型コロナワ
クチン接種相談コールセンター（☎☎７３２・３５６３）にお問い合わせくださ
い。詳細は市ＨＰ（下記二次元コード）をご覧ください。

【６５歳以上で、スマートフォン・パソコンの操作が苦手な方】完全予約制
　お近くの高齢者支援センター等（市内１２か所）で予約支援を行います。
　実施期間１２月９日㈮まで　※日曜日、祝日を除く
　受付時間午前９時～午後４時３０分

【障がいのある方】完全予約制
　お近くの障がい者支援センター（市内５か所）で予約支援を行います。
　実施期間１２月２６日㈪まで　※土曜・日曜日、祝日を除く
　受付時間午前９時～午後４時３０分

【スマートフォンの操作が苦手な方】事前予約不要
　わくわくプラザ町田（森野１－１－１５）で予約支援を行います。
　※接種券が必要となりますので、必ずお持ちください。
　実施期間１２月２６日㈪まで　※１１月２０日、１２月１８日を除く
　受付時間午前１０時～午後４時

インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行に備えましょう

日頃から体調を管理しましょう
①インフルエンザの予防接種を検討してみましょう。
　高齢者のインフルエンザ予防接種は接種費用の助成制度があり
ます。詳細は保健予防課（☎☎７２５・５４２２）へお問い合わせいただく
か、市ＨＰ（右記二次元コード）をご覧ください。
②体調変化に気付けるように、体温を測定するなど日頃から体調管理に気
を付けましょう。
③引き続き、手洗い、マスクの着用など感染予防対策を行いましょう。

発熱したときのために備えましょう
①新型コロナウイルス抗原検査キット（「体外診断医薬品」または「第１類医
薬品」と表示されているもの）を事前に購入しておきましょう。
②体温計を事前に購入しておきましょう。あわせて、体温計が正常に動くか
も確認しましょう。
③市販の解熱剤を事前に購入しておきましょう。
④食料品や生活必需品は、１週間分を目安に購入しておきましょう。水分補
給ができるもの（スポーツドリンクなど）や体調がすぐれない時でも食べや
すいもの（レトルトのおかゆなど）も準備しておきましょう。

新型コロナワクチンについてのお知らせ 問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
クチンの接種
予約はこちら

町田市新型コロナウイルス感染症専用電話相談窓口☎☎７８５・５２３７
町田市発熱相談センター☎☎７２４・４２３８
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原油価格高騰等に対する 支援策一覧

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した方等に対して、国民健康保険税、国民
年金保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の減免制度があります。詳細は市ＨＰ
（右記二次元コード）をご覧ください。

各種減免制度があります

制度名 制度の概要 申請方法・問い合わせ先

住居確保給付金
離職・廃業から２年以内または休業等により収入が減少し、住居を失うおそれがある方に支
給します。
支給額単身世帯＝５万３７００円以内、２人世帯＝６万４０００円以内、３～５人世帯＝６万９８００円
以内（原則３か月、最長９か月支給／貸主等に直接払い）

必ず事前に電話のうえ、申請書（市ＨＰで
ダウンロード）を郵送で生活援護課へ。
問生活援護課☎☎７２４・４０１３

新型コロナウイルス
感染症生活困窮者自立
支援金

社会福祉協議会が実施している総合支援資金等の特例貸付を終了した世帯、または特例貸
付の再貸付が不承認となった世帯のうち、一定の要件を満たす世帯に支給します。
支給額単身世帯＝６万円、２人世帯＝８万円、３人以上世帯＝１０万円を３か月支給

申請書（市ＨＰでダウンロード、希望者に
郵送も可）を１２月３１日までに郵送（消印
有効）で生活援護課へ。
問町田市自立支援金コールセンター☎☎
０３・６６２８・７２６６

新型コロナウイルス感
染症に係る傷病手当金

町田市国民健康保険に加入している被用者（会社に勤めており、給与の支払いを受けている
方）のうち、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療
養のため労務に服することができなくなった方に支給します。
適用期間２０２０年１月１日～２０２２年１２月３１日の間で療養のため労務に服することができ
ない期間（入院が継続する場合は最長１年６か月まで）
支給対象となる日数労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日
から、労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日（３日目
までは対象外）
支給額直近の連続した３か月間の給与収入合計額を同３か月間の就労日数で割った金額×３
分の２×支給対象となる日数

必ず事前に電話のうえ、申請書（市ＨＰで
ダウンロード、希望者に郵送も可）を郵送
で保険年金課へ。
問保険年金課☎☎７２４・２１３０
※７５歳以上の後期高齢者医療制度加入
の被用者の受け付け及び支給について＝
東京都後期高齢者医療広域連合お問合せ
センター☎☎０５７０・０８６・５１９、（ＰＨＳ・ＩＰ電
話☎☎０３・３２２２・４４９６）

２０２２年度子育て世帯
生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）

次のいずれかに該当する方を対象に、児童１人当たり５万円を支給します。
①２０２２年４月分の児童扶養手当の支給を受けている方
②公的年金等を受給していることにより、２０２２年４月分の児童扶養手当を受けていない方
（児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る）
③２００４年４月２日以降に生まれた（一定の障がいがある場合は２０歳の誕生日の前月まで
の）児童を監護養育しているひとり親世帯等で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

①＝申請不要（給付を希望しない方は、届
出が必要）
②③＝申請書（まちだ子育てサイトでダ
ウンロード）を郵送で子ども総務課へ。
問子ども総務課☎☎７２４・２１４３

２０２２年度子育て世帯
生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外の
子育て世帯分）

所得要件のいずれかに該当し、かつ養育要件のいずれかに該当する方を対象に、児童１人当
たり５万円を支給します。
【所得要件】
①２０２２年度の住民税均等割が非課税の方
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて２０２２年１月以降の家計が急変し、収入が
２０２２年度の住民税均等割が非課税の方と同じ水準となっている方
【養育要件】
①２０２２年４月分の児童手当または特別児童扶養手当（支給停止含む）の支給を受けている方
②２０２２年５月分～２０２３年３月分の児童手当または特別児童扶養手当（支給停止含む）の受
給資格または額改定の認定を受けた方
③２００４年４月２日～２００７年４月１日の間に生まれた児童のみを監護養育している方

所得要件①と養育要件①②に該当する方
は、申請不要（給付金を希望しない方また
は公務員の方は届出等が必要）。
上記以外の方は、申請書（まちだ子育てサ
イトでダウンロード）を郵送で子ども総
務課へ。
問子ども総務課☎☎７２４・２１３９

個人向けの支援策 各支援策の詳細は、市ＨＰ（右記二次元コード）をご覧ください。

制度名 制度の概要 申請期限・問い合わせ先
町田市障害福祉サービ
ス事業所等物価高騰対
策支援給付金事業

１０月１日時点で、市内で障害者総合支援法または児童福祉法に基づく
サービス提供を行う障害福祉サービス事業所等に支援金を交付しま
す。

申請期限１１月３０日まで（必着）
問障がい福祉課物価高騰対策支援事業担当☎☎
７２４・２１４７

町田市介護サービス事
業所等物価高騰対策支
援給付金事業

１０月１日時点で、市内で介護保険法の指定を受けてサービス提供を行
う介護サービス事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホームに支援金を
交付します。

申請期限１１月３０日まで（必着）
問介護保険課物価高騰対策支援事業担当☎☎７２４・
４３６６

中小企業融資制度
「緊急資金」

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内中小企業者に対し、売
上高減少等の要件を満たす場合に、融資利子の一部を補助します。 問産業政策課☎☎７２４・２１２９

小規模事業者経営改善
資金「マル経融資」利子
助成制度

要件を満たす市内小規模事業者に対して、マル経融資（小規模事業者
経営改善資金）の利子を全額助成します。 問産業政策課☎☎７２４・２１２９

町田市原油価格等高騰
対策事業者給付金
（産業政策課）

要件を満たす市内中小企業者の直近１年間に事業用で支払った水道光
熱費・燃料費に対して給付します。

申請期限１２月１６日まで（消印有効）
問同給付金事務局コールセンター☎☎７３２・５８５０
（受付時間＝月～金曜日、午前９時～午後５時）

町田市物価高騰対策農
業者給付金
（農業振興課）

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、要件を満
たす場合に肥料費、飼料費、諸材料費及び動力光熱費の一定割合を給
付します。

申請期限１２月２３日まで
問ＪＡ町田市経済センター☎☎７９２・６１１１

町田市交通事業者燃料
価格高騰対策支援金

要件を満たす乗合バス事業者、貸切バス事業者、タクシー事業者に支
援金を交付します。

申請期限１１月３０日まで（消印有効）
問交通事業推進課☎☎７２４・４２６１

事業者向けの支援策 各支援策の詳細は、各支援策右側の二次元コードをご覧ください。

この記事の情報は２０２２年１１月１５日現在のものです。
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2023年１月下旬にお送りします
国保・後期・介護の納付済額通知
　国民健康保険税・後期高齢者医療
保険料・介護保険料は、確定申告の社
会保険料控除の対象となります。
２０２２年中に町田市に支払った保険
税（料）については、２０２３年１月下旬
に納付済額通知を郵送します。申告
書類作成の資料としてご利用くださ
い。なお、年末調整などのため早めに
必要な場合は、窓口または電話でお
問い合わせください。
問国民健康保険税について＝納税課
☎☎７２４・２１２１、後期高齢者医療保険
料について＝保険年金課☎☎７２４・
２１４４、介護保険料について＝介護
保険課☎☎７２４・４３６４　

国民年金保険料の産前産後免除制度
　国民年金第１号被保険者が出産に
より、産前産後期間の国民年金保険
料が免除されます。出産予定日また
は出産月の前月から４か月間の国民

年金保険料が免除になります（多胎
の場合は出産予定日または出産日が
属する月の３か月前から６か月間）。
必要書類等の詳細は、市ＨＰをご覧く
ださい。
問保険年金課国民年金係☎☎７２４・
２１２７
音訳版・点訳版・ＳＰコード版を配
布しています
障がい者サービスガイドブック
　障がい福祉に関する各サービスや
情報などを掲載している「障がい者
サービスガイドブック」の音訳版・点
訳版・ＳＰコード版を配布していま
す。これは、視覚障がいの方が利用し
やすいように、音訳・点訳・ＳＰコード
化したものです。ご希望の方は、障が
い福祉課（市庁舎１階）へおいでくだ
さい。また、郵送による配布を希望す
る方はご連絡ください。
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３

住宅改修に伴う固定資産税（家屋）の減額制度
　一戸当たり５０万円を超える住宅

の耐震改修工事、自己負担額が５０万
円を超えるバリアフリー工事または
省エネ改修工事を行った場合、改修
工事が終了した年の翌年度分の固定
資産税を減額します。工事が完了し
た日から３か月以内に申告してくだ
さい。詳細は、納税通知書または市Ｈ
Ｐをご覧ください。また「固定資産税
のあらまし」を資産税課（市庁舎２
階）で配布しています（市ＨＰでダウ
ンロードも可）。
問資産税課☎☎７２４・２１１８
町田市民文化祭「春の催し」
町田市民美術展出品者募集
　２０２３年２月２５日㈯～３月５日㈰
（２月２７日は休館日）に国際版画美術
館で開催する、同展の展示作品を募

集します。詳細は出品規定（各市民セ
ンター、各市立図書館、生涯学習セン
ター等で配布）をご覧ください。
対市内在住、在勤、在学、または市内
に美術活動拠点がある１８歳以上の
方展示内容絵画・版画・デザイン・彫
刻部門、手芸・工芸・写真・人形部門、
書道部門費１作品４０００円申込期限
２０２３年１月１６日まで（消印有効）／
中止の場合、出品申し込み済みの方
には個別に連絡します。最新の情報
は、町田市文化協会ＨＰまたは市ＨＰ
をご覧ください。なお、美術展の内
容、出品規定の内容については、町田
市民美術展事務局（☎☎７２５・２３６７）
へお問い合わせください。
問文化振興課☎☎７２４・２１８４

お知らせお知らせ

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

スマートフォンやパソコンで

口座振替の申し込みができるようになりました
問納税課☎☎７２４・２１２１

景観づくりの更なる進化を目指します！
「町田市景観計画の一部見直し」及び 
「町田市屋外広告物条例の検討」を始めました

問地区街づくり課☎☎７２４・４２６７

　市では、時代の変化や新たな社
会ニーズを踏まえて、市民・事業者
・行政の協働による景観づくりを
更に推進することを目的に、町田
市景観審議会において、「町田市景
観計画の一部見直し」と、それに伴
う「町田市景観条例の一部改正」の
検討に着手しました。併せて、新た

に「町田市屋外広告物条例の制定」
に向けた検討も開始しました。い
ずれも、２０２４年３月を目標に取り
組みを進めます。
　詳細は市ＨＰ（右記二
次元コード）をご覧く
ださい。

　立冬を過ぎて、冬支度をする季節
になりました。モズも、冬期の縄張り
を巡る高鳴きをしています。久しぶ
りに、小山内裏公園を訪れました。桜
やケヤキが紅葉して秋の風情になり
ました。サザンカなどの秋、冬の花に
混じって名残の花もありました。パ
ークセンター近くには、ツワブキの
鮮やかな黄色、ホトトギスの赤紫色
などが彩りを添えています。
　さて、先月末に大分県臼杵市で、日
本フットパス協会の全国大会が開催
されました。実際に町並みや野山を
歩く、フットパスルートを巡る大会
としては、前回の２０１9年豊岡大会
以来３年ぶりの開催となりました。
　臼杵市は大分県南部にあり、人口
は３万５０００人ほどですが、国宝に指
定されている石仏群などもあり、ま
た、漁業の町でもあり、瀬戸内海の豊
後水道あたりのフグやサバやアジな
どは特に有名です。
　九州地方は、熊本県を中心にフッ
トパスが盛んで、新しい町おこし、地
域振興の一つのメニューとして年々
活動が拡大しています。新型コロナ
ウイルスの影響もあって、旅行や観
光が停滞を見せていましたが、九州

に限らず、野外を歩くフットパスに
ついては、各地で盛んに行われてい
ます。
　フットパスの「運動」はもともとイ
ギリスに端を発していますが、現在、
日本のまちづくりにおいても、ウォ
ーカブルな町という言葉は定着して
きており、人間のサイズに合わせた、
親しみやすい町がトレンドになって
います。
　来年の開催地は、福島県西白河郡
西郷村に決まりました。全国でも
「村」に新幹線の駅（新白河駅）がある
のはここだけです。新型コロナウイ
ルスの感染が終息に向かえば、こう
した、特に観光地として発展してき
た市町村でなくとも、人々が訪れる、
フットパスのような着地型観光の流
れが進展していくものと思われま
す。町田市としても、そうした事例に
学びながら、来訪者を増やし、交流を
深めていきたいと思います。

国宝臼杵石仏（古
ふる

園
ぞの

石
せき

仏
ぶつ

）

カワセミ通信
１８８

市
議
会
の
う
ご
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問議会事務局☎☎724・404912月定例会・常任委員会を開催します
　本会議・委員会を下表のとおり開催し
ます。開会時間は午前１０時です。ただし、

Twitterアカウント名＝町
田市議会（町田市公式）＠
machida_gikai

Twitterで情報発信

１１月３０日は午後１時です。
※請願・陳情の受付締切は
１１月３０日㈬午後５時です。
※本会議・常任委員会は町
田市議会ＨＰでライブ中継・
録画配信をしています。スマ
ートフォンやタブレット端
末でもご覧いただけます。
※会場は本会議場及び委員
会室（いずれも市庁舎３階）
です。
※会議の日程・時間等は変
更になることがあります。

月 日 曜日 内　　　　容
11 30 水 本会議（提案理由説明）

12

1 木 議案説明会・全員協議会
5 月

本会議（一般質問）
6 火
7 水
8 木
9 金
12 月 本会議(質疑)

13 火 文教社会常任委員会･建設常
任委員会

14 水 総務常任委員会・健康福祉常
任委員会

15 木 常任委員会予備日
23 金 本会議(表決)

対象となる税・料金等 問い合わせ先
市・都民税（普通徴収）

納税課☎☎724・2121固定資産税・都市計画税
軽自動車税（種別割）
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料 保険年金課☎☎724・2144
介護保険料 介護保険課☎☎724・4364
保育料 保育・幼稚園課☎☎724・2137
市立保育園給食費 子育て推進課☎☎724・4468
学童保育クラブ育成料 児童青少年課☎☎724・2182学童保育クラブ特別育成料（一部の学童保育クラブのみ）
市営住宅使用料 住宅課☎☎724・4269
母子父子女性福祉資金償還金 子ども家庭支援センター☎☎724・4419
学校給食費 保健給食課☎☎724・2177
学校教材費等 教育総務課☎☎724・2173

　スマートフォンやパソコン等を
利用して口座振替登録の申込手続
きができる「町田市Ｗeｂ口座振替
受付サービス」を開始しました。市
役所や金融機関窓口へ行かずに、
いつでもご自宅などから申し込み
ができます。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。
利用可能な金融機関
みずほ銀行、三菱ＵＦＪ
銀行、三井住友銀行、きらぼし銀
行、横浜銀行、東日本銀行、ゆう
ちょ銀行



72022．11．15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
　１１月は、「国民健康保険税」の納付
月です。
問納税課☎☎７２４・２１２１

献 血 に ご 協 力 く だ さ い
　市庁舎で献血を実施します。輸血
用血液の需要は年々増加していま
す。継続的なご協力をお願いします。
日１１月１７日㈭午前１０時～１１時４５
分、午後１時１５分～４時場ワンスト
ップロビー（市庁舎１階）
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

シニアシニア
高齢運転者安全運転教室
　加齢に伴い、運転に必要な認知機
能・身体機能は低下していきます。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１２月２２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１２月１５日
ごろ郵送）申１１月１６日正午～３０日
にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
２２１１１６Ｇへ。
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３

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
●ネイチャークラブ～モグラになっ
て穴を掘れ！
対市内在住、在学の小学生日１２月
１１日㈰午前１０時～正午（雨天中止）
定１１人（申し込み順）費２００円申１１
月１７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
親子ひろば「わくわくスノーパーティー」
　子育て中のママたちが企画しまし
た。おうち遊びのヒントを見つけに
来ませんか。サンタさんと写真撮影
ができます。
対市内在住の１歳６か月～３歳児とそ
の保護者日１２月９日㈮午前１１時～
１１時３０分場同センター内歌遊び、
手遊び、パペットシアター定８組（申
し込み順）申１１月１６日午前１０時か
ら電話で同センター（☎☎７２８・
００７１）へ。

オンライン幼児食講習会
　オンライン（Ｗｅｂｅｘ）で開催しま
す。
対１歳６か月～２歳０か月児の保護者
（対象月齢前後での受講も可）日１２
月２日㈮午前１０時３０分～１１時３０分
内栄養士による幼児期の食事につい
ての講話、好き嫌い・おやつ等のよく
ある悩みについて定３０人（申し込み
順）申１１月２３日までにイベシスコ
ード２２１１０１Ａへ。
問保健予防課☎☎７２２・７９９６

催し・講座催し・講座
町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン
●秋の薬師池公園撮影会　
日１１月２６日㈯午前１０時～正午／集
合は同サロンです
●ツバキ展　
　日本ツバキ
協会町田支部
の出展協力の
もと、生花と
写真を展示し
ます。苗木の
販売も予定し
ています。
日程１２月３日
㈯、４日㈰
●「２０２２年　私のこの一枚写真展」
作品募集　２０２２年に撮影したおす
すめの写真を募集します（会期＝
２０２３年２月１日～１２日）。
定６０人（申し込み順）費３００円写真
サイズＡ４申写真裏面に応募用紙を
貼付し、曲がらないよう封筒等に入
れて、１２月１１日午前１０時から直接
同サロンへ（１人１点まで）。

◇
問同サロン☎☎７３６・８２８１

今年中の粗大ごみの持ち込み予約はお早めに
問ごみ収集課☎☎７９７・７１１１

１１月１２日～２５日は

「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
問男女平等推進センター☎☎７２３・２９０８

　「女性に対する暴力をなくす運
動」期間は、女性に対する暴力の根
絶を呼び掛けることを目的に毎年
実施しています。
　配偶者等からの暴力、性犯罪、売
買春、セクシュアル・ハラスメン
ト、ストーカー行為などの女性に
対する暴力は、女性の人権を著し
く侵害し、決して許されるもので
はありません。
　同センターでは、電話による女
性悩みごと相談を実施しています
（１０面参照）。

【市庁舎をパープルにライトアッ
プします】
　女性に対する暴力根絶のシンボ
ルマークであるパープルリボンに
ちなんで、市庁舎をパープルにラ
イトアップします。
　女性に対するあらゆる暴力の根
絶を広く呼び掛けるとともに、被
害者に対して「ひとりで悩まず、ま
ずは相談をしてください」という
メッセージが込められています。
日１１月１６日㈬、２３日㈷、午後６時
３０分～９時

ふるさと納税を募集しています
問財政課☎☎７２４・２１４９

遠藤周作生誕１００年記念展を応援
しよう！
　町田市ゆかりの作家であり、町
田市民文学館設立のきっかけとな
った故・遠藤周作の生誕１００年に
合わせて、町田市民文学館で
２０２３年秋に開催する遠藤周作生
誕１００年記念展やその関連イベン
トのため、ふるさと納税を募集し
ています。
募集期間２０２３年１月５日まで
寄附目標額１５０万４０００円

みんなの力で、町田ＧＩＯＮスタジ
アムを明るく照らそう！
　町田ＧＩＯＮスタジアムに現在設
置している水銀灯の生産終了に伴
い、夜間照明をＬＥＤ化することで、
プレーする選手を始め、観戦・応援

する皆さんが気持ちよくスポーツ
を楽しめるよう、ふるさと納税を
募集しています。
募集期間２０２３年１月１２日まで
寄附目標額１０００万円

◇
申ふるさと納税ポータルサイト
「ふるさとチョイスガバメントク
ラウドファンディング」（下記各二
次元コード）で申し込み。
※寄附申出書で手続きしたい場合
は、お問い合わせください。

▲�遠藤周作生誕
１００年記念展

▲�町田GION��
スタジアム

プレママ・パパクラス、乳幼児・母性相談
母乳育児相談、離乳食講習会等のご案内

　開催日等の詳細は、まちだ子育てサイト（右記二次元コー
ド）をご覧ください。
問保健予防課☎☎７２５・５４７１

　年末は粗大ごみの持ち込みが大変混み合います。お早めにご予約く
ださい。申込方法の詳細は、（一財）まちだエコライフ推進公
社（☎☎７９７・１６５１）へお問い合わせいただくか、同公社ＨＰ
（右記二次元コード）をご覧ください。

有害ごみの出し方、ご確認ください
　発火する恐れのあるリチウムイオン電池等の小型充電式電池
は、電極部分をビニールテープで絶縁し、有害ごみ
（電池）の日に集積所のかごへ出してください。分別
方法等の詳細は、市ＨＰ（右記二次元コード）をご覧く
ださい。
　回収日は、「資源とごみの収集カレンダー」または「町田市ごみ
分別アプリ」でご確認ください。

名　称 受付期間
ゆうちょ銀行で
の振替による送
金（※1）

銀行による送金（※2） 義援金箱の
設置場所

2022年パキ
スタン洪水
救援金

11月30日
㈬まで

口座番号00110
−2−5606
加入者名日本赤
十字社

・�三井住友銀行すずら
ん支店（普）2787785
・�三菱UFJ銀行やまびこ
支店（普）2105788
・�みずほ銀行クヌギ支
店（普）0623528

令和4年台風
第15号災害
義援金

12月28日
㈬まで

口座番号00150
−9−588320
加入者名日赤令
和4年台風第15
号災害義援金

・�三井住友銀行すずら
ん支店（普）2787588
・�三菱UFJ銀行やまびこ
支店（普）2105586
・�みずほ銀行クヌギ支
店（普）0620588

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
の窓口等

※1　�ゆうちょ銀行での振替による送金は、窓口での取り扱いの場合、振替手
数料は無料です。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。パキスタン洪水救援金は、必ず通信欄に「2022年パキス
タン洪水救援金」と明記してください。

※2　�銀行による送金は、振込手数料が別途かかる場合があります。口座名義
はいずれも「日本赤十字社」です。受領証発行希望の方は、住所・氏名（受
領証の宛名）・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。

救援金・義援金にご協力ください
問�日本赤十字社パートナーシップ推進部☎☎０３・４３6３・２０56、�
町田市福祉総務課☎☎７２４・２5３７
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催し・講座催し・講座
車ごと出店できる！
まちエコ・フリーマーケット出店者募集
　家庭で不用になったものをリユー
ス（繰り返し使う）する「まちエコ・フ
リーマーケット」の出店者を募集し
ます。
対市内在住、在勤、在学の方日１２月
１１日㈰午前９時～午後２時場町田市
バイオエネルギーセンター隣接地定
４０台（申し込み順）費２０００円申１１
月１６日～３０日に電話でまちだエコ
ライフ推進公社（☎☎７９７・９６１７）へ。
詳細は同公社へお問い合わせくださ
い。
問環境政策課☎☎７９７・０５３０

町田市電子書籍サービス使い方講座
　１０月から始まった町田市電子書
籍サービスの利用について、タブレ
ットまたはスマートフォンを使用し
て操作を学ぶ講座です。当日は利用
券とタブレットまたはスマートフォ
ンをご持参ください。
対市内在住、在勤、在学のタブレット
またはスマートフォンをお持ちの方
／利用券をお持ちでない方は、１２月
６日までに利用登録に必要な書類を
持って、各市立図書館へおいでくだ
さい。詳細は町田市立図書館ＨＰをご
覧ください日１２月１３日㈫、午前１０
時３０分から、午後１時３０分から（各
回とも同一内容）場中央図書館定各
３０人（申し込み順）申１１月１６日正午
～１２月７日にイベントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
２２１１１６Ｂへ（申し込みは２人まで）。
問中央図書館☎☎７２８・８２２０

染 付 体 験
●そばちょこやおつまみ皿に本格的
な絵付けをしよう　素焼きをした磁
器の上に、本格的な染付の技法を用
いて絵付けを行います。講師が釉

ゆう

薬
やく

を掛けて焼成し、完成品は１～２か月
後に着払いで郵送します。
対１０歳以上の方（小学生は保護者と
の参加が必須、１グループ３人まで、
見学のみは不可）日①１２月１８日②
２０２３年１月２２日、いずれも日曜日
午後１時３０分～４時３０分／連続講座
ではありません場玉川学園コミュニ

ティセンター内①そばちょこに絵付
けをする②おつまみ皿に絵付けをす
る講愛知県立芸術大学准教授・小枝
真人氏定各１２人（抽選）費１人２０００
円（送料別）申１１月２２日正午～１２月
２日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）またはイベシスコード①
２２１１２２Ａ②２２１１２２Ｂへ。
問市立博物館☎☎７２６・１５３１

国際版画美術館　「版画×写真１８３９－１９００」展関連催事
公開制作～写真から版画へ
　写真を元にした版画技法で制作す
る作家が、自身の作品や制作方法に
ついて一部実演を交えて解説しま
す。
日１１月２６日㈯午後１時３０分～３時
ごろ場同館講堂講銅版画家・藤田修
氏定６０人（先着順、入退室自由）／録
音・録画等はご遠慮ください。
問同館☎☎７２６・２８８９

ふ れ あ い 落 語
対６歳以上の方日２０２３年１月１５日
㈰午後２時３０分～３時３０分場鶴川市
民センター出演柳家吉緑、三遊亭遊
かり定１４０人（申し込み順）費５００円
（全席自由）申１１月１７日正午～
２０２３年１月８日にイベントダイヤル
（☎☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード２２１１１７Ａへ。
問町田市民ホール☎☎７２８・４３００、町
田市鶴川市民センター☎☎７３５・
５７０４
犬と楽しく暮らすための
基 礎 講 座
対犬を初めて飼育する方、これから
飼育を考えている方日１２月１４日㈬
午後２時～４時場町田市保健所（中町
庁舎）内犬の健康管理、しつけ、飼育
マナー等を学ぶ講セラピスト動物病
院院長・原田智獣医師、東京都動物愛
護推進員・藤塚茜氏定２０人（申し込
み順）申１１月１６日正午～１２月１１日
にイベントダイヤル（☎☎７２４・

５６５６）またはイベシスコード２２
１１１６Ｃへ。
問生活衛生課☎☎７２２・６７２７

障 が い 者 雇 用 セ ミ ナ ー
　職場での雇用の事例などを紹介し
ながら、障がい者雇用を進めるうえ
での悩みや不安を取り除きます。併
せてハローワークから障がい者雇用
の現状について説明します。
対市内事業所の経営者・従業員日１２
月１４日㈬午後２時～４時場市庁舎講
医療法人社団輝生会事務局長・堅田
由美子氏定５０人（申し込み順）申氏
名・事業所名等を明示し、電話または
ＦＡＸで町田商工会議所（☎☎７２４・
６６１４返７２９・２７４７）へ（同会議所令
和４年度セミナー申込フ
ォーム〔右記二次元コー
ド〕で申し込みも可）。
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３

消 費 生 活 セ ン タ ー
●くらしに役立つ学習会～値上げラ
ッシュ！家計管理の方法と工夫を学
ぼう！　家計管理の基本を学んで、
実際に家計簿をつけてみましょう。
対市内在住、在勤、在学の方日１２月
１６日㈮午前１０時～正午場町田市民
フォーラム講町田友の会定２８人（申
し込み順）申１１月１６日正午～１２月
１１日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
２２１１１６Ａへ。保育希望者（１歳以上
の未就学児、申し込み順に２人）は１２
月４日までに併せて申し込みを。
●イベントスタジオ～子どものヒヤ
リハット　子どもを事故から守りま
しょう　子どもの日常生活には危険
がいっぱい潜んでいます。住宅模型
や等身大着せ替え人形パネルを見
て、触って、確認できます。また、消費
生活センターのパネルも展示しま
す。
日１１月２１日㈪～２５日㈮、午前８時
３０分～午後５時（２３日を除く、初日
は正午から、最終日は午後３時まで）
場イベントスタジオ（市庁舎１階）

◇
問同センター☎☎７２５・８８０５

防 犯 で シ ョ ー タ イ ム
　大道芸を楽しみ“ながら”、「ながら
防犯」や子どもが犯罪から身を守る
方法などについて学びませんか。
日・内１１月２６日㈯、防犯でショータ
イム！パフォーマンス＝午前１１時か
ら、午後１時３０分から、午後３時か
ら、防犯バルーンワークショップ＝
午前１１時３０分から、午後２時から、
午後３時３０分から／防犯パフォーマ
ンス終了後に、防犯バルーンワーク
ショップ参加券を配布します（先着
順）場ぽっぽ町田屋外広場・ピロティ
出演イベント限定ユニット「ＢＯ－Ｈ
ＡＮズ」（ひぃろ、松鶴家天太）、クラ
ウンはっち
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３
いつもの景色の中の「安全」と「危険」が見える！
地域安全マップの作り方講座
　講義と実際の地域の映像から、防
犯の視点をお伝えします。景色の中の
「安全」と「危険」を予測する力を高め、
お住まいの地域の安全について考え
てみませんか。
対市内在住の方日１２月２日㈮午後１
時３０分～３時場市庁舎講立正大学教
授・小宮信夫氏定２０人（申し込み順）
申氏名・電話番号・メールアドレスを
明示し、電話またはメールで町田市
地域活動サポートオフィス（☎☎７８５
・４８７１墳ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ－ｓｕｐｐｏｒ
ｔ．ｏｒ．ｊｐ）へ（申し込みフォ
ーム〔右記二次元コード〕
で申し込みも可）。
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３

星空シバヒロピクニック
●夜空に広がる惑星たち、芝生で寝
ころぶ宇宙旅行！　
日１１月２６日㈯午後５時～９時場町田
シバヒロ内天体観望会、秋の星座の
神話のおはなし会、ソフトウェアを
使った惑星ツアー等／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。
問産業政策課☎☎７２４・３２９６

ＦＣ町田ゼルビアのグッズをプレゼント！
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

　国は、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
を行っています。ポイントを受け
取るためには１２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。
　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。申請した
方には、ＦＣ町田ゼルビアのグッズ
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弾につ
いては、国のマイナポイント事業Ｈ

Ｐ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。
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①１１月１９日㈯②１１月２３日㈷
③１１月２６日㈯④１１月２７日㈰、午
前１０時～午後５時
場①成瀬コミュニティセンター２
階多目的室Ｃ②和光大学ポプリホ
ール鶴川３階会議室③藤の台ショ
ッピングセンターシェアオフィス
間（藤の台１丁目１－４９－１０５）④
堺市民センター１階第一会議室
※堺市民センターではＦＣ町田ゼ
ルビアのグッズのお渡しができま
せん。

指定収集袋へ掲載する広告を募集しています！
問環境政策課☎☎７２４・４３７９

　燃やせるごみ専用袋（２０ℓ・４０
ℓ）、燃やせないごみ専用袋（２０ℓ
・４０ℓ）、おむつ専用袋（２０ℓ）の
外袋に、およそ６か月間広告を掲
載することができます。詳細は市
ＨＰ（右記二次元コー
ド）をご覧ください。
費燃やせるごみ専用袋
（２０ℓ）＝２２万７７００円、燃やせる
ごみ専用袋（４０ℓ）＝１７万２７００
円、燃やせないごみ専用袋（２０ℓ）

＝３万９６００円、燃やせないごみ専
用袋（４０ℓ）＝５万６１００円、おむ
つ専用袋（２０ℓ）＝７万５９００円
申町田市有料広告掲載申込書と誓
約書（市ＨＰでダウンロード）に必
要事項を記入し、広告原稿案を添
えて、１１月３０日までに直接また
は郵送（必着）で環境政策課ごみ政
策係（市庁舎７階、〒１９４－８５２０、
森野２－２－２２）へ。

両日ともシャトレーゼスキーリゾートでの実施を予定していま
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 2023年1月14日㈯～15日㈰2023年1月14日㈯～15日㈰
スキー・スノーボードツアー1回目スキー・スノーボードツアー1回目
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合同会社説明会・面接会ｉｎ町田
●まちだが好き・まちだで働こう！　
Ｊｏｂ Ｓｔｒｅｅｔ ２０２２　まちだブラン
ドを持つ企業、仕事と子育てを両立
しやすい企業など、さまざまな特色
がある市内企業のブースをカテゴリ
分けした、個別専用ブース説明会・面
接会です。就職支援セミナーもあり
ます。チラシ（ハローワーク窓口、産
業政策課〔市庁舎９階〕で配布、市ＨＰ

〔下記二次元コード〕でダウンロード
も可）裏面の参加申込書に記入のう
え、会場へ持参してください。イベン
トへの参加については、ハローワー
ク 町 田 職 業 相 談 部 門（ ☎☎７３２・
７３０９）へお問い合わせください。
対市内及び近隣自治体に居住する求
職者日１２月７日㈬午後１時～４時（入
退場自由）場町田市文化交流センタ
ー５階けやき・サルビア・
カトレア・コスモス定
１５０人程度（先着順）
問産業政策課☎☎７２４・２１２９

家 族 介 護 者 教 室
対市内在住で、高齢者の介護をする
家族介護者日１２月１３日㈫午後２時
～４時場南市民センター内「健康腸
寿」のためのおなか元気教室講神奈
川東部ヤクルト販売（株）おなかマス
ター定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 カ フ ェ（ Ｄ カ フ ェ）
　認知症の方や家族、支援者などが
気軽に集まり、情報交換や交流を行
う場「認知症カフェ（Ｄカフェ）」の取
り組みをオンラインで実施します。
対認知症の方や家族、支援者等日１２
月９日㈮、２０２３年１月１９日㈭、午後１
時～３時参加方法Ｚｏｏｍでミーティ
ングＩＤ（７３１３０２６６９６４）・パスコー
ド（ｄｃａｆｅ）を入力し、入
室（右記二次元コードで
入室も可）。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

小 野 路 宿 里 山 交 流 館
●①小野路宿寄席　お座敷で落語と
かっぽれを楽しみませんか。
日１２月１日㈭午後１時３０分~３時３０
分ごろ出演古今亭今輔、萬来亭一柳、
花見亭一平、桜川櫻お伴定２０人（申
し込み順）
●②年末大野菜市
日１２月２５日㈰午前１０時～午後２時
内新鮮野菜の販売（売り切れ次第終
了）、屋台（豚汁、焼き団子、焼き芋
等）、ビンゴ大会

◇
申①１１月１７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２２１１１７Ｃへ②直接
会場へ。
問同館☎☎８６０・４８３５

鶴見川バーチャルツアー
　オンライン（Ｚｏｏｍ）で鶴見川源
流の森や川、生物などの自然環境、治
水対策、体験学習施設の紹介動画を
見ながら鶴見川や流域について学び
ます。
対Ｗｅb環境があり、終了後のアンケ
ートに協力できる方日１２月１１日㈰
午前１０時～正午定３０人（申し込み
順）申氏名（ふりがな）・電話番号・メ
ールアドレスを明記し、１１月２１日
からメールで、ふれあって流域鶴見
川２０２２総合調整窓口〔（株）ニデア〕

（墳ｎｉｄｅａ＠ｎｅｏ．ｎｉｆｔｙ．ｊｐ）へ。
問（株）ニデア☎☎０４５・５６８・７１５９、
町田市下水道経営総務課☎☎７２４・
４２８７
町田市民病院～Ｗｅｂ市民公開講座
大 腸 内 視 鏡 検 査 の す す め
　町田市民病院では、医師によるＷ
ｅb市民公開講座を配信しています。
今回は、大腸内視鏡検査で分かるこ
とや検査・治療にかかる費用等につ
いて解説しています。同病院ＨＰ（下
記二次元コード）でご覧
いただけます。バックナ
ンバー（「糖尿病ひとくち
情報」等）も視聴できます。
講同病院消化器内科・伊藤綾香医師
問同病院経営企画室☎☎７２２・２２３０

（内線７４３３）
ミニ講座
今日から実践！正しいお口のケア
　歯科衛生士が口

こう

腔
くう

ケアについて詳
しく解説します。口腔ケアグッズの

プレゼントもあります。なお、ふれあ
い館に入館する際は、靴下の着用に
ご協力ください。
対町田・相模原市在住の６０歳以上の
方日①１２月６日㈫午後２時３０分～３
時１０分②１２月８日㈭午前１０時３０分
～１１時１０分場①ふれあいくぬぎ館
②ふれあいもみじ館定①３０人②２０
人／申し込み順申１１月１６日正午か
ら①１２月１日まで②１２月５日まで
に、各開催場所に設置の予約簿へ氏
名等を記入またはイベントダイヤル

（☎☎７２４・５６５６）へ／ふれあいもみ
じ館は月曜休館のため、１２月５日は
イベントダイヤルでのみ受け付けま
す。
問保健予防課☎☎７２５・５４３７

　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

みんなで楽しく
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１２月１０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１１月２２日正午～３０
日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）へ。
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

芹ヶ谷公園パークミュージアム

Ｆｕｔｕｒｅ Ｐａｒｋ Ｌａｂ ２０２２ Ｗｉｎｔｅｒ
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
造するための実証実験イベント「Ｆｕ
ｔｕｒｅ Ｐａｒｋ Ｌａb ２０２２ Ｗｉｎｔｅｒ」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。
場芹ヶ谷公園

【ライトアップイベント「平和を照ら
す閑寂の光」】
　桜美林大学の学生が、平和をコン
セプトにしたライトアップを開催し
ます。「平
和」が花
言葉の菊
やヒナギ
クを、町
田の竹を
使って表

現します。
日１２月３日㈯、４日㈰、午後４時～６時

（雨天中止）
場同公園あずまや付近の広場

【いつもの公園を気球に乗って見て
みよう】
　係留飛行による気球の搭乗体験で
す。１０ｍの高さを上下します。
日１２月４日㈰午前８時～１１時ごろ
※風や天候等の条件により変更・中
止になる場合があります。
場同公園多目的広場

【カワセミの凧
たこ

を作ろう】
　カワセミの版画を、凧に仕立てます。
対４歳以上の方（小学３年生以下は保
護者同伴、親子参加も可）
日１２月３日㈯午前１０時～正午、午後
１時～３時（１人当たりの所要時間は

２０分程度、雨天中止）
場同公園多目的広場
講町田木版画ファンクラブ・世羅田
京子氏
定２０人（先着順）
費１０００円

【町田産の繭で作る「干
え

支
と

ウサギ」】
　今年とれた小野路産の繭を使い、
来年の干支であるウサギの繭人形を
作ります。
対４歳以上の方（小学３年生以下は保
護者同伴）
日１２月４日㈰、午前１０時～１０時３０
分、午前１１時～１１時３０分、午後１時
～１時３０分、午後２時～２時３０分（雨
天中止）／各回とも同一内容です。
場同公園
講小野路シルク工房

定各５人（申し込み順）
費２０００円
申１１月１６日正午～１２月１日にイベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード２２１１１６Ｄへ。

【青い日光写真を作ろう】
　夏休みに町田市フォトサロンで大
好評だった企画です。特殊な薬剤を塗
った画用紙に、芹ヶ谷公園の木の葉等
を並べ、日光でその影を写し取ります。
対小学生以上の方
日１２月３日㈯午前１１時～午後２時

（１人当たりの所要時間は３０分程度、
雨天中止）
場国際版画美術館前
講造形家・横山純子氏
定２０人（先着順）
費２００円

推し本を伝えよう！
ひとことＰＯＰコンテスト

問中央図書館☎☎７２８・８２２０

「まちだ謎解きゲーム２」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等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。すべての謎を解
き明かすとゲームクリアです。一つの謎解きキットで複数
のコースを遊ぶことができます。詳細は市
ＨＰ（右記二次元コード）をご覧ください。
開催期間２０２３年２月１２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。
費１キット２１００円（税込み）
※協力店で使用できるクーポン券１０００円
分付きです。
※２キット同時に購入すると３６５０円（税込
み、クーポン券２０００円分付き）です。

　あなたの推し本を絵と文で伝えて
みませんか。入賞した作品はしおりに
して、市内各所で配布します。
　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、在学及び相互利用市在
住の小学４年生～１８歳の方
ＰＯＰの規格画用紙程度の厚さのある
紙で２６㎝×１１㎝（絵のサイズ２４㎝×９

㎝）。各市立図書館、町田市民文学館、久
美堂本店、有隣堂町田モディ店、ＴＳＵＴＡ
ＹＡ町田木曽店で配布する専用用紙も
使用可（画材は自由、コンピューター加工、
毛玉等浮き上がるものの貼付は不可）
申２０２３年１月１０日までに、直接各市
立図書館または町田市民文学館へ提
出いただくか、郵送（必着）で中央図
書館企画・地域支援係（〒１９４－
００１３、原町田３－２－９）へ。
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小 野 路 公 園
●小野路ベースボールチャレンジ～
リアル野球盤　
対市内在住、在勤、在学の小学生以上
の方日１２月３日㈯午前９
時～午後４時／申込方法
等の詳細は、同公園ＨＰを
ご覧ください。
問同公園☎☎７３７・３４２０

市 立 室 内 プ ー ル
〈お知らせ〉� �
　日本ＳＣ協会関東支部マスターズ
スイミングフェスティバルのため、
１２月１８日㈰はプールの一般利用は
できません（トレーニング室・温浴棟
は通常どおり利用可）。なお、大会前
日は、５０ｍプールが高水位（１．４ｍ～
１．７ｍ）となり、水温が１
～２度ほど低くなります
のでご注意ください。�
問同プール☎☎７９２・７７６１

　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
●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

サ ン 町 田 旭 体 育 館
●ポールｄｅさんぽ＠南町田グラン
ベリーパーク　
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日１１月２２日㈫午前９時３０分～
１１時３０分内ウォーキング専用のポ
ール（杖）を使って、南町田グランベ
リーパーク周辺を散策する定２０人
（申し込み順）費１５００円
申電話で同館へ。
問同館☎☎７２０・０６１１（受
付時間＝午前１０時～午後５時）

サークル名・活動内容 活動日時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
心理ケア・町田　心理ケアの学習会 毎月第１㊐午後１時３０分～４時 町田市民フォーラム４階 入会３０００円・年３０００円 金子隆☎☎０８０・６６１７・２０７０ 街のカウンセラーの学習会
いのちと人権について考える会 毎月第２㊋午後１時３０分～３時３０分 生涯学習センター他 入会無料・年２０００円 庄司☎☎０７０・５０８４・１９５５ ショートメールでＯＫ
２１世紀の世界と日本を考える会 毎月第３㊍午後６時３０分～８時３０分 生涯学習センター 入会無料・年２０００円 齊藤☎☎７２７・８４４１ 国際学に関心のある方へ
話し方・聴き方を学ぶ会 第１・３㊎午後７時～８時３０分 町田市民文学館 入会無料・月２０００円 田村☎☎０９０・８８４４・９８０１ ご連絡はショートメールで
男性料理教室クック・マスターズ 毎月第２㊌午前９時～午後３時 町田市民フォーラム３階 入会１０００円・月１０００円 橋本☎☎返７２５・９５０７ リタイアやテレ勤務の男性
全然話せない人の英会話 月３回㊌午後１時から、２時３０分から 高ヶ坂ふれあいセンター 入会５００円・月２０００円 長屋☎☎０９０・４９２７・６３９０ 見学可・要予約
英会話デイジー　初心者対象 毎週㊋午後１時～２時 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 遠井☎☎７９５・９９５２　要電話 見学可　ＣＤで英会話訓練
アリス英会話　米国教師初～中級会話 月３～４回㊎午後７時～８時３０分 わくわくプラザ町田 入会２０００円・月３０００円 河野☎☎０８０・５０３８・５２２９ 楽しく学びます　体験無料
真・イギリス英語～逸話ほかを楽しむ 毎月第１・３㊋午後１時～３時 町田市民フォーラム他 入会無料・月２０００円 クリーム・ティー☎☎７９７・６４８８
第二創習会　書道　小筆・ペン習字可 毎月第２・４㊍午後１時～３時頃 生涯学習センター他 入会無料・月２０００円 井上☎☎７２７・２０９０ 見学無料・初心者大歓迎
実務書道クラブ　小筆・ペン字 月２回㊍午後２時～５時（入室自由） 生涯学習センター他 入会無料・月３５００円 斉藤☎☎０９０・２７６６・１５０６ 始めたい方歓迎！体験無料
秋津書道会 毎月第２㊋午前９時３０分～１１時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月２０００円 松井☎☎０９０・５５２７・１９４６ 初心の方も楽しく書けます
創習会（書道）漢字　かな　ペン習字 毎月第１・３㊍午後１時１５分～３時１５分 生涯学習センター他 入会無料・月２０００円 髙田☎☎０９０・２７６６・３１６１ 見学無料体験歓迎致します
花月会（茶道）～花月を楽しむ会 毎月第２㊌午後１時～５時 つくし野コミュニティセンター 入会無料・月７００円 花月会☎☎７２６・３２９５　要電話予約 見学・無料体験歓迎します
よそおい・着物着つけ基礎から手結び 月２回㊋午前９時４５分～１１時４５分 生涯学習センター他 入会無料・月１５００円 東直子☎☎８１０・１１５９ いつでも見学・入会大歓迎

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集

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２０２３年５月15日号です。次回申込期間＝２０２３年２月
15日～４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）
お花の魔法使い　生モミ枝のクリスマスリース作り １１月２０日㊐午前１０時から、午後１時から 玉川学園コミュニティセンター ３５００円 黒田☎☎８６０・７６６３、☎☎０９０・５３３３・８８６８ 持ち帰り袋をご持参下さい
フラメンコを踊ってみよう！初めての方大歓迎！ １１月２２日㊋２９日㊋午前１０時３０分から なるせ駅前市民センター ５００円 山崎☎☎０９０・９１０７・３７７０要電話予約 動きやすい服装で！
詩吟発表会・青少年高齢者・俳句短歌漢詩・新体詩 １１月２３日㊗午前１１時～午後３時 なるせ駅前市民センター 無料 川添☎☎７２８・０４６８ 吟照流町田吟誠会
紙飛行機を作って楽しく飛ばそう～気分爽快 １１月２７日㊐午前９時３０分～１１時 芹ヶ谷公園多目的広場 無料 横川☎☎７２２・８０９０ 手ブラＯＫ、雨天中止
一足早い“Ｘマス”　民踊発表会とおわら節を踊ろう １１月２９日㊋午後１時～４時 鶴川市民センターホール 無料 前島☎☎０９０・６９４１・３９７６ 多摩おわら節同好会出演
健康ストレッチ、リズム体操 １１月３０日、１２月１４日㊌午前１１時から つくし野コミュニティセンター ５００円 ヨシダ☎☎０９０・１２０１・００７９要電話予約 お気軽に御連絡下さい！！
鎌倉街道を歩く集合小田急町田駅東口カリヨン広場 １２月３日㊏午前９時４５分～午後３時３０分 原町田～古淵鵜野森公園他 １０００円 鎌倉古道の会� 東野☎☎０９０・３５７９・１７５３ ガイド宮田太郎　当日受付
ポールウォーキングで健康寿命を延ばそう １２月３日㊏午前１０時から約２時間 町田シバヒロ 無料 大石☎☎０９０・５８２８・７４５１ まちカフェのイベント
年末に讃美歌、ハレルヤ、第九のＭを歌いませんか １２月９日㊎午後７時～８時３０分 町田第一中学校・備考参照 無料 町田混声・前田☎☎７２０・６３７５・留守電 場所は３階ミーティング室
「第９回鶴川朗読会」つるの会主催の朗読会です １２月１７日㊏午後１時３０分～３時３０分 和光大学ポプリホール鶴川 無料 橋本英子☎☎７３６・０４５５ お気軽においでください

　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23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 11月16日、12月14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） 11月18日、25日、12月2日、9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 11月15日、12月6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 11月22日、12月13日㈫
⑥登記相談 11月17日、12月1日㈭
⑦行政手続相談 11月17日、24日、12月1日、8日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 12月7日㈬
⑨少年相談 11月22日、12月13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 12月6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 12月7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=12月12日㈪
Ｂ=12月26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30日、Ｂ=12月14日、いずれも午後4時までに電
話で住宅課(☎☎724・4269)へ
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サークル名・活動内容 活動日時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
着付け「紫の会」楽しく簡単手結び 毎月第２・４㊊午前１０時３０分～午後０時３０分 なるせ駅前市民センター和室 入会１０００円・月２０００円 松村☎☎７９６・３１０８ 初心者大歓迎　見学常時可
着付け「藤の会」やさしく丁寧に指導 毎月第２・４㊊午後１時３０分～３時３０分 なるせ駅前市民センター和室 入会１０００円・月２０００円 本郷☎☎７９６・１１６４ 初心者歓迎　見学常に可能
フラワーアレンジ　プリザーブド 毎月第３㊎午前１０時～正午 生涯学習センター学習室 入会無料・月無料 四季彩・置地☎☎０８０・１０７０・９７２０要電話 花材費のみ　初心者歓迎
パンジーの会　生花で素敵にアレンジ 月１回第２㊋午前１０時から なるせ駅前市民センター 入会無料・月１０００円 渡辺☎☎７２０・２９８７ 別途　材料費２０００円
波俳句会　町田支部　山田主宰指導 毎月第１㊊午後１時～５時 町田市民フォーラム 入会無料・月１０００円 原口☎☎返７２６・２０３５ 初心者歓迎　見学可
うららか句会 毎月第４㊎午後１時～３時３０分 町田市民文学館 入会１００円・月１００円 橋本☎☎７２２・９４５６
楽句会　俳句で脳トレ・フレイル予防 毎月第１・３㊊午後１時３０分～４時 南第３高齢者支援センター 入会無料・月５００円 前田☎☎０９０・２２３７・４５０９ 乗りはサークル初心者歓迎
俳句の森　１７文字で衰える脳に刺激を 毎月第２㊊午後１時～４時 生涯学習センター 入会無料・月無料 河野奉令☎☎７２６・５２６３ 見学は大歓迎です
たかんな句会 毎月第２㊋午後１時～５時 わくわくプラザ町田 入会無料・月１０００円 竹田☎☎７９３・３８２５ １０００円は誌代　吟行有
青山（セイザン）町田句会 毎月第３㊏午前１０時～正午 玉川学園コミュニティセンター 入会無料・月１２００円 山岸☎☎７２３・９０８０ 俳句結社「青山」主宰指導
吟詠吟成会　声の衰えを防ぐ詩吟教室 毎週㊋午後１時～３時 鶴川市民センター 入会無料・月３０００円 宮内☎☎７３５・６９１９ 無料講習・初心者歓迎
吟詠洋風会　肺活アップで気分爽快 毎月第１～４㊎午前９時３０分～正午 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 佐藤☎☎７２８・９４９０ １回無料講習参加大歓迎
すずらん　声を作ろう・楽しむ吟詠 月２回㊋午後１時１５分～４時 生涯学習センター 入会無料・月３０００円 平本☎☎０８０・３４１３・６５９２ 初心者の方大歓迎します
岳精流日本吟院町田中央教場（詩吟） 毎月第１・３㊋午後１時～４時 生涯学習センター 入会１０００円・月３０００円 阿部☎☎０９０・４３６０・１７２５ お気軽におでかけ下さい
詩吟春風会・声の衰えに効果大の詩吟 月４回㊌午前１０時～正午 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 松沢☎☎７２２・１０８８ お気軽にご見学下さい
詩吟幸風会・大きな声で吟ずる詩吟 毎週㊍午前９時３０分～正午 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 小市☎☎７２６・１５２８ 明るく楽しい教室です
詩吟町田尚奏会　漢詩・短歌・俳句等 月３回㊎午前１０時～正午 生涯学習センター 入会１０００円・月３０００円 武藤☎☎０９０・６４８４・５１３２ 初心者歓迎します
忠生誠吟会　誤エン防止に役立つ詩吟 月３回㊋午前１０時～正午 忠生市民センター 入会無料・月３０００円 白石☎☎７３６・０８７７ カラオケの上達希望者歓迎
詩吟愛好会・脳の活性化に最適の詩吟 毎週㊏午後１時３０分～３時３０分 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 川添☎☎７２８・０４６８ 健康長寿をめざす
短歌を学ぶ会 毎月第１㊋午後１時～４時３０分 せりがや会館他 入会無料・月１０００円 嘉部☎☎７３５・９０３９
短歌会たまがわ（初心の方も大歓迎） 毎月第３（１・１２月第２）㊐午後１時～５時 玉川学園コミュニティセンター 入会無料・月５００円 杉本信道☎☎７２０・６８２０　留守電あり 美しい日本語を学ぶつどい
高砂かるた会（百人一首かるた練習） 毎月第２・４㊍午後１時３０分～５時 生涯学習センター和室 入会無料・１回２００円 雨宮☎☎０９０・４９２７・３１５８ 正座ができなくても大丈夫
日本舞踊サークル　ひろきの会 月２回㊏午後１時～３時 木曽山崎コミュニティセンター 入会２０００円・月３０００円 正木☎☎０７０・６５５６・１１６５ 見学体験可
ノヘア（フラダンス） 月３回㊍午後６時３０分～８時 わくわくプラザ町田他 入会無料・月３０００円 佐藤☎☎７２１・３０２０ 見学体験可・初心者歓迎
ハーラウ・フラ・オ・カレファ・ウラ 月３回㊍午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 小林良子☎☎０９０・７２１９・４２７０ ベーシィックからしっかり
レイアロハ（フラダンス） 月４回㊊または㊎午後１時～３時３０分 町田市民フォーラム４階 入会無料・月３０００円 泉☎☎０８０・４３５６・１１７１ 無料体験１１月２１日午後１時
フラサークル・リリア 毎週㊊午前１０時～正午 木曽山崎コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 クロダ☎☎０９０・９６８６・２５０５ 無料体験実施中
社交ダンスサークル・サフランの会 毎週㊋午後１時～５時 木曽森野コミュニティセンター他 入会無料・月２０００円 星山文雄☎☎７２６・４９７３ マスク着用をお願いします
ライジングサン社交ダンス経験者向け 月３回㊌午後３時～５時 木曽山崎コミュニティセンター他 入会２０００円・月３０００円 望月富雄☎☎７３２・７２１７ 久し振りに踊る方も大歓迎
町田太極拳愛好会 毎週㊍午前１０時～１１時３０分 市立総合体育館 入会無料・月１５００円 坪井☎☎０８０・５５０９・６７１３ 初心者経験者歓迎・見学可
東京太極拳まちだ　２４式太極拳他 毎週㊏午前１０時～正午 木曽山崎コミュニティセンター他 入会１０００円・月３５００円 中村☎☎７９３・４４４８ お気軽におこし下さい
太極拳クラブ　悠悠（ゆうゆう） 毎週㊏午後１時～３時 木曽森野コミュニティセンター 入会２０００円・月２０００円 岡﨑☎☎７３４・８７３６ 随時見学可（無料）要連絡
太極拳　拳（こぶし） 毎週㊎午前１０時～正午または午後１時～３時 木曽森野コミュニティセンター他 入会２０００円・月２５００円 伊藤☎☎７３６・６８３４ 随時見学可（無料）要連絡
太極拳山河 毎週㊍午後１時３０分～３時３０分他 忠生市民センター他 入会無料・月２０００円 塩野入☎☎０９０・９９６８・９５５８
健康太極拳サークル大海（ダーハイ） 月３回㊌午前１０時～１１時４５分 市立総合体育館第一武道場 入会１０００円・月１５００円 浅野俊行☎☎７９９・２０６６ 見学・体験有、初心者歓迎
鶴川さくら会　健康体操と太極拳 毎週㊍午後６時３０分～８時３０分 鶴川第四小学校体育館 入会１０００円・月２０００円 浜川☎☎７３５・０３８８ 見学においで下さい
サークル初見月　健康太極拳 月２回㊋午後１時３０分～３時１５分 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月１８００円 津曲淳子☎☎７２６・９３６６ 見学・体験有、初心者歓迎
桜台太極拳クラブ簡化２４式習得練習 月４回㊌午後１時１０分～４時 忠生市民センター 入会無料・月２０００円 阿部達也☎☎７９３・２８７８ 初心者歓迎　家族的な仲間
太極拳木曜会 月４回㊍午前１０時～１１時３０分 木曽森野コミュニティセンター 入会１０００円・月２０００円 藤沼☎☎７２７・４６３５ 代表者不在の時は留守電に
成瀬太極拳同好会 月３回㊊午前１０時～１１時３０分 成瀬台ゆりの木会館 入会１０００円・月２０００円 岡☎☎７２３・１３４０ シニア向き太極拳見学自由
ポトス太極拳クラブ 月３回㊏午後７時～８時３０分 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月２０００円 山岸☎☎７２３・９０８０ 無理なくできる太極拳
ヨガグループ・ルーナ 月２回㊎午前１０時または午後１時３０分から 町田市民フォーラム他 入会無料・月２０００円 加藤☎☎０８０・３６９０・３７４７ 女性限定　初心者大歓迎
ヨガサークル　ＭＩＨＯ　ＹＯＧＡ 毎月第２・４㊊午前９時４５分～１１時 成瀬が丘自治会館２階 入会無料・月２０００円 中村☎☎返７９９・０５２５ 体験可・お気軽に・要連絡
金曜テニス会 毎週㊊・㊎午前９時～１１時 成瀬クリーンセンター 入会無料・月１５００円 佐藤☎☎０８０・５３７６・５５５６ 初級から中級の方、大歓迎
テニス女性会員募集　野津田倶楽部 毎週㊊～㊎午後１時～５時 野津田公園テニスコート 入会無料・月２０００円 本橋治保☎☎７３５・７７０３ 初中級　ゲームが出来る方
Ｍａｃｈｉ１クラブ（バドミントン） 毎週㊊～㊎午後７時から、㊏㊐もあり 町田市内の小学校他 入会無料・月３０００円 篠原☎☎０９０・６５２８・０１３０ 小学生を中心に活動中
相原グリーンジョーカーズ　ミニバス 毎週㊌㊎㊏午後６時～８時、㊎は９時迄 大戸小学校 入会無料・月２０００円 安西☎☎０９０・５５０５・２０３２ 見学・体験お待ちしてます
応和会（２０２２発足の新しい剣友会） 毎週㊐午前８時４０分から、㊌午後７時から 小川小・成瀬中央小他 入会４０００円・月２０００円 金折☎☎７９６・９６８４ ホームページご覧ください
さくら健康体操の会　楽しく元気に 毎月３回㊎午後１時３０分～３時 鶴川市民センター 入会１０００円・月２０００円 後藤☎☎７３５・１８６５ 指導：町田リズム運動連盟
のんびりゆっくり　ひまわり健康体操 毎月第１・３㊌午前１０時～１１時３０分 鶴川市民センター和室 入会無料・月８００円 大野☎☎７３４・３９５３ どなたでも
ロコモ体操～筋トレ＋柔軟で足腰作り 毎週㊍午前１０時、午後２時 町田市民フォーラム和室 入会２０００円・月２０００円 大島☎☎７９６・１５５６ １２月１日木曜日、体験会有
新ハイキングクラブ相模原町田支部 毎月第１㊋午後７時～８時３０分 生涯学習センター 入会１０００円・年２０００円 佐藤☎☎０９０・２７５６・７４０１ 来年創立６０周年を迎えます
趣味の歌の会　色々な歌を歌います 隔月１回㊌午後２時から 玉川学園コミュニティセンター 入会１０００円・月１０００円 須佐☎☎７２２・３４９９
なでしこハーモニー町田 月３回㊌午前１０時～正午 成瀬コミュニティセンター他 入会無料・月３５００円 曽根清美☎☎７１９・０３０８ 楽しくご一緒に！見学歓迎
ハーモニー忠生　リズムにのせて 毎週㊎午前１０時～１１時３０分 忠生市民センター 入会５００円・月２５００円 守屋礼子☎☎０９０・２４０８・９４６１ 体験見学にどうぞ
シニア向け歌の会「さちの会」 毎月第２・４㊌午後１時３０分～３時３０分 町田市民フォーラム３階 入会無料・月１４００円 森さち子☎☎０８０・５５０２・０５７７ 皆が唄える懐しい歌見学可
合唱野ばら・合唱を愛する方どうぞ！ 月１回㊎午前１０時～正午 なるせ駅前市民センター他 入会５００円・月１０００円 野ばら☎☎０９０・７９０８・４４２９ 女性合唱・見学にどうぞ！
まちだ　みんなで歌いましょう 毎月第２㊌午前１０時～正午 町田市民フォーラムホール 入会無料・月１０００円 森幸夫☎☎７９３・４４１７ 愛唱歌で楽しいひとときを
混声合唱やまびこ 月３回㊏午後１時４５分～４時 鶴川市民センター他 入会無料・月３５００円 山下☎☎７３５・７５８１ 見学可・お気軽に・要連絡
シニアほがらかコーラスいつも笑顔で 月２回㊊午前１０時～正午 ひなた村他 入会１０００円・月３０００円 笠原南美☎☎０８０・４４０７・０３１１ 精一杯の声出し若く元気に
タンゴなど世界の音楽を楽しむ会 毎月第４㊎午後２時～４時 木曽山崎コミュニティセンター 入会無料・月２００円 中村美紀子☎☎０７０・５５７５・５０２３
アンサンブル・シェーンフェルト 毎月第２・４㊐午前１１時～午後３時 玉川学園こすもす会館 入会１０００円・月３０００円 木原☎☎７２５・５０４２ 管弦楽団　入団歓迎します
カスタネット　軽体操　骨盤体操も 毎週㊌午前１０時～１１時３０分 わくわくプラザ町田他 入会１０００円・月２０００円 枝松☎☎７２８・０６４７　要電話受付 中高年向き　見学者大歓迎
モロカイウクレレクラブ 毎週㊏午前９時３０分～正午 町田市民フォーラム他 入会無料・月３０００円 イクタ☎☎０９０・４９２４・６４３８ ウクレレで健康な日々を
響鼓（どっこ）　和太鼓サークル 毎月２回午前９時３０分～１１時３０分 つくし野コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 村上☎☎０９０・５２０７・５５６５ 是非体験に来てください
新発見色鉛筆で写真を塗る面白絵遊び 毎月２回㊋か㊍午前９時～午後３時 忠生市民センター 入会無料・月２０００円 森☎☎０９０・６０４３・４９７０ やって見てわかる面白さ
成瀬アミー碁２　気軽に楽しむ囲碁会 毎週㊌午後１時～５時 成瀬コミュニティセンター 入会無料・年３０００円 寺口☎☎７２２・０６８８ 男女初級者～高段者
楽碁会 毎週㊋・㊎午後１時～５時 なるせ駅前市民センター 入会無料・月３００円 吉田尚弘☎☎７２６・１１２８ 男女初級者～高段者
棋友会～気軽に楽しめる囲碁の会 毎週㊐午後１時～５時 都営本町田アパート集会所 入会無料・月５００円 棋友会☎☎０７０・５３６３・９４７５ 初心者・女性の方も歓迎
囲碁サークル・町田石心会 毎週㊍午後１時～５時 生涯学習センター他 入会無料・年５０００円 等々力☎☎７９６・３０１４ 月２回は大会形式で実施
写真同好会　フォト・キャッツアイ 毎月第２㊏午後１時～５時 なるせ駅前市民センター 入会無料・月７００円 近藤☎☎０８０・５６７５・３５５２ 女性歓迎　年２回展示会
写好会ＭＡＲＯ 毎月第２・４㊋午前９時３０分から 生涯学習センター 入会無料・月１７００円 助政☎☎０９０・４７６３・９１６４ 見学大歓迎です　要予約
野菜・果樹の栽培と緑地管理と談笑 定例は毎週㊍午前９時～午後２時　他自由 金井５号緑地 入会無料・月無料 小林☎☎０９０・３５９３・８８８７　要連絡 見学歓迎　気軽に参加乞う
町田地図の会　地図を囲んで話題沸騰 毎月第１・３㊌午前１０時～正午 生涯学習センター他 入会無料・月３５００円 村山☎☎７２３・９００８ 今尾恵介先生の御指導です
キルトサークルヒマワリ 月２回第２・４㊋午前９時３０分～１１時３０分 生涯学習センター学習室 入会無料・月２５００円 ヒマワリ☎☎７９５・２３２６　要申込 お家時間を楽しみましょう
かしの木山野鳥クラブ・《野鳥観察》 毎月第２㊐午前８時３０分～１０時 かしの木山自然公園 入会無料・年５００円 山脇☎☎０８０・９６５０・３１２３ 詳しくは当会ホームページ
町田野鳥の会　バードウォッチング 毎月第２㊐午前８時３０分～１１時 忠生公園 入会無料・年１０００円 森下悟☎☎０７０・１４７６・３３７７ 初心者歓迎　見学ＯＫ
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　市では、地域の活性化や市民サ
ービスの向上を図るため、１０月
１２日に「町田市と日本生命保険相
互会社町田支社との包括連携に関
する協定」を締結しました。
　この協定に基づき、高齢者支援
や健康増進に関する取り組みな
ど、さまざまな分野で連携し、地域
の魅力向上に取り組みます。

　市では、新たな財源の確保と公園施
設の知名度向上のため、公園施設の愛
称を付与する権利であるネーミングラ
イツ（命名権）のスポンサー事業者を募
集しました。
　選定の結果、（株）ギオンとのネーミン
グライツ契約により、小野路球場は「小
野路ＧＩＯＮベースボールパーク」、小野
路グラウンドは「小野路ＧＩＯＮグラウン
ド」に愛称が決まりました。愛称は２０２３
年４月から使用します。

１１月２６日㈯ 
オープニングイベント

　６０を超える団体がマルシェや
ワークショップ、講演会や映画上
映会等を開催します。その中から
見どころを紹介します。
日１１月２６日㈯午前１０時～午後４時
場市庁舎

議場でコンサート＆ 
講演会（要申し込み）

　町田市議会の議場で、プロのア
ーティストによるコンサートや、
町田ゆかりのアスリートでリオパ
ラリンピック自転車競技のメダリ
ストである鹿沼由理恵氏による講
演会を行います。
日１１月２６日㈯午前１０時３０分～
午後３時
場市庁舎
申「まちカフェ！」専用ＨＰで申し込み。

まちカフェ！マルシェ
　想

おも

いのこもった一品に出会える
「まちカフェ！マルシェ」。今年は
１９団体が出展します。
場市庁舎正面玄関前
※この他に市庁舎内の各スペース
で販売を行う団体もあります。

ダイバーシティ（多様性） 
イベント

　誰もが楽しめるユニバーサルス
ポーツ「ボッチャ」や「ユニカール」
の体験や、多様な方がモデルとし
て参加するダイバーシティファッ
ションショー「夢ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ」など
のイベントが目白押しです。

町田Ｂａｍｂｏｏチーム× 
まちだ自然エネルギー 

協議会による竹灯
とう

籠
ろう

展示
　町田Ｂａｍｂｏｏチームや市民の
方が作った竹灯籠を展示します。
再生エネルギーを使用した、町田
発のエコで幻想的な竹あかりをお
楽しみください。
場イベントスタジオ横（市庁舎１
階）

①子ども参画ミーティング
　「考えてみよう！子どもの権利」
　「（仮称）子どもにやさしいまち条例」を制定するに
当たり、当事者である子どもたちが自由に意見を述
べ合い、「子どもの権利」について考えるイベントと
して、９月１９日に市庁舎で
実施しました。当日は中学
生～おおむね１８歳の子ど
もが２３人参加し、活発な意
見交換が行われました。

②子どもたちと小倉こども政策担当大臣の意見交換
　１０月２３日に小倉將信こ
ども政策担当大臣が子ども
センターまあちを視察し、
同センターを利用する小学
生～高校生１０人と意見交
換を行いました。
　国はこども家庭庁を設置するに当たり、「子どもの
意見をどのように政策決定に反映させるか」をテー
マに、国内の先進自治体を調査しています。

③若者が市長と語る会
　１１月５日に子どもセンターただＯＮ
で実施しました。「（仮称）子どもにやさ
しいまち条例」をテーマに取り入れ、参
加者１３人と
市長が「子ど
もの権利」等
について自由
な意見交換を
行いました。

　町田市ロゴマーク「いいことふくらむまちだ」は、市民
の皆さんの町田への愛着・誇りを高め、町田の魅力をより
効果的に市内外に発信していくためのシンボルです。

　ロゴマークは、市民の皆さんをはじめ、多くの方に使用していただくこ
とを目指しています。ロゴマークの上部に好きな言葉を入れてアレンジ
可能で、趣旨に反しない限り、原則誰でも自由に無料でお使い
いただけます。使用に当たっては、市ＨＰ（右記二次元コード）
の「町田市ロゴマーク使用の手引き」をご確認ください。

日本生命保険相互会社町田支社と
包括連携協定を締結しました

小野路球場・小野路グラウンド
（株）ギオンとネーミングライツ契約を
締結しました

問企画政策課
☎☎７２４・２１０３

３年ぶりの市庁舎開催「まちカフェ！」

　町田市市民協働フェスティバル「まちカフェ！」は、市内で活動する市
民活動団体やＮＰＯ法人、地域活動団体などが交流を深め、市民の皆さん
が地域活動を始めるきっかけとなることを目指すイベントです。
　今年度はオープニングイベントをはじめ、市内各地の会場やオンライ
ンで多数のイベントを実施します。なお、一部のイベントは事
前に申し込みが必要です。イベントの詳細や申込方法は、「ま
ちカフェ！」専用ＨＰ（右記二次元コード）をご覧ください。
開催期間１１月２６日㈯～１２月４日㈰

「いいことふくらむまちだ」で
魅力を発信しよう！

「子どもの参画」のイベントを実施しています
問子ども総務課☎☎７２４・２８７６、児童青少年課☎☎７２４・４０９７

　「子どもの参画」とは、子どもを一人の人間として社会活動に受け入れることで
す。事業や政策などの計画段階から意見を発言したり、内容を決定したりするな
ど、主体的に関わることが「参画」とされています。
　市では、「子どもの権利」のひとつである「子どもの参画」を推進しています。未来
を担う子どもたちの視点を取り入れるため、９月～１１月にイベントを実施しました。
※市では、２０２３年度に「（仮称）子どもにやさしいまち条例」を制定する予定です。

考 え て み よ う！
子 ど も の 権 利

愛称使用期間２０２３年４月１日
～２０２６年３月３１日（３年間）
契約金額年額３５０万円（税別）

仲間とつくる新たな未来
～エールをつなごう心のブレンド
問「まちカフェ！」実行委員会事務局（町田市地域活動サポートオフィス）
　☎☎７８５・４８７１、町田市市民協働推進課☎☎７２４・４３６２

問広報課
☎☎７２４・２１０１

問公園緑地課☎☎７２４・４３９７
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