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在宅避難とは…在宅避難とは…

地震が起きたら…地震が起きたら…

地震だ！！
…あなたはどうする？

!

!

!

災害が起きてから準備を始めては間に合わない！ 2 面で事前の備えを確認しましょう

　災害が起きた時に自宅で身の安全が確保され、住み続けられる状態
であれば、自宅で避難生活を送ることです。
　避難とは「難」を「避ける」ことです。避難施設に行くことは選択肢の
ひとつであり、安全が確保されている場合は自宅で過ごしましょう。

　慣れない集団生活や環境の変化による心身への負担、感染症への心
配も避けることができます。また、自宅以外の親戚等の家へ避難するこ
とも併せて検討しておきましょう。自宅での避難生活ができるように、
日頃から備えておくことが大切です。

落ち着いたら周囲の状況を確認 避難の必要はありますか？

▶自宅が倒壊したり、居住が困難なレベルの損傷があるか
▶�自宅からの出火や、隣家の火事が延焼する等の二次災害
の恐れがあるか
▶自宅近くで崖崩れ等の土砂災害の恐れがあるか

当てはまれば
避難が必要

上記のポイントに
問題がない

上記のポイントで倒壊や
火災等の恐れがある

在宅避難 避難施設へ避難

▶机の下に隠れて身の安全を確保する
▶倒れたり物が飛び出す家具から離れる
▶慌てて外に飛び出さない

身の安全の確保を最優先！

▶火が付いていたらすぐに消す
▶家の中の安全を確認して出口を確保する
▶スリッパや靴を履く

揺れが収まったら
二次災害に備えましょう

防災課☎☎724・3218問
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　お近くの避難施設や避難広場がどこにあるのか、
「町田市防災マップ」や市HPで確認しておきましょ
う。避難施設等までどんなルートで向かうかなど、ご
家族で話し合っておくことが大切です。また、自治会
・町内会で決めている避難場所や一時集合場所も確
認しておきましょう。
　町田市防災マップと洪水・土砂災害ハザードマッ
プは、市HPで公開しているほか、防災課（市庁舎3
階）、各市民センター、各駅前連絡所、各コミュニティ
センター（上小山田を除く）で配布しています。

　自宅で避難生活を送る際も、水や食料などが足りな
いからといって急いで買い物に行くと、混乱を招く恐
れがあります。
　いつも食べたり使用している飲料水・缶詰・レトルト
食品等を普段から多めに購入しておき、食べたら買い
足すことで備蓄する「ローリングストック法」が役立ち
ます。

避難施設・避難広場 避難ルート を確認しよう

避難広場の区分・市指定避難
広場一覧はこちら➡

町田市防災マップはこちら➡

⃝ガスが止まっていること、ブレーカーを落としたことを確認する
⃝�「○○小学校に避難しています」など玄関に避難先を書いて貼り紙をしておく
⃝できるだけ近隣で助け合い、地域ぐるみで避難する
⃝車、二輪車などの車両を使わずに避難する
⃝�避難施設内ではこまめに手洗いや消毒など感染症対策を
　行う。マスクや消毒液などは各自で準備する

避難するときのポイント

自宅の備蓄品 を準備しよう

　市では、1981年の建築基準法改正以前の基準で建築された木造住宅の耐
震化等に対する助成を行っているほか、耐震改修した住宅について固定資産
税を減額する制度があります。詳細は市HPをご覧ください。
※次回の木造住宅耐震化助成は、４月3日から申請を受け付けます。

木造住宅の耐震化助成制度
についてはこちら➡
問住宅課☎☎72４・４269

住宅の耐震改修に伴う固定資産
税の減額についてはこちら➡
問資産税課☎☎72４・2118

⃝窓ガラスに飛散防止フィルムを貼っておく
⃝家具が倒れたり、中身が飛び出さないようにストッパー等で固定する
⃝テレビが倒れたり飛び出さないようにテレビ台に固定する
⃝�自宅周辺の石垣やブロック塀が崩れやすい状態（ひびが入っている
等）でないか確認する� など

チェックのポイント

も備えよう自宅の建物
　大規模な地震が発生した場合、町田市では最大で５万8４11人の避難者が発
生すると想定されています（2022年現在）。一人ひとりが自宅の耐震化や家
具転倒防止対策に取り組むことで、被害を減らすことができます。在宅避難に
備えて、家の内外を点検しておきましょう。
　東京消防庁HP（右記二次元コード）では、地震による家具転倒防止
について紹介しています。

日頃の備えをチェックしよう
　2023年は関東大震災から100年の節目を迎えます。在宅避難をする人も、避難施設に行く人も、
災害が起こる前から備えておくことが大切です。 防災課☎☎724・3218問

□食料品・飲料水　　　 □携帯ラジオ　□懐中電灯
□モバイルバッテリー　□非常用トイレ（携帯トイレ）
□救急医薬品　など

基本的な備蓄品の例

　避難施設への避難が必要になった場合にも備えましょう。
□防災用ヘルメット・ずきん　□携帯用の箸・スプーン
□感染症対策用品　□防寒具・雨具　□軍手　など

非常持ち出し品も備えよう

　市HP（右記二次元コード）では、「もしも」
のために知っておくと安心な備えの情報を
紹介しています。

　事前に情報を集め、ご
家族と相談し合っておく
と安心です。

⃝町田市公式LINE・メール配信
⃝�FMラジオ「東京町田インフォメーション」
　……………………�問広報課☎☎72４・2101

⃝アプリ「Yahoo!防災速報」

情報収集しよう

うちには赤ちゃんがいるから、
おむつは多めに

備えておいた方が安心だね

いつも使っているお薬は、
切らさないように注意しなくちゃ

私はアレルギーがあるから、
自分が安心して食べられる
食品を備えておこうかな

一人ひとり必要なものは違うから、
何を備えたらいいか、

家族で話し合ってみようかな

防災フェアを開催中！ 1月20日㈮まで、午前8時30分～午後５時日
イベントスタジオ（市庁舎1階）場

　誰もが楽しく参加でき、防災を身近に感じられるイベントとして、消火訓練や
ペット同行での避難訓練、非常食の調理・試食体験などを行う「おだかな防災フ
ェス」を開催しています。いざという時は、何よりも近隣の人々の協力が不可欠
です。隣接する町田南保育園さんの園庭等をお借りしてイベントを開催するな
ど、自治会と保育園の相互理解を深め、防災力向上に取り組んでいます。

小田急金森自主防災隊��二川原陽一さん

自治会と保育園がタッグを組んで防災力向上！

今も未来も大切に

町田市のＳＤＧｓ
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市民税・都民税（個人住民税）の申告

▷申告が必要な方
　２０２３年１月１日現在、町田市に住所がある方は原則、申告が必要です。ただ
し、次に該当する方は申告の必要はありません。

①所得税の確定申告をする方
②「給与収入のみ」「公的年金等の収入のみ」またはその両方の収入のみが
ある方で、「給与支払者」「公的年金等支払者」から市役所へ支払報告のある
方（源泉徴収票に記載のない控除は申告が必要）
③市内在住の方の「同一生計配偶者」または「扶養親族」となる方（ただし、
収入がある場合で上記①②に該当しない方は、申告が必要）

【ご注意を】
○上記①～③に該当しない方は、収入がなかった場合（非課税所得のみの場合
も含む）でも申告が必要です。
○確定申告をしていても事業所から給与支払報告書の提出がない場合は、本
人へ資料の提出を求めることがあります。

▷申告に必要なもの
①申告書（令和５年度 市民税・都民税申告書）
②番号確認書類：マイナンバーカード、通知カード（氏名・住所等が住民票に記
載されている事項と一致している場合に限る）等
③身元確認書類：マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳（身体・精神）、
愛の手帳、健康保険証、年金手帳等のうち１点。または、住民票の写し、国税・地
方税・公共料金の領収書等のうち２点
④源泉徴収票等の前年中の収入を証明できる書類
⑤各種控除を証明できる書類（医療費控除の明細書等）
⑥税務署や税理士無料相談会で確定申告書に「地方税連絡用」のスタンプを押
印され、その内容を市に申告する場合は、その確定申告書と添付書類
※代理人が申請する場合は、本人の署名がある委任状、市が発行し
た本人の氏名が印字された市民税・都民税申告書等が必要です。
※④～⑥は該当する方のみ必要です。
※詳細は「令和５年度申告書の書き方と添付・提示書類」（市ＨＰ〔上記二次元コ
ード〕でダウンロード）をご覧いただくか、市民税課へお問い合わせください。

▷申告方法� 郵送での申告にご協力ください
【郵送での申告】
　申告書（昨年申告した方には２月上旬に郵送、市ＨＰでダウンロードも可）に
必要事項を記入し、添付書類等（写しでも可）を同封のうえ、郵送で市民税課
へ。
※記入方法が分からず記入していない項目がある場合でも、必要な添付書類
がそろっていれば受け付けます。
※郵送の際、受け付けの控えを希望する場合は、返信用封筒（切手を貼付し、申
告者の宛先が記載されたもの）を同封してください。
【会場での申告】
　２月８日から受け付けます。入場の際に整理券を配布します。混雑時は入場
をお断りする場合があります。

市民税・都民税申告　受付日程
会　場 期間・期日 受付時間

みんなの広場（市庁舎1階） 2月8日㈬～3月15日㈬
※土・日曜日、祝日を除く 午前9時～午後4時

市民税課（市庁舎2階、205窓口） 2月19日㈰、26日㈰

南市民センターホール 2月9日㈭

午前9時30分～11時30
分、午後1時～3時30分

忠生市民センターホール 2月14日㈫

小山市民センターホール 2月16日㈭

鶴川市民センターホール 2月21日㈫

堺市民センターホール 2月28日㈫

なるせ駅前市民センターホール 3月2日㈭

※市庁舎以外の会場では午前中の受け付けが混雑した場合、午後の受け付けになることが
あります／添付書類は申告書類に貼らずにお持ちください／各会場には税務署職員がい
ないため、確定申告の相談はできません／市庁舎以外の会場への車での来場はご遠慮くだ
さい／日曜日に市庁舎へおいでの際は、南出入口からお入りください。

【申告は３月１５日までです】
　申告が遅れると、１回当たりの納付額が増える、市民税・都民税の課税・非課
税証明書等の交付ができない、上場株式等の譲渡所得等・配当所得等について
課税方式を選択できない、国民健康保険税の軽減が受けられないなどの場合
があります。
【配偶者控除の改正に伴う申告】
　２０１９年度から、前年の合計所得が１０００万円を超えている方が確定申告等
をしない場合には、市では「同一生計配偶者」の情報を把握できないため、本人
または配偶者の方の申告が必要になる場合があります。
【上場株式等の譲渡所得等・配当所得等に係る課税方式】
　所得税と市民税・都民税で異なる課税方式を選択する場合は、３月１５日まで
に確定申告書第二表の記載欄で選択いただくか、確定申告書とは別に市民税
・都民税申告書（上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選
択用）の提出が必要です。
【確定申告書第二表「住民税に関する事項」の記入】
　確定申告書を提出する方が、配当割額控除や株式等譲渡所得割額控除の適
用を受けるためには、確定申告書第二表「住民税に関する事項」の記入が必要
です（上場株式等の譲渡所得等・配当所得等を申告しないことを選択した場合
は、記入の有無にかかわらず適用されません）。また、ふるさと納税等による寄
附金税額控除の適用を受ける場合も、確定申告書第二表「住民税に関する事
項」の記入が必要です。
※確定申告書の提出により、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効と
なるため、寄附金控除を申告する必要があります。
【複数の事業所から給与を受給されている方】
　２か所以上の事業所から給与の支払いを受けている方は、原則として前年
特別徴収を行った事業所で特別徴収が行われ、前年特別徴収を行った事業所
がない場合は、給与の支払金額が一番多い事業所で行うことになります。主た
る給与を受けている事業所の指定を希望する方は、特別徴収を行う事業所を
記入した「市民税・都民税申告書」を提出する必要があります。
【給与の他にも所得がある方】
　給与以外の所得に係る個人住民税について、個人で納付する普通徴収を希
望する方は、「確定申告書」または「市民税・都民税申告書」に普通徴収を希望す
る旨を記入する必要があります。
※この申告は毎年必要です。

【２０２２年度市民税申告がまだの方】
　２０２２年１月１日に町田市にお住まいの方は、町田市市税条例第２５条の
規定により、２０２１年中の収入状況等について市民税・都民税の申告が必
要です。お早めにご提出ください。

町田税務署からのお知らせ

【税理士による無料申告相談は事前申込制です】
　混雑回避のため、オンラインまたは電話による事前申込をお願いします。
申事前申込サイト（右記二次元コード）で申し込みいただくか、電
話で事前申込専用番号（☎☎０３・６６３４・５３１３、受付時間＝月～金曜
日の午前９時～午後５時）へ。
※税務署・市役所・税理士会及び各会場施設での電話申込は受け付けていませ
ん。電話が大変混み合う可能性がありますので、オンラインによる事前申込の
利用をご検討ください。

税理士による無料申告相談日程
会　場 期　日 受付時間

堺市民センター 1月25日㈬、26日㈭

午前9時30分～11時30分、
午後1時～4時（事前申込制）

鶴川市民センター 1月27日㈮、30日㈪、31日㈫

忠生市民センター 2月1日㈬、2日㈭

南市民センター 2月3日㈮、6日㈪、7日㈫

※年金受給者並びに給与所得者の所得税及び復興特別所得税の申告書を作成し提出でき
ます（住宅ローン控除を新規で受ける方、配当所得のある方、土地建物及び株式などの譲渡
所得がある方は相談対象外）／相談時間は30分程度です。30分を超えるような相談内容は
対応できません／来場の際は、前年の申告書等控えや源泉徴収票等の申告に必要な書類、
筆記具、計算器具及びマイナンバーに係る本人確認書類（マイナンバーカードまたは通知
カード等の番号確認書類及び運転免許証等の身元確認書類）の写し等を持参してくださ
い。

申告は３月１５日まで

税の申告受付が始まります
新型コロナウイルス感染防止のため、原則、郵送での申告を

問市民税・都民税について＝市民税課☎☎７２４・２１１４、２１１５／所得
税、贈与税、消費税について＝町田税務署☎☎７２８・７２１１／事業税
について＝八王子都税事務所個人事業税係☎☎０４２・６４４・１１１１
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書及び論文を２月３日までに、直接ま
たは郵送（消印有効）でいきいき総務
課（市庁舎７階）へ。応募に必要な書
類は市ＨＰでダウンロードできます。
郵送を希望する方はご連絡くださ
い。
問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６

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２月２１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２月１４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
町田市廃棄物減量等推進審議会
市 民 委 員
　同審議会は、町田市廃棄物の処理
及び再利用の促進に関する条例に基
づき設置されています。町田市一般
廃棄物資源化基本計画に従って施策
が実行されているかの確認や、ごみ

の排出抑制のための方策などの事項
を審議します。
対市内在住の１８歳以上で、過去に同
審議会の委員を経験していない方、
また任期中に他の審議会等の委員で
ない方任期４月から２年募集人数３人
報酬１回の会議出席につき１万６００
円申募集要項を確認のうえ、指定の
用紙に、住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・性別・作文を書いて、２月３日ま
でに直接、郵送（必着）またはメール
で環境政策課（市庁舎７階）へ。募集
要項は環境政策課、各市民センター、
町田市バイオエネルギーセンター３
階で配布します（市ＨＰでダウンロー
ドも可）。
問環境政策課☎☎７２４・４３７９
町田市介護保険事業計画・高齢者福祉計画審議会
市 民 委 員
　同審議会は、高齢者のための福祉
サービス事業の目標などを定める

「高齢者福祉計画」及び介護保険料等
を定める「介護保険事業計画」の策定
や進

しん

捗
ちょく

評価を行っています。任期満
了に伴い、市民委員を募集します。
対市内在住の４０歳以上で、高齢者福
祉及び介護保険制度に理解のある方
任期４月１日～２０２６年３月３１日（３
年間）募集人数３人選考論文申申込

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感染症情報

＊新型コロナワクチン接種は強制ではありません。ワクチン接種における予防効果と副反応をよく理解したうえで、接種をご検討ください。
　新型コロナワクチン接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、注射した部位の痛みや発熱等の症状が現れることがあります。接
種前に心配なことがある場合や接種後に不安な症状がある場合には、かかりつけ医にご相談ください。
　また、副反応のご相談は東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター（☎☎０３・６２５８・５８０２鯖０３・５３８８・１３９６、受付時間＝土・日曜日、祝休日
を含む２４時間対応、多言語対応可）でも可能です。診察をご希望の場合には、かかりつけ医または地域の医療機関にご相談ください。
　なお、国では副反応による健康被害（病気になったり障がいが残ること）が生じた場合のため、予防接種法に基づく救済制度を設けています。申請先は接
種を受けたときに住民票のあった住所地です。申請を検討している方は、接種相談コールセンターへ事前にお問い合わせください。

最新情報は市ＨＰを▶
ご覧ください※この記事の情報は１月６日現在のものです。

　新型コロナウイルス感染症と診断され、症状悪化や薬の処方のために受診を希望する方向けに、市内の医療機関で受診可能な医療機関等
の情報を市ＨＰ（右記二次元コード）に掲載しています。各医療機関での対応可能な内容は、各医療機関にご確認ください。

■新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備えましょう
問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

問新型コロナワクチン接種相談コールセンター�☎☎７３２・３５６３（受付時間＝午前８時３０分〜午後７時）� �
鯖０５０・３１６１・８６３４（お電話が難しい方のお問い合わせ用）■ワクチン接種の副反応について

職 種 勤務場所 勤務日数・募集人数 報 酬 申込期限 問い合わせ
１ 業務職員・運転手 市有財産活用課（市庁舎地下１階） 月１６日＝３人 月額１８万６０００円 １月２７日 市有財産活用課

☎☎７２４・２１１２２ 補助職員・運転手 月１６日＝２人 月額１３万８０００円

３

町田市教育センター
①業務職員・一般事務
②業務職員・けやき教室指導員
③業務職員・一般事務（けやき・くすの
き教室）

町田市教育センター ①②月１２日＝１人
③月１６日＝１人

①②月額１１万１６００円
③月額１２万４０００円

①１月３０日
②③１月２４日

教育センター
①☎☎７９３・２４８１

②③☎☎７９２・６５４６

４ 子どもセンターまあち
業務職員・子どもセンター支援員 子どもセンターまあち 月１６日＝１人 月額５万７６００円 ２月１日 子どもセンターまあち

☎☎７９４・７３６０

５ 子どもセンターつるっこ
①②業務職員・子どもセンター支援員 子どもセンターつるっこ ①月１６日＝３人

②月４日＝１人
①月額５万７６００円
②月額１万４４００円 ２月１日 子どもセンターつるっこ

☎☎７０８・０２３６

６ 子どもセンターぱお
業務職員・子どもセンター支援員 子どもセンターぱお 月８日＝１人 月額２万８８００円 ２月１日 子どもセンターぱお

☎☎７７５・５２５８

７ 子どもセンターぱお分館
補助職員・子どもセンター補助員 子どもセンターぱお分館 月８日＝１人 月額６万４８０円 ２月１日 子どもセンターぱお

☎☎７７５・５２５８

８
子どもセンターただＯＮ
①業務職員・子どもセンター支援員
②補助職員・子どもセンター補助員

子どもセンターただＯＮ ①月１６日＝１人
②月８日＝１人

①月額５万７６００円
②月額６万４８０円 ２月１日 子どもセンターただＯＮ

☎☎７９４・６７２２

９ 業務職員　介護・高齢者福祉相談員 高齢者福祉課（市庁舎１階） 月１６日＝１人 月額２２万３２００円 １月２７日 高齢者福祉課
☎☎７２４・２１４１

１０ 業務職員・看護師 広聴課（市庁舎１階） 月１６日＝１人 月額２２万３２００円 １月３１日 広聴課
☎☎７２４・２１０２

１１

町田市子ども発達センター
①業務職員・心理発達相談員
②業務職員・発達相談ケースワーカー
③業務職員・指導員
④業務職員・言語聴覚士（月１２日、７時
間勤務）
⑤業務職員・言語聴覚士（月１２日、６時
間勤務）
⑥業務職員・言語聴覚士（月８日）
⑦業務職員・看護師

町田市子ども発達センター

①②月１６日＝１人
③月１６日＝６人

④⑤月１２日＝１人
⑥月８日＝１人
⑦月８日＝３人

①月額２３万５６００円
②月額２２万９４００円
③月額１９万２２００円
④月額２０万１６００円
⑤月額１７万２８００円
⑥月額１３万４４００円
⑦月額７万２０００円

１月２７日 子ども発達支援課
☎☎７２６・６５７０

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

町田市国民健康保
険運営協議会

１月２６日㈭午後
２時～４時

市庁舎３階第３
委員会室

３人
（申し込み順）

１月１９日までに電話で保険
年金課（☎☎７２４・４０２７）へ

町田市都市計画審
議会

１月２６日㈭午後
２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

町田市母子保健連
絡協議会

１月２６日㈭午後
７時～８時３０分

健康福祉会館
１階検診室

３人
（申し込み順）

事前に電話で保健予防課
（☎☎７２５・５４７１）へ

町田市スポーツ推
進審議会

２月９日㈭午後６
時３０分から

市庁舎１０階会
議室１０－２

５人
（申し込み順）

２月８日までに電話でスポー
ツ振興課（☎☎７２４・４０３６）へ

町田市認知症施策
推進協議会

２月１４日㈫午後
６時３０分～８時

オ ン ラ イ ン
（Ｗｅｂｅｘ）

３人
（申し込み順）

事前に電話で高齢者福祉課
（☎☎７２４・２１４０）へ

町田市景観審議会
専門部会

２月２０日㈪午後
２時～４時

市 庁 舎３階 会
議室３－２・３

５人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づくり
課（☎☎７２４・４２６７）へ

　募集内容、申込方法等の詳細は、募集要項（市ＨＰでダウンロード）をご覧いただくか、お問い合わせください。
任用期間４月１日～２０２４年３月３１日／社会保険・雇用保険等勤務条件により加入有り（３～８を除く）／通勤手当
相当分の支給有り／勤務条件により期末手当の支給対象となる場合有り（４～８、１１－⑦を除く）。

会計年度任用職員募集
◀市ＨＰ
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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３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

市 税 納 期 限 の お 知 ら せ
　１月は、「市民税・都民税」、「国民健

康保険税」の納付月です。
問納税課☎☎７２４・２１２１

町 田 都 市 計 画 忠 生 土 地 区 画 
整 理 事 業 終 了 の お 知 ら せ
　市が１９６５年に事業認可を取得
し、整備完了に伴い、２０１２年に換地
処分を行った「町田都市計画忠生土
地区画整理事業」は、昨年１２月２８日
をもって、すべての事務手続きが完
了し、事業の終了を迎えました。長年
にわたり事業にご協力いただいた皆
さん、ありがとうございました。
問地区街づくり課☎☎７２４・４２６６

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、または自己負担額
が５０万円を超えるバリアフリー工
事及び自己負担額が６０万円を超え
る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。減額制度の詳細は、市ＨＰ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

町田市民ホールを再開します
　改修工事のため全館休館中の町田
市民ホールは、２月１日㈬から再開し
ます。皆さんのご利用をお待ちして
います。詳細は市ＨＰ（右
記二次元コード）をご覧
ください。
問文化振興課☎☎７２４・２１８４、町田市
民ホール☎☎７２８・４３００

コ ン ビ ニ 証 明 書 自 動 交 付 
サ ー ビ ス を 一 部 休 止
　システムメンテナンスのため、
１月３１日㈫午後７時～１１時は、コ
ンビニエンスストアでの戸籍証明
書の自動交付サービスを休止しま
す。交付の再開は、２月１日㈬午前６
時３０分からです。
※住民票、印鑑登録証明書、課税・
非課税証明書は、通常どおり取得
できます。
問市民課☎☎７２４・２８６４

粗 大 ご み の 予 約 受 付 を 
一 時 休 止 し ま す
　システムメンテナンスのため、
１月２８日㈯午後６時～２９日㈰午前
６時は、インターネットでの粗大
ごみ持ち込み・収集の予約ができ
ません。詳細は（一財）まちだエコ
ライフ推進公社（☎☎７９７・１６５１）
へお問い合わせください。
問ごみ収集課☎☎７９７・７１１１

町 田 市 長 職 務 代 理 者 の 
設 置 に つ い て
　石阪丈一市長が病気療養のた
め、地方自治法第１５２条第１項の
規定により、１月１２日から２月２８
日まで、榎本悦次副市長が市長の
職務を代理します。この間、各種証
明書や通知書などは、「町田市長職
務代理者　町田市副市長　榎本悦
次」での発行となりますのでご理
解のほどよろしくお願いします。
問秘書課☎☎７２４・２１００

４月からスポーツ施設がオープンします

まちだ施設案内予約システムで 
利用申し込みを開始します

問公園緑地課☎☎７２４・４３９９

　２月１日から、まちだ施設案内予
約システムで利用申し込みを開始
します。
※事前に利用者登録（グラウンド
は団体登録、テニスコートは個人
登録）が必要です。
【本町田後田グラウンド】
施設概要グラウンド面積約６２００
㎡
所在地本町田２３３９－１
利用種目軟式野球、少年野球（軟
式）、ソフトボール、サッカー、サッ
カー（少年少女）、ラクロス、ターゲ
ットバードゴルフ、ゲートボール、
グラウンドゴルフ、フットサル
利用時間午前９時～午後９時（２時
間単位での貸し出し）
利用料金２０９０円（２時間当たり）
照明設備利用料金１４６０円（３０分
当たり）
休場日年末年始
【小山上沼グラウンド】
施設概要グラウンド面積約３５００
㎡

所在地小山ヶ丘３－１－１
利用種目軟式野球、少年野球（軟
式）、ソフトボール、サッカー、サッ
カー（少年少女）、ラクロス、ターゲ
ットバードゴルフ、ゲートボール、
グラウンドゴルフ、フットサル
利用時間月～金曜日＝午後５時～
９時、土・日曜日、祝休日＝午前９時
～午後９時／いずれも２時間単位
での貸し出し
利用料金１０５０円（２時間当たり）
照明設備利用料金７３０円（３０分当
たり）
休場日年末年始
【野津田公園北テニスコート】
施設概要４面
所在地野津田町２０３５
利用種目テニス、ソフトテニス
利用時間午前９時～午後９時（２時
間単位での貸し出し）
利用料金１０４０円（２時間当たり）
照明設備利用料金４１０円（３０分当
たり）
休場日年末年始

　明けましておめでとうございま
す。皆様におかれましては、健やかな
新年を迎えられたことと存じます。
　私事で恐縮ですが、今年の正月花
は、啓

けい

翁
おう

桜
ざくら

を活けました。この花は、
町田市と交流都市であります山形県
の川西町など置

おき

賜
たま

地方でよく栽培さ
れていると聞きました。若松、千両と
ともに玄関を明るくしてもらいまし
た。
　冬鳥を探して、正月三が日は、町田
薬師池公園四季彩の杜と芹ヶ谷公園
を歩きました。
　薬師池の水鳥は数が少なくてちょ
っと寂しい気がしました。いつもい
るカルガモ、カイツブリに加え、オオ
バン、ホシハジロの姿が見え、カワセ
ミも見られました。樹林地を歩くと、
ヤマガラの、季節先取りの囀

さえず

りが聞
こえ、シジュウカラやメジロが、コナ
ラ、クヌギの高い枝を移動していま
す。また、今回はエナガの数がかなり
多いように感じました。
　芹ヶ谷公園は、犬の散歩をしてい
る方に多く出会いました。また、寒い
中、グラウンドでは子どもたちや高

校生がボール蹴りに興じていまし
た。ここの樹林地も、野鳥の中心はカ
ラ類ですが、サザンカやツバキの蜜
を求めて、メジロやヒヨドリがそこ
ここに現れました。
　ふと、上空を見上げると、２０羽ほ
どのイカルの群れが谷の上を移動し
ていました。次には、オオタカが、こ
れまた上空を悠然と移動していまし
た。オオタカは、冬場は市街地でも時
々出会うことがあります。
　芹ヶ谷公園はご案内のとおり、大
きな谷筋の谷戸を公園にしたところ
ですが、中心市街地のビルや住宅に
囲まれた、それこそ「海に浮かぶ島」
のように残された緑でもあります。
鳥の目から見れば、休憩や採

さい

餌
じ

に立
ち寄るところになっています。ぜひ
身近な場所で鳥

とり

見
み

をしてみてはいか
がでしょうか。

カワセミ通信
１９０

１月３１日が申請期限です

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
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

　電力・ガス・食料品等価格高騰緊
急支援給付金（１世帯５万円）の申請
期限は、１月３１日まで（消印有効）で
す。まだ申請がお済みでない方は
お早めに手続きをお願いします。
　なお、令和４年度分の市民税均
等割が非課税であり、かつ、まだ緊
急支援給付金を受給していない対

象となる可能性のある世帯には、
昨年１２月２日に申請書（案内）を発
送しました。また、確認書の申請が
ない世帯には、再通知を１２月２３
日に発送しました。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。

南町田駅前連絡所の閉所に伴い

２月１日からおむつ専用袋・ボランティア袋の 
交付場所が変わります

問環境政策課☎☎７２４・４３７９

　市では、おむつを使用している方や道路など公共の場所を清掃した方
が利用できる専用の袋を用意しています（ボランティア袋は事前登録
制）。
　この度、南町田駅前連絡所の閉所に伴い、交付場所が下表の場所へ変更
になります。

交付場所 所在地 交付時間 交付ができない日
芙蓉園

（南第１高齢者支援センター）
南町田５－１６

－１
午前８時３０分～
午後５時３０分 土・日曜日、年末年始

ヤマト運輸グランベリー
パークセンター

（南町田グランベリーパーク
ステーションコート１階）

鶴間３－４－１ 午前１０時～
午後８時

１月１日（元日）、
その他年２日

※上記の交付場所では、ボランティア袋の登録申込ができません。お近くの各市民セ
ンター、各コミュニティセンター、市庁舎等で申し込みしてください。 版画　サルスベリにエナガ（制作 石阪）
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お知らせお知らせ ２７日までに電話でデジタル戦略室
（☎☎７２４・４４３２）へ（オンラインで傍
聴の場合は申し込み不要）。

子ども・子育て子ども・子育て
「＃おうちで英語」はじめてみませんか？
　子どもに英語を自然に触れさせた
い、英語を好きになってもらいたい
方へ、おうちで英語絵本を読み聞か
せるコツをお伝えします。英語が苦
手でも大丈夫です。家族で楽しく「が
んばらない英語」を始めませんか。
対子どもに英語絵本の読み聞かせを
したい保護者、子どもに英語に興味
を持ってもらいたい保護者日２月１２
日㈰午後２時開演場中央図書館講Ａ
ＢＣ４ＹＯＵ自由が丘英語教室代表・　
鈴木祐子氏定５０人（申し込み順）申１
月１８日正午～２月５日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２３０１１８Ａへ。
問中央図書館☎☎７２８・８２２０

固定資産税（償却資産）の申告のお願い
　市内で事業を営む法人及び個人の
方は、令和５年１月１日現在所有する
土地・家屋以外の事業用の資産（法人
税、所得税の確定申告で減価償却の
対象となる構築物・機械及び装置・船
舶・航空機・運搬具・工具、器具及び備
品）の申告が義務付けられています。
申告期限１月３１日㈫まで提出先資産
税課家屋・償却資産係（市庁舎２階）
／各市民センター、各連絡所でも提
出できますが、内容については資産
税課へお問い合わせください。また、
郵送やｅＬＴＡＸ（エルタックス）によ
る電子申告も可能です。ｅＬＴＡＸによ
る電子申告の詳細は、市ＨＰ（下記二
次元コード）をご覧くださ
い。新たに事業を始めた方
はお問い合わせください。
問資産税課☎☎７２４・２１１９

生活支援団体補助金制度説明会
対日常生活で軽度な支援を必要とす
る方へ訪問による生活援助を実施し
ており、補助金による助成を希望す
る、地域住民が担い手の中心である
団体日２月３日㈮午後２時～４時場市
庁舎定３０人（申し込み順）申１月２７
日までに直接または電話で各高齢者
支援センターの生活支援コーディネ
ーターへ（申し込みは１団体２人ま
で）。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

鶴 川 図 書 館 再 編 説 明 会
　鶴川図書館は今後、地域と「共に創
る」「共に運営する」コミュニティ機
能を併せ持つ施設へと転換していく
予定です。新たな施設のコンセプト
や今後のスケジュールについての説
明会を行います。
対鶴川図書館をご利用の方、新たな
施設に関心のある方等日２月８日㈬
午後７時から（開場は午後６時３０
分）、１２日㈰午後２時３０分から（開場
は午後２時）場鶴川市民センターホ
ール定各１５０人（先着順）
問中央図書館☎☎７２８・８２２０

まちだ互近助クラブ説明会
対住民が主体となって行う、介護予
防に役立つ活動（体操、運動、趣味の
集まり、食事会等）の担い手となる団
体日２月８日㈬午後２時～４時場市庁
舎定３０人（申し込み順）申１月２７日
までに直接または電話で各高齢者支
援センターの生活支援コーディネー
ターへ（申し込みは１団体２人まで）。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

デ ジ タ ル 化 推 進 委 員 会
　市では、有識者から意見を伺い、デ
ジタル化施策を迅速かつ的確に推進
するため、町田市デジタル化推進委
員会を開催します。委員会は会場で
傍聴できるほか、オンライン（Ｗｅｂ
ｅｘ）でもご覧いただけます。オンラ
インでの傍聴の詳細は、
市ＨＰ（右記二次元コー
ド）をご覧ください。
日２月３日㈮午後５時～６時場市庁舎
定会場＝１０人（申し込み順）申１月

１月２２日は

マイナンバーカード及び電子
証明書の手続きができません
　１月２２日㈰は、全国システムが
メンテナンスにより休止するた
め、マイナンバーカードの受け取
りができません。また、住所異動に
伴うマイナンバーカードに関する
各種手続き（継続利用・券面事項の
変更等）、電子証明書に関する手続
きも行うことができません。
　なお、各種証明書のコンビニ交
付サービスは、通常どおりの時間
帯で利用できます。
問市民課☎☎８６０・６１９５

２月１日から受付開始！
交通災害共済「ちょこっと共済」

問市民生活安全課☎☎７２４・４００３

　インターネットで申し込みいた
だけます。加入コース等の詳細は、
ちょこっと共済ＨＰ（下記二次元コ
ード）をご覧ください。また、各申
込場所の窓口でも申し
込みできます（申込書
は窓口に有り）。
申込場所市民生活安全課（市庁舎
３階）、各市民センター、農協、市内

の金融機関（ただし、ゆうちょ銀行
〔郵便局〕、三菱ＵＦＪ信託銀行、新生
銀行を除く）
共済期間４月１日～２０２４年３月３１
日（４月１日以降に申し込みの場合
は、申込日の翌日から３月３１日まで）
※自治会やサークルごとに連名で
申し込みができる「団体加入」制度
もあります。

高齢者のための所得税、市・都民税の控除
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４１

【高齢者の障害者控除】
　介護保険の要介護１以上の認定
を受けている６５歳以上の方が、一
定の要件を満たす場合に障害者控
除対象者の認定を行っています
（要申請）。その場合、身体障害者手
帳等の交付を受けていない方でも
税控除の対象となります。
　また、手帳等で普通障害者控除
の対象であっても特別障害者に該
当する場合があります。詳細はお
問い合わせください。
※認定終期が記載されていない障
害者控除対象者認定書をお持ちの
方は、体の状態に変化がなければ
翌年以降も有効のため、申請は不

要です。
【おむつに係る費用の医療費控除】
　傷病等のため６か月以上寝たき
りの方のおむつ費用は、医師が治
療に必要と認めた場合に発行する
「おむつ使用証明書」を添付するこ
とにより医療費控除の対象となり
ます。
　２年目以降の申告には、要介護
認定時の主治医意見書の内容を確
認した書類「町田市おむつに係る
費用の医療費控除主治医意見書確
認書」（要申請）で要件の確認がで
きる場合は、「おむつ使用証明書」
の代わりにすることができます。

後期高齢者医療制度のお知らせ
問個人情報を含むことについて＝保険年金課☎☎７２４・２１４４、制度につい
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（ＩＰ電話、ＰＨＳの方は☎☎０３・３２２２・４４９６）

【後期高齢者医療制度の被保険者
へ医療費等通知書をお送りしま
す】
　ご自身の健康と医療に対する認
識を深めていただくとともに、診
療日数等の受診内容に誤りがない
かを確認していただくため、１月
下旬に「医療費等通知書」を送付し
ます。
　通知書には、診療年月、医療機関
等の名称、医療費等（１０割）、医療
費等（自己負担相当額）等を記載し
ています。お手元に届きましたら、
内容をご確認ください。
対令和４年１２月１日現在、東京都
後期高齢者医療の被保険者資格が
あり、令和３年９月～令和４年８月
の１２か月間に、保険診療で医療機
関等への受診履歴がある方

※１２月２日～１６日に死亡により
資格を喪失した方は除きます。
○確定申告（医療費控除）をする方
はご注意ください
　確定申告（医療費控除）の際に医
療費等通知書を添付することで、
令和４年１月～令和４年８月の診療
等は、「医療費控除の明細書」への
記載を省略することができます。
　ただし、令和４年９月～令和４年
１２月の診療等は、翌年度の医療費
等通知書に記載されるため、確定
申告（医療費控除）をする場合は、
お持ちの領収書に基づいて別途
「医療費控除の明細書」を作成のう
え申告書に添付してください。こ
の場合、医療費の領収書は、確定申
告期限から５年間保管する必要が
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。申請した方には記念品をプレゼン
トします（先着順、無くなり次第終了）。

実施日 受付時間 会　場

１月２１日㈯ 正午～午後
５時３０分

南町田グランベリー
パーク内グランベリー
ホール ｂｙ ｉＴＳＣＯＭ

（鶴間３－４－１）

１月２２日㈰ 午前１０時
～午後５時

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）

１月２８日㈯ 午前１０時
～午後５時

ＭｒＭａｘ町田多摩境シ
ョッピングセンター１
階イベントスペース

（小山ヶ丘６－１－１０）１月２９日㈰

【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２月２８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。

お店や会社の広告を載せてみませんか

町田市ホームページ・広報まちだ
２０２３年度　広告募集中

問広報課☎☎７２４・２１０１

▲広報まちだ▲町田市ＨＰ　詳細は市ＨＰ（右記二次元コード）をご覧ください。

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
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地 域 育 児 講 座
●「叩

たた

かない、どならない子育て」　
感情的にならない子どもとの関わり
方　子どもへの適切な関わり方な
ど、楽しく子育てができるヒントを
お伝えします。
対市内在住で、就学前のお子さんが
いる保護者日２月１７日㈮午前９時４５
分～１１時１５分場町田市民フォーラ
ム講子育てアドバイザー・高祖常子
氏定９０人（申し込み順）申１月１７日
正午～２月３日にイベントダイヤル
（☎☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード２３０１１７Ｂへ。保育希望者（１歳
以上の未就学児、申し込み順に１０
人）は併せて申し込みを。
問子ども家庭支援センター☎☎７２４・
４４１９
町田ファミリー・サポート・センター
子育てのお手伝いをしてみませんか
●保育サポート講習会　受講後、同
センターの援助会員（有償ボランテ
ィア）として登録し、活動していただ
きます。
対市内在住の保育サポートができる
満２０歳以上の方／妊婦の方は、安全
のため受講をご遠慮ください日・内
２月１８日㈯、午前１０時～正午＝入会
説明会、午後１時～４時＝普通救命講
習、２０日㈪、午前１０時～正午＝保育
の心、午後１時～３時＝子どもの発達
と遊び、２２日㈬、午前１０時～正午＝
子どもの食事、午後１時～３時＝心・
体の発達と病気／初日に会員証に貼
付する写真（縦３㎝×横２．４㎝、裏面
にボールペンで記名、６か月以内撮
影）をお持ちください場町田市民フ
ォーラム費１５００円（普通救命講習
の教材費）申２月１０日までに電話ま
たはＦＡＸで同センター（☎☎７０３・
３９９０返７３２・３１９３）へ。保育希望者
（３歳以上の未就学児、全回受講者を
優先し各４人〔入会説明会を除く〕）
は併せて申し込みを。講習会の詳細
は、同センターへお問い合わせくだ
さい。
問子育て推進課☎☎７２４・４４６８

催し・講座催し・講座
小 野 路 宿 里 山 交 流 館
●冬の里山野鳥観察会　森林インス
トラクターの池田倫子氏ガイドのも
と、冬の里山で野鳥を観察します。
日１月３１日㈫午前９時３０分～午後１
時定１５人（申し込み順）費１５００円
（保険料、資料代、昼食代）申１月２５日
までにイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）またはイベシスコード２３
０１１３Ａへ。
●しいたけ植菌体験教室　原木にド
リルで穴を開けて、しいたけの植菌
をします。
日①２月２５日㈯②２月２６日㈰、午前
１０時～午後３時のうち１時間程度／
申し込み時に希望の時間帯を選択し
てください定各時間帯３組まで（申
し込み順、原則２人１組）費１組２５００

円（材料代、工具レンタル、指導料）申
２月７日正午～２０日にイベントダイ
ヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード①２３０２０７Ａ②２３０２０７Ｂ
へ。
●北部丘陵の歴史と自然を満喫する
ウォーキングツアー　ガイドの案内
のもと、北部丘陵エリアの小山田・小
野路・野津田の歴史を学びながら歩
きます。
日３月８日㈬午前９時３０分～午後３
時、集合はＪＲ横浜線淵野辺駅北口２
階広場、解散は野津田車庫バス停定
１５人（申し込み順）費１５００円（保険
料、昼食代）申２月７日正午～３月２日
にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
２３０２０７Ｃへ。

◇
問同館☎☎８６０・４８３５
町田薬師池公園四季彩の杜
YAKUSHI PLAYFUL CIRCUS
●焚

た

き火と音楽を囲む、冬のあそび
ば　焚き火を囲んで、冬の薬師池を
堪能しませんか。芝生広場には「野外
あそび広場」を設置し、お子さんが体
を動かして遊べる場所を作ります。
また、音楽ライブやワークショップ
も実施します。詳細は市
ＨＰ（右記二次元コード）
をご覧ください。
日１月２９日㈰正午～午後３時場町田
薬師池公園芝生広場
問観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８

町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン
●「写真でめぐる世界の旅・日本の
旅」作品募集　最近散歩した近所の
公園、今年の初詣や初日の出、アルバ
ムに眠っていた過去の写真など、旅
先で出会った風景・人々の写真を募
集します。撮影時のコメントと合わ
せてご応募ください（写真展会期＝
３月２９日～４月１０日）。
定３０人（先着順）費５００円（１人２点
まで）写真サイズハガキ～Ａ４申写真
裏面に応募用紙を貼付し、折り曲が
らないよう封筒などに入れて、２月５
日午前１０時から直接同サロンへ。
●２０２２年　私のこの一枚写真展
　２０２２年に撮影したおすすめの一
枚をコメントと合わせて展示しま
す。
日程２月１日㈬～１２日㈰
〈臨時休館〉� �
　２月１３日㈪～１５日㈬は、館内整備
・清掃のため休館します。

◇
問同サロン☎☎７３６・８２８１

鶴 川 市 民 セ ン タ ー ま つ り
　同センターで活動しているサーク
ルによるイベントや展示を行いま
す。
日２月４日㈯、５日㈰、午前１０時～午
後３時３０分場鶴川市民センターホー
ル・第２会議室等／駐車場に限りが
あります内舞台（和太鼓、日本舞踊、
ダンス、楽器演奏等）、作品展示（生け

花、織り作品等）、体験イベント（ユニ
カール〔氷を使わないカーリング〕
等）
問同センター☎☎７３５・５７０４

ピ ザ 窯・ 薫 製 箱 利 用 講 習 会
　受講後は、ピザ窯・薫製箱の個人利
用ができます。
対１５歳以上の方（中学生を除く）日２
月５日㈰午前１０時～午後２時場大地
沢青少年センター定４組（付添人を
含めて１組５人以内、申し込み順）費１
人４００円申１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。

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３月５
日㈰午前１０時～午後３時場町田市バ
イオエネルギーセンター内駐車場定
４０組（申し込み順）費２０００円申１月
１６日～２月１４日に電話で（一財）ま
ちだエコライフ推進公社（☎☎７９７・
９６１７）へ／今回は開催場所及び出
店方法が今までと異なります。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
２月、３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）。
●①鶴見川の自然観察講座～足元の
自然に目を向けて早春の野鳥を楽し
む　小田急線鶴川駅の南側を流れる
鶴見川から支流・真光寺川沿いを４
㎞程度散策し、季節の野鳥等を観察
します。歩きやすい服装・靴でご参加
ください。
日２月１８日㈯午前１０時～正午（雨天

中止）場鶴見川・真光寺川流域／集合
は鶴川駅前やすらぎ公園、解散は広
袴公園講和光大学現代人間学部教授
・岩本陽児氏定２０人（抽選）費１５００円
●②短編ドキュメンタリー映画制作
ワークショップ～身近な“あの人”
に、カメラで耳を澄ます　取材・撮影
・編集・上映・フィードバックという
制作プロセスを実践しながら、１人１
本短編ドキュメンタリー映画を制作
します。
対中学生以上の方日２月１８日㈯午後
１時１５分～４時４５分、３月４日㈯、午
前９時１５分～午後０時３０分、午後１
時１５分～４時３０分（３月４日は午前・
午後の２班に分けて実施）、３月１２日
㈰午後１時３０分～６時３０分、全３回
場町田市生涯学習センター講東京造
形大学映画・映像専攻助教　川部良
太氏定１０人（抽選）費３５００円
●③ニューロフィードバック入門～
脳波から分かること、脳波でできる
こと　脳活動のバランスを向上させ
ることで、心身をより健康にする効
果があるニューロフィードバックに
ついて体験を交えて学びます。
対１８歳以上の方日２月１９日㈰、２６
日㈰、３月５日㈰、１２日㈰、１８日㈯、午
前１０時３０分～正午、全５回場町田第
一中学校講東邦大学医学部教授・田
崎美弥子氏、日本脳機能トレーニン
グセンター所長・渡辺光理氏、多摩大
学経営情報学部教授・良峯徳和氏、総
合診療医・川下剛史氏、杏林大学保健
学部准教授・中島正世氏、心理カウン
セラー・浅井夕佳里氏定２０人（抽選）
費６０００円

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、１月３１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

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

詩画作家・森田ＭｉＷの絵とことば

いとしきモノ展
問町田市民文学館☎☎７３９・３４２０

　詩画作家・森田ＭｉＷさんが描く
物語の世界を原画と共に紹介しま
す。穏やかでどこか懐かしい、少し
奇妙でなぜか心地良い「絵とこと
ば」を通して、皆さんそれぞれの
「いとしきモノ」に出会ってみませ
んか。詳細は市ＨＰ（右
記二次元コード）をご
覧ください。
会期１月２１日㈯～３月１９日㈰、午
前１０時～午後５時
休館日月曜日、２月９日㈭、３月９日
㈭
場同館２階展示室

関連イベント  
【森田ＭｉＷアーティストトーク】
　森田さんと一緒に展示室を巡り
ます。直接会場へおいでください。
日１月２９日㈰、２月２５日㈯、３月１９
日㈰、午後２時～３時
定各２０人（先着順）
【ワークショップ～苔石ブローチ
づくり】
　森田さんによるワークショップ
です。
日２月１１日㈷午後２時～４時３０分
定１５人（申し込み順）
費２０００円（材料費）
申１月１７日正午から電話で同館
へ。
【会期中いつでも参加できるイベ
ント～想

おも

いをことばに】
　森田さんが描きおろした無題の
絵に、あなたの想いを“ことば”で添
えてみませんか。会期終了後、１作
品を選びＳＮＳで発表します。選ばれ
た方には原画をプレゼントします。



8 2023．1．15 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

催し・講座催し・講座 ついて学びます。また、住み慣れた自
宅に住み続けながら、不動産を活用
して老後の資金を準備する方法であ
る「リバースモーゲージ」「リースバ
ック」に関するメリット・デメリット
も学びます。
日２月２２日㈬午前１０時～正午場町
田市民フォーラム講（特）ら・し・さ副
理事長　橋本秋人氏定２８人（申し込
み順）申１次受付＝１月１５日正午～
１６日 午 後７時 に イ ベ シ スコード
２３０１１７Ｃへ／２次受付＝１月１７日
正午～２月１５日にイベントダイヤル

（☎☎７２４・５６５６）またはイベシスへ。
◇

対市内在住、在勤、在学の方
問消費生活センター☎☎７２５・８８０５

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２月１２日㈰午後１時
３０分～４時４５分場市庁舎内講演会

「管理組合と管理会社をめぐる諸課
題について」、経験交流会講（公財）マ
ンション管理センター・松本洋氏定
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
生涯現役！
シニア期に向けた暮らしと働き方セミナー
●今後の生活設計に備えたプランニ
ング知識と再就職の働き方を同時に
考える！
対５５歳以上で働く意欲のある方日２
月８日㈬午後２時～４時４５分場町田
市文化交流センター内①これからの
ライフプランニング②シニア世代の

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２月１５日㈬午
後２時～４時場町田市保健所（中町庁
舎）内犬のしつけ、飼育マナー、お手
入れの方法等を学ぶ講ドッグトレー
ナー・森本とも子氏、トリマー・小野
寺香織氏定２０人（申し込み順）申１月
１８日正午～２月１２日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード２３０１１８Ｂへ。
問生活衛生課☎☎７２２・６７２７
消費生活センター
く ら し に 役 立 つ 学 習 会
●町田調理師専門学校で開催「プロ
から学ぶ調理のコツ～アジの三枚お
ろしにも挑戦」　アジの三枚おろし
にも挑戦しながら、調理のコツにつ
いて学びます。
日２月１５日㈬午後２時～４時場同専
門学校講同専門学校講師定２０人（申
し込み順）費５００円申１次受付＝１月
１５日正午～１８日午後７時にイベシ
スコード２３０１１９Ｅへ／２次受付＝１
月１９日正午～２月８日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスへ。
●老後の住まいと老後資金の不安を
解決！将来この「家」どうする？～老
後の住まいとお金を考えるポイント　
リバースモーゲージ、リースバック
のメリット・デメリット　退職後、収
入や生活スタイルが大きく変化する
中、老後の住まいの選択肢や制度に

再就職の現状と考え方講①社会保険
労務士・荒木健一氏②東京しごとセ
ンターシニアコーナー職員定４０人

（申し込み順）申１月１６日午前９時～
２月７日午後５時に電話で予約専用ダ
イヤル（☎☎０３・５４２２・１３９９、受付時
間＝月～金曜日の午前９時～午後５
時）へ（申し込みフォーム

〔右記二次元コード〕で申
し込みも可）。
問東京しごとセンターシニアコーナ
ー☎☎０３・５２１１・２３３５、町田市産業
政策課☎☎７２４・２１２９
町田市商店会連合会セミナー
イ ン ス タ グ ラ ム を 活 用 し て 
ビジネスチャンスをつかもう
　詳細は同連合会ＨＰ（右
記二次元コード）をご覧
ください。
対市内で事業を営んでいる方、市内
在住の方日２月２日㈭午後６時～７時
３０分場市庁舎講ソフトバンク（株）
・五條眞樹氏、（株）Ａｒｅａ８７・柳川敦
志氏定３０人（申し込み順）申住所・氏
名・電話番号を明記し、１月３１日まで
にＦＡＸまたはＥメールで町田市商店
会連合会（返７２３・６９０６墳ｉｎｆｏ＠ｍ
ａｃｈｉｄａ-ｓｈｏｒｅｎ．ｃｏｍ）へ。
問同連合会☎☎７２３・６９００、町田市産
業政策課☎☎７２４・３２９６

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１
月１９日㈭、２月２７日㈪、３月１４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
認知症サポーター
ス テ ッ プ ア ッ プ 講 座
対市内在住、在勤、在学で、認知症サ
ポーター養成講座を受講したことの
ある方日２月１８日㈯午後１時３０分～
４時３０分場わくわくプラザ町田内認
知症の基礎知識の復習と、認知症の
方とのコミュニケーションの取り方
について実践的な事例を学ぶ定２０
人（申し込み順）申１月１８日正午～２
月９日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
２３０１１８Ｅへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

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１月１６日、２月２０日、３月２０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

オンラインゲートキーパー養成講座
　専門職向け兼フォローアップ講座
をオンライン（Ｗｅｂｅｘ）で実施しま
す。
対日頃から対人支援を行う方、過去
にゲートキーパー養成講座を受講し
たことがある方日２月１６日㈭午後２
時～３時３０分講（特）ＯＶＡ・清水幸恵

氏定５０人（申し込み順）申１月１９日
～２月８日にイベシスコード２３０１１９
Ｄへ。
問健康推進課☎☎７２４・４２３６

町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
●出張相談会ｉｎ町田市民フォーラム　
　資格や経験は不問です。希望職種
や勤務形態などに応じた多様な働き
方を支援します。
対介護施設に就職を希望する方日１
月２５日㈬午後１時３０分～４時場町田
市民フォーラム申町田市介護人材バ
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

子ども創造キャンパスひなた村
●森のフェスティバル　ひなた村の
森で、ハンモックや綱渡り、ネイチャ
ークラフト等をしませんか（一部有
料）。小学２年生以下のお子さんは、
保護者同伴でおいでください。
日１月２２日㈰午前１１時～午後３時

（雨天中止）／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。
問同キャンパスひなた村☎☎７２２・
５７３６
国際版画美術館
版 画 体 験 イ ベ ン ト
●版を重ねてつくる、水彩モノタイ
プ　色彩豊かな版画を気軽に作りま
しょう。同館で開催中のミニ企画展

「パリのモダン・ライフ～１９００年の
版画、雑誌、ポスター」（無料）を見て
から参加すると、よりイベントが楽
しめます。未就学児１人につき保護
者１人の付き添いが必要です。
日２月１８日㈯、午前１０時２０分から、
午前１１時３０分から、午後１時４５分
から、午後３時から（制作時間は各回
５０分程度）／各回とも同一内容です
場同館講版画家・常田泰由氏定各１２
人（申し込み順）費１人５００円申１月
１９日正午～２月１３日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２３０１１９Ｈへ（イベント
ダイヤルは同時に４人まで申し込み
可）／複数回への参加はできません。
問同館☎☎７２６・２８８９

和光大学レクチャーコンサート
●身近な音楽「ＪＡＺＺ」の楽しみ方　
第６弾　日本のモダン・ジャズの夜
明け～ジョージ川口とビッグ・フォ
ア　ビッグ・フォアの結成から活躍
までをジョージ川口の半生とともに
ひも解きます。
対小学生以上の方日２月２１日㈫午後
６時３０分～８時３０分場和光大学ポプ
リホール鶴川講サックス奏者・安田
昇司氏出演ＭＪＱ（Ｍａｃｈｉｄａ Ｊａｚｚｏｏ 
Ｑｕｉｎｔｅｔ）定２５０人（申し込み順）費
２０００円（支払いはクレジットカー
ドのみ、ＯＰクレジットカードで支
払いの場合は１８００円）申１月１８日
～２月１２日に小田急まなたびＷｅｂ
サイトで申し込み。
問和光大学企画係大学開放フォーラ
ム☎☎０４４・９８８・１４３３、町田市文化
振興課☎☎７２４・２１８４

「岩田色ガラスの世界－岩田藤七・久利・糸子－ 
ベストセレクション」展

問市立博物館☎☎７２６・１５３１

　市立博物館が所蔵するガラス作
品の中から、近現代の日本を代表
するガラス作家である岩田藤七・
久利・糸子の作品２０点を紹介しま
す。本展は昨年度全国３館で開催し
た巡回展の中から、各作家の特色
がよく表れている作品を厳選した
ものです。最終日には、町田華道協
会による、いけばなを展示します。
会期１月３１日㈫～２月１２日㈰、午
前１０時～午後５時（入場は午後４
時３０分まで）
休館日２月６日㈪
場国際版画美術館市民展示室Ａ室

関連イベント  
【①体験講座「ガラスに彫ってみよ
う」】
　ガラス作家の指導のもと、ペン
型の工具でガラスコップに好きな
文様を彫ります。完成作品は当日
持ち帰れます。

対小学３年生以上の方（見学のみ
は不可〔未就学児を含む〕）
日２月１１日㈷、午後１時～２時、午
後３時～４時（各回とも同一内容）
場国際版画美術館
講ガラス作家・後閑博明氏
定各１６人（申し込み順）
費５００円
【②体験講座「ガラスフュージング
で小皿を作ろう」】
　ガラス作品についての話を聞
き、８㎝程度のガラス板の上に、さ
まざまな色や形、文様のパーツを
組み合わせて小皿を作ります。そ
の後、講師が電気炉で焼成し、後日
作品を郵送します。
対５歳以上の方（未就学児・小学生
は保護者との参加が必須、見学の
みは不可）
日２月２５日㈯、午前１０時３０分～
１１時４５分、午後１時～２時１５分、
午後２時４５分～４時（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１２００円（送料込み）

◇
申１月１８日正午～２月１日にイベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード①２３０１１８Ｃ
②２３０１１８Ｄへ。

岩田藤七《花器》１９６９年
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を優先のうえ、抽選）費８０００円申同
館ＨＰで申し込み。
問同館☎☎７２４・３４４０

小 野 路 公 園
●初心者向けヨガ教室
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日１月２６日～３月２３日の木曜日
（２月２３日を除く）、午前１１時～午後
０時１５分、全８回講全米
ヨガアライアンス（ＲＹＴ
２００）取得・衣川里佳氏定

生涯学習センター多文化共生事業
ネパール伝統文化に触れる国際理解講座
　日本人初のネパール舞踊家が見た
ネパールの３７年間の今昔を語りま
す。ネパール舞踊、手指ヨーガのレク
チャー・体験もあります。
日２月２６日㈰午後１時３０分～３時３０
分場生涯学習センター講和光大学非
常勤講師・岡本有子氏定４０人（申し
込み順）申１月１７日～２月６日にイベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード２３０１１７Ｄへ。
問同センター☎☎７２８・００７１

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１月２５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
生涯学習センター・町田国際交流センター共催
ま ち だ ｄｅト ー ク プ ラ ザ
●日本で働く外国人
日２月１２日㈰午後１時３０分～３時３０
分場生涯学習センター内山下孝之氏
による縦笛ケーナの演奏、パネリス
トトーク「日本で働いている外国の
方のお話」、グループ交流定５０人（申
し込み順）申１月１７日正午～２月６日

にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
２３０１１７Ｅへ。
問生涯学習センタ－☎☎７２８・００７１

　申込方法等の詳細は各施設へお問い合
わせいただくか、各HPをご覧ください。

スポーツスポーツスポーツ

は つ ら つ 運 動 教 室
対市内在住、在勤の６５～７５歳で、介
助されず日常的に体を動かしている
方（年齢が前後３歳程度の方も参加
可）日２月８日、２２日、いずれも水曜
日午前１０時～１１時場忠生市民セン
ター内簡単にできる体幹運動と股関
節まわりのエクササイズ、全身のエ
クササイズとサーキット運動講法政
大学スポーツ健康学部教授・泉重樹
氏定各１０人（申し込み順）費１００円
申１月１７日正午～２月６日にイベン
ト ダ イ ヤ ル（ ☎☎７２４・
５６５６）またはイベシスコ
ード２３０１１７Ａへ。
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

市 立 総 合 体 育 館
●はじめてのフラダンス教室
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日１月１７日～３月２８日の火曜日
（３月２１日を除く）、午後
０時１５分～１時１５分、全
１０回定３０人（初参加者

１２人（申し込み順）費８０００円申電話
で同公園へ。
問同公園☎☎７３７・３４２０

鶴 間 公 園
●アロマストレッチ
対１６歳以上の方日毎週月曜日、午前
９時１０分～９時５５分定各１２人（申し
込み順）費８８０円申電話で同公園へ
（同公園ＨＰで申し込みも
可）。
問同公園☎☎８５０・６６３０

　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できます。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

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５月15日号です。次回申込期間＝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。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
吹き矢、朝の爽やかな時間、腹式呼吸で健康増進！ １月２５日㊌午前９時３０分から 鶴川市民センター第２会議室 ５００円 モーニング吹矢水曜会☎☎７３５・１０１３
合気道と護身術　初めての方も歓迎 １月２９日、２月５日㊐午前９時３０分 図師小学校体育館 無料 茂野☎☎７９８・２３３５ 親子で楽しくおいで下さい
第２１回町田落語会 ２月４日㊏午後２時開演 町田市民文学館大会議室 無料 町田落語研究会☎☎０９０・６１９６・８９７１ ２時間程度、予約不要
街のカウンセラーと心の悩みを話してみませんか ２月５日㊐午後４時から１時間 町田市民フォーラム４階 １０００円 心理ケア町田☎☎０５０・５５８７・８４７７要電話 個人情報秘密厳守します
マジック講習会 ２月９日㊍午後１時～３時３０分 町田市民フォーラム４階 無料 加茂☎☎０９０・７８３０・６４５６ お気軽にご参加下さい
セミナー「移動支援ボランティアの立上げ」 ２月１１日㊗午前１０時～１１時４０分 町田市民フォーラム４階 無料 成瀬お助けたい☎☎０８０・１２８４・２４２９ 要事前申込・１月３１日迄

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。

名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談 月～金曜日 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 １月１８日、２５日、２月８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） １月２０日、２７日、２月３日、１０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 １月１７日、２月７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 １月２４日、２月１４日㈫
⑥登記相談 １月１９日、２月２日㈭
⑦行政手続相談 １月１９日、２６日、２月２日、９日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 ２月１日㈬
⑨少年相談 １月２４日、２月１４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 ２月７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 ２月１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＝２月１３日㈪
Ｂ＝２月２７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＝２月１日、Ｂ＝２月１４日、いずれも午後４時までに電話で
住宅課（☎☎７２４・４２６９）へ

ブラインドサッカー®体験と観戦にご招待！
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

　国内最高峰のブラインドサッカ
ー大会の一つである「第２０回�ア
クサ�ブレイブカップ�ブラインド
サッカー日本選手権」のファイナ
ルラウンドが、２月１１日㈷に市内
で行われます。
　パラスポーツを市民の皆さんに
より広く知っていただくため、ブ
ラインドサッカーの体験会と試合
観戦にご招待します。
　詳細は市ＨＰ（右記二
次元コード）をご覧くだ
さい。
対市内在住、在勤、在学の小学生と

その保護者（小学生１人につき保
護者２人まで参加可）
日・内２月１１日㈷、体験会＝午前９時
～９時４５分、試合＝午前１１時から（３
位決定戦）、午後２時から（決勝戦）
※体験会は小学生のみ参加できま
す。
場市立総合体育館
定小学生４０人、保護者８０人（抽
選）
主催（特）日本ブラインドサッカー
協会
申１月２０日～３１日にイベシスコ
ード２３０１２０Ｅへ。
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問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

　昨年１２月１日に全国規模の一斉改選があり、町田市でも新たに民生委員・児童委員及び主任児童委員が委嘱されました。任期は３年です。民生委員・
児童委員はそれぞれ担当地域が定められています。お住まいの地域の民生委員・児童委員は、次の担当地域一覧をご覧ください。
　また、欠員の地域やご不明な点については、福祉総務課へお問い合わせください。

困ったときの相談相手困ったときの相談相手
　民生委員・児童委員には、一人ひとり担
当地域が定められています。その地域の
福祉に関する困り事について、親身にお
話をお聞きします。
　また、自らも地域住民の一員として、見
守りを実施し、住民の孤立・孤独化を防ぐ
活動を行っています。

市役所などに相談したいときのパイプ役市役所などに相談したいときのパイプ役
　「困ったことがあるけれど、どこに相談したらいい
のか分からない」。そんなときに、市役所などの窓口
を紹介し、必要な福祉サービスが受けられるように
パイプ役となります。
　相談には、市役所や社会福祉協議会、高齢者支援セ
ンター、児童相談所など、専門の関係機関が協力して
対応します。

秘密は守ります秘密は守ります
　民生委員・児童委員には守
秘義務があり、相談内容を他
人に漏らすことはありませ
ん。
　安心してご相談ください。

町田第一地区
地　域 担当委員

原町田

1丁目
1～12、14～16 横田　京子
13、17～31

中光　陽子
都営金森一丁目アパート 10号棟

2丁目
1～20 吉川　直樹
21～34 浅井　幸太

3丁目 全 成富　眞砂子

4丁目
1～11 池座　小百合
12～28 岩﨑　雪江

5丁目 全 熊坂　有美
6丁目 全 石王　好己

森野

1丁目
全（森野団地〔森野住宅〕を除く） 吉林　聡子
森野団地（森野住宅） 1～11号棟 野村　和子

2丁目
1～12 原田　博
13～31 森山　優子

3丁目 全 馬場　昭乃
4丁目 1～8、10、11、14～23 欠員

5丁目
1～15 満留　末雄
16～30 欠員

6丁目 全 竹下　みほ

中町

1丁目 全 柿澤　美代子
2丁目 全 稲垣　雪枝

3丁目
1～13 中村　紀子
14～24 森貞　澄江

4丁目
1～6、10～14 丸山　朋子
7～9、15～25 久保　美佐子

旭町
1丁目 全 澁谷　多可子
2丁目 全 飯島　享子
3丁目 全 米谷　協子

町田第一地区担当主任児童委員
内山　千絵
笠原　良子

町田第二地区
地　域 担当委員

木曽東 4丁目 8～10

欠員

本町田

1～637、639～800、829～892、917～
947、949、950、958～994、 1136～1154 
、 3621～3636、3665～4394（本町田住宅
を除く）
901～904、995～1110、1274、2754、
2808、2812、3420～3454、3456、3458、
3460～3620、3638～3664

安西　百合

638、801～828、948、951、953～957、
1155～1273（1191～1194を除く）、1275
～1306（1299、1301を除く）、1308～
1314、1316～1318、1320～1475、1477、
1480～1485、1487～1699、2111～
2123、2127、2128、2130～2135、2137、
2779、3404、3410～3418

大澤　あや子

1700～2008、2035～2044、2048～
2076、2100～2110 欠員

1191～1194、1299、1301、1307、1315、
1319、1476、1478、1479、1486、2009～
2034、2045～2047、2077～2099、2124
～2126、2129、2136、2138～2207、2232
～2236、2284～2342、2360～2364、
2700～2753、2755～2778、2780～
2807、2809～2811、2813～2899、3325
～3358、3396～3400、3455、3457、3459

河原　陽子

2600～2699、2900～3324 永山　千絵
本町田住宅 全 岩崎　けい子

藤の台

1丁目1 全 欠員

2丁目2
1～13号棟 宇川　薫
14～39号棟 欠員
40～52号棟 宇川　薫

3丁目3
1～15号棟 片岡　賢
16～28号棟 中戸　要子

町田第二地区
地　域 担当委員

南大谷

8～112、118～214、300～319、518、521
～538、1382-5、1382-13 中田　英子
都営南大谷 全
215～285（249、264を除く）、291、439～
520（518を除く）、703～1099 五十嵐　知江

113～117、249、1327-（60～87、180、
181、189、190、196）、1365～1367、
1370、1371、1381～1426（1382-〔5、13〕
を除く）、1587～1653、1658

欠員

286～288、320～371、1100～1364（1327 
-〔60～87、180、181、189、190、196〕を除
く）、1372～1380、1428～1469

廣瀨　きみ江

玉川
学園

1丁目 1、5～21 宮﨑　知子
2～4、22～25 鳥羽　さおり

2丁目 1～9
10～21 欠員3丁目 1～39

4丁目 全 福田　修一
5丁目 全 欠員6丁目 全

7丁目 1～4、27～32 嶋村　京子
5～26 福島　祐子

8丁目 1～10、18～24 清水　栄美子
11～17 嶋村　京子

東玉川
学園

1丁目 全
渡辺　綱市2丁目 全

3丁目 全（3158を除く）
3158 五十嵐　知江

4丁目 全 嶋村　京子

町田第二地区担当主任児童委員 赤池　ルミ
田村　望世

南第一地区
地　域 担当委員

金森

1丁目 1～18、47～49、52 細野　顯
19～46、50、51 増田　美智子都営金森一丁目アパート 1～8号棟

2丁目
1～15 渋谷　伸子
16～28、30～39 岡﨑　賢
29 欠員

3丁目 1～20、29～39 園曽　理加
21～28、40～45 欠員

4丁目 1～7、9～49
8 横田　明

5丁目 全 水口　久美香

6丁目
1～11 園曽　理加
12～21 欠員
22～51 水口　久美香

7丁目 1～18 込谷　れい子
18～21 欠員

金森東

1丁目
1～8 渋谷　伸子
9～13、22～26 星﨑　スズ子
14～21、27～30 欠員都営高ヶ坂アパート 全

2丁目 1～24 星﨑　スズ子
25、26 内田　晶子

3丁目
1～3、8～12 星﨑　スズ子
4～7、13～15 内田　晶子
16～38 欠員

4丁目 1～33
34～57 二川原　陽一

原町田 1丁目 都営金森一丁目アパート 10号棟
町田第一地区
を参照してく

ださい

都営
金森

第2都営金森 全 岡﨑　賢
第3都営金森 全 欠員
第4都営金森 全 岡﨑　賢第5都営金森 全
第6都営金森 1～7号棟 欠員
第6都営金森 8～14号棟 込谷　れい子

南第一地区
地　域 担当委員

都営
金森

第7都営金森 全 欠員
第8都営金森 全 横田　明
第9都営金森 全 星﨑　スズ子
第10都営金森 全 欠員
第11都営金森 全

内田　晶子金森市
営住宅 全

南町田

1丁目 全 横田　明
2丁目 全 森重　恵子
3丁目 全 阿部　優美子4丁目 全
5丁目 全

欠員

鶴間

1丁目 全
2丁目 全
3丁目 全
4丁目 全 橋本　美恵子

5丁目 1～11 井上　由美
12～20 橋本　美恵子6丁目 全

7丁目 全 井上　由美8丁目 全

小川

1丁目 全（コープタウンを除く） 坂本　美智子
コープタウン 全 五十嵐　弘子2丁目 全

3丁目 1、4、8、9 二川原　陽一
2、3、5～7、10～18 小柴　祥子

4丁目 1～12、72
13～22 坂本　美智子

5丁目 全 小柴　祥子
6丁目 全 森重　恵子
7丁目 全 新谷　珠穂

つくし野

1丁目 全 欠員2丁目 全
3丁目 全 代谷　正雄
4丁目 全 落合　智惠子

南
つくし野

1丁目 全 欠員
2丁目 全 新谷　珠穂
3丁目 全 代谷　正雄
4丁目 全 欠員

南第一地区担当主任児童委員 田中　三奈子
赤木　律子

南第二地区
地　域 担当委員

南成瀬

1丁目 全 羽田　明美
2丁目 1～17、31～33

18～30 股木　美智子3丁目 全
4丁目 全 落合　正5丁目 全
6丁目 全

小倉　豊司7丁目 全
8丁目 全

成瀬が
丘

1丁目 全 小山　喜久子
2丁目 1～24

25～37 山﨑　みのり3丁目 全

成瀬

1丁目 全 山垣　淑子
2丁目 全

杉﨑　幸恵3丁目 全
4丁目 全

5丁目 1
2～23 村田　親吾

6丁目 1 杉﨑　幸恵
2～18 村田　親吾

7丁目
1、2 山岡　淑子
3～9 杉﨑　幸恵
10-22、11 村田　親吾

8丁目 1～9、12～17 多田　美由紀
10、18～29 山岡　淑子

民生委員・児童委員の一斉改選がありました

民生委員・児童委員 担当地区（域）一覧 （2023年1月現在）
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南第二地区
地　域 担当委員

成瀬 都営成瀬

1～6号棟 山岡　淑子
7～9号棟 多田　美由紀
10～12号棟 股木　美智子
13～18号棟 村田　親吾

西成瀬

1丁目
1～16、19～30 遠山　育子
17、18、31～47、50～57 並木　正子
48、49 多田　美由紀

2丁目 1～21、25 遠山　育子
22～24、27～49 並木　正子

3丁目 1、3、4、7～21 山垣　淑子
2、5、6 遠山　育子

都営成瀬第二アパート 全 並木　正子

成瀬台

1丁目 全 山垣　淑子
2丁目 全 泉谷　奈々絵
3丁目 全 須﨑　千代子
4丁目 全 中安　千里

高ヶ坂

1丁目 全 欠員
2丁目 全 酒井　かづ江

3丁目
1～14、34 欠員
15～20 鈴木　志寿恵
21～33 榊　賀弓

4丁目 全 鈴木　志寿恵

5丁目 1～18、20、21、26 榊　賀弓
19、22～25、27～31 鈴木　志寿恵

6丁目 全 欠員

7丁目 1～7、9～27、29～43 石田　幸代
8

欠員高ヶ坂団地 全

都営高ヶ坂第2アパート 1～3号棟
4～6号棟 石田　幸代

南第二地区担当主任児童委員 能登　さつき

鶴川第一地区
地　域 担当委員

小野路
町

1～887、1010～1412、1600～1643、
1646～1709 欠員

888～981、3901～5461（3974を除く） 石川　和子
1492～1599、2378～2570、2574～3494、3974 上野　 靜栄
1644、1645、1716～2340、2571～2573 淺利　將男

野津田
町

1～603、606～611、620～684、688～
710、712～716、718～729、732～737、
742、743、751～763、810～826、1713～
2074、2094、2095、2107～2115、3517

東　麻理

612～619、685～687、711、717、730、731、738
～741、744～750、764～809、827～940、946～
1038、1044～1712、2075～2106（2094、2095
を除く）、2762～2764、3744～3747

永井　博

941～945、1039～1043、2117～2477、
2484～2698、3144、3148～3191（3162、
3163を除く）、3571～3583

内田　聡美

2699～3143、3192、3193、3310～3384、
3518～3521、3531～3542、3701～3741 野口　満男

3162、3163、3194～3294、3385～3515 欠員

薬師台
1丁目 全

神戸　陽一2丁目 全
3丁目 全

金井

1丁目 全
欠員2丁目 全

3丁目 39、42
全（39、42を除く）

中澤　澄江4丁目 全
5丁目 全
6丁目 全

小宮　茂治7丁目 全
8丁目 全

金井町 740-3、779
欠員

金井ヶ
丘

1丁目 全
2丁目 全
3丁目 全 増田　ゆみ
4丁目 1～46

47～53 中澤　澄江
5丁目 全 増田　ゆみ

大蔵町

1～4、55～223、227～251、367、2132～
2228、5001～5007 欠員

252～490（253、279、367を除く）、663、
804～1112、1771～1777、1852～2127 荻野　淳子

253、279、2948～3174（2949を除く） 吉村　由香利
491～560、1236、1340～1778（1771～1777
を除く）、2746～2947、2949、3500～3508 鎌倉　真由美

鶴川第一地区担当主任児童委員 小出　伸子

鶴川第二地区
地　域 担当委員

真光寺
1丁目 全 欠員
2丁目 全 石井　廣
3丁目 全 井上　トシ子

真光寺町 全 丸山　克己

広袴

1丁目 全 西村　正嗣2丁目 全
3丁目 全

江澤　恵子4丁目 全

広袴町 49～494、517～540、562-1、565～600
513、549～563（562-1を除く）、601～840 西村　正嗣

能ヶ谷

1丁目 全

欠員
2丁目 全
3丁目 全

4丁目
1～18、31～33
19～26
27～30、34～40 久松　明美

5丁目 1～5、27～41 欠員
6～26 久松　明美

鶴川第二地区
地　域 担当委員

能ヶ谷

6丁目
1～5、6-（1～25）、7、20 欠員
6-（26～31）、8～14、34、36～47 佐々木　徹也
15～19、21～33、35、48 久松　明美

7丁目
1～18、19-（11～24）、20-（1～4）、
21～24 欠員

19-（1～10）、20-（5～7）、25～55 佐々木　徹也

三輪町

1～180 矢澤　美加栄
181～315、385～387、424～428 岩渕　一之
318～321、366～384、388～423、429～1618 欠員
322～352、1705～2059 飯島　清子

三輪
緑山

1丁目 1～10、17～23、25、27、28 粟野　みどり
14～16、26、29～36 丸谷　知子

2丁目 全 欠員
3丁目 1～7、25、26、2106、2112、2118、2119

8～24 粟野　みどり
4丁目 全 丸谷　知子

鶴川

1丁目 全 欠員

2丁目 1～10、16～22 市川　佳孝
11～15 欠員

3丁目 全 榎本　幸子

4丁目 1～17、20～27 欠員
18、19、28～41 岡田　紀子

5丁目 5
7～18

欠員鶴川
団地

1街区 全
2街区 全
3街区 全
4街区 全
6街区 全

鶴川 6丁目 1～5、9～14 㓛刀　みさほ
6～8 野村　秀司

鶴川第二地区担当主任児童委員 奥薗　登美子

忠生第一地区
地　域 担当委員

図師町

1～459、730、1417～1431、1913～1928、
2203～2331 欠員

465～729、731～1235、1307～1340 岡村　珠穂
1266、1277～1301、1344～1393、1404、
1441～1912 欠員
1961～2202、2352～3484

山崎町

1～324、387～396、1314-9、1314-11、
1491～2185、2187～2528（山崎団地を除
く）、3500～3509

鈴田　久美子

2186 忠生第二地区を
参照してください

都営山崎町第二 1～4号棟 欠員
都営山崎町第二 5～12号棟 鈴田　久美子
325～362、481～994、997～1049、1414、
1423、1427

欠員都営山崎町アパート 全
シーアイコート 全
995、996、1050～1299、1343　
1223、1356、1380（シーアイハイツ） 米田　眞弓

忠生

1丁目 全 欠員
2丁目 全 山尾　宣子

3丁目
1～14 藤崎　信子
15 鈴木　昌枝
16～25 志村　優子

4丁目
1～7、10～14、21～25 岡村　珠穂
8～9 秋元　和宣
15～17 欠員

木曽西 2丁目 6～8 鈴木　昌枝

根岸
1丁目 1～4、8～16

5～7 志村　優子

2丁目 1～13、26～33 鈴木　昌枝
14～25 志村　優子

根岸町 1～7 秋元　和宣
1001～1019 志村　優子

矢部町 1～14、2579～2718 秋元　和宣
2719～2848 佐藤　文子

常盤町

2934～3206、3219～3245、3281～3284 欠員
3208～3218、3246～3280、3285～
3470、3501～3529 佐藤　早百合

3471～3498（3479-2、3482-12を除く）、
3538～3758（3658-1を除く） 欠員

3479-2、3482-12、3658-1 佐藤　文子

上小山
田町

1～169、561、567～1114、1499～1518、1546 老沼　誠
175～186 小川　陽子
393～400、429～528、2406～2933 大木　貴夫
1322～1498、1519～1545、1547～2371、
3000～3045 田中　節子

下小山
田町

1～220、2720～2727、2730～2732、
2741～2743、2746～2751、2813～
3118、3315、3352、4000～4018

稲田　公明

221～543、2544～2569 髙橋　玲子
596、691～1751、3595 大貫　美津子
1883～1886 老沼　誠
1896～2540、2592～2719、2728、2729、
2733～2740、2744、2745、2759～2762、
3351、3367、3368

小川　陽子

3523～3594、3596～3690 欠員都営八幡平アパート 全
小山田
桜台

1丁目 全 猪子　俊子
2丁目 全 欠員
忠生第一地区担当主任児童委員 朝倉　寛喜

忠生第二地区
地　域 担当委員

木曽町 119～122、492～498 岡庭　智津子
499～527 渋谷　みどり

木曽東 1丁目

4～16（都営木曽森野アパートを除
く）、17-（1～11、41～50）、22～24、
26-（1～23）、27-（27～34）、48

岡庭　智津子

17-（12～40）、18～21、25、26-（24
～46）､27-（1～26）､28～45、47 藤田　典子

46、49 渋谷　みどり

忠生第二地区
地　域 担当委員

木曽東

2丁目 1～6 （境川住宅を除く） 藤田　典子
13（境川住宅を除く） 関谷　加由里

3丁目

1～5、7-（16～40）、12-（30～40）、13～15 藤田　典子
6、7-（3～11）、8～12（12-〔30～
40〕を除く）、29-（32～43） 渋谷　みどり

17～23、26～31（29-〔32～43〕を除く） 浅沼　千恵子
24、25、32～35 欠員

4丁目

1、2、3（3-〔1～3、6〕を除く）、4、5 渋谷　みどり
3-（1～3、6）、15 欠員16～33（木曽住宅を除く）

8～10 町田第二地区を
参照してください

木曽西

1丁目 1～6 浅沼　千恵子
7～43 関谷　加由里

2丁目

1～3、18、19

6～8 忠生第一地区を
参照してください

4、5、9～17 飯田　薫3丁目 全

4丁目
1～7、14～16 浅沼　千恵子
8～13、17～24 欠員
25～37 飯田　薫

5丁目 1～27、35～46 欠員
28～34 飯田　薫

都営木
曽森野
アパー

ト

Ａ号棟 全 佐藤　惠美子

Ｂ号棟 1、3 江嶋　充惠
2、4、5 欠員

Ｃ号棟 全 江嶋　充惠
木曽
住宅

（なし） 全 欠員ロ 全

町田木
曽住宅

イ 1～14号 新井　光代
15～29号 山田　修

ハ 1～10号、18～21号 欠員
11～17号、22～28号 井上　惠美

ニ 全 滝本　勝子

ホ
1～12号
13～22号 高島　広子
23～25号 欠員ト 全

境川住
宅

1～20号 藤嶋　善子
21～35号 大村　統卓
36～50号 欠員

山崎町 2186 坂木　一夫
山崎 1丁目 全 斉藤　隆雄

山崎団
地

2街区 全
3街区 全 坂木　一夫
4街区 1～11号棟

12～18号棟 川崎　文子5街区 全
6街区 全 大森　徹雄
7街区 全 欠員
8街区 全 大森　徹雄
忠生第二地区担当主任児童委員 伊藤　優子

堺地区
地　域 担当委員

小山町

1～490、670～678、4650～4671 欠員
493～669、679～933、1025、1026、1031
～1083、1632～1973 安達　恒三

943～1023、1027～1030、1084～1150、
1205～1263、1451～1631 岡本　道夫

1151～1204、1264～1383、2351～2417
（2363、2365、2368～2370、2372、2373、
2375、2379を除く）、2439～2484、5001～
5021、6000～6008

蝦名　真理

2342、2343、2419～2437、2485～2639、2646
～2649、2658～2660、3127、6009、6010 萩𠩤　愛子

2640～2645、2650～2657、3043～3509
（3127を除く）、4262～4337、4467、4468、
4479、4602～4607

德井　仁子

3510～3689（3617を除く）、4345、4469 廣瀬　加代子
3617、3694～4188、4190、4343～4435

（4345を除く）、4485、4501、4509、5348 欠員

小山ヶ
丘

1丁目 全 池田　美子
2丁目 1～4

5～7 欠員

3丁目 1～6 池田　美子
7、9～28 欠員4丁目 全

5丁目 全 峯田　亮子
6丁目 全 欠員

相原町

1～411（366-25を除く）、438、486～524 道満　法子
366-25、415～480（438を除く）、531～
547、597、598、669～713、927（927-111
を除く）、930

藤原　隆平

549～662（597、598を除く）、720～819、
829～838、840-（8、81、82、88）、847、873
～926、927-111、1220～1227（1220-〔8、
18〕を除く） 欠員840～858（840-〔8、81、82、88〕、847を除
く）、1038～1166、1220-（8、18）、1369～
1398、1401、1417、1420～1447、1605、
1606
1168～1218、1231～1276、1291～
1363、1408～1415、1787（1787-〔5、8〕を
除く）

齋藤　和子

1279～1286、1643～1769、1776～1786
（1784を除く）、1787-（5、8）、1788、1789、
1818～2109、2265

欠員

1454～1459、1770～1775、1784、1790～1816 小宮　由美
2116、2120～2234、2311、2316～2788、2797、
2801～3115、3117～3330、3362～3943 欠員

3331～3361、4092～5334 神藤　康作
コーシャハイム
武蔵岡 全 澁谷　世津子
都営

武蔵岡
アパート

3～6号棟
7～9号棟 髙橋　京子
10～12号棟 欠員

堺地区担当主任児童委員 内田　洋子
岡村　知子
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　昨年１０月２０日に行われたプロ野球ドラフト会議で、北海道日本ハム
ファイターズから１位指名された町田市出身の矢澤宏太選手（日本体育
大学４年）が、１２月２０日に市役所を訪れました。
　矢澤選手は山崎小学校、忠生中学校出身で、町田リトルで野球を始め、
中学時代は町田シニアに所属していました。
　矢澤選手は、プロ入り後の目標を問われると「投手と外野手の二刀流に
はこだわっていきたい。まず、１年目
は新人王を目指していきます」とお
話しになりました。
　石阪市長からは、「町田からプロ野
球選手が出るというのは、市民にと
っても誇りです。ぜひ新人王だけで
はなく他の賞も目指して頑張ってく
ださい」というメッセージが送られ
ました。
　矢澤選手の今後の活躍に注目です。

町田からプロ野球選手が誕生！
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

松葉谷戸冒険遊び場がオープン！
問児童青少年課☎☎７２４・４０９７

　成瀬駅から徒歩１０分の場所に位置する自然豊かな松葉谷戸公園の中に、市内
５か所目の常設型冒険遊び場「松葉谷戸冒険遊び場」がオープンします。
　冒険遊び場は、自然の中で子どもたちの

「やってみたい！」という気持ちを大切に、
「木に登る」「木工作をする」などの冒険や
挑戦を重ね、各自の責任で自由に遊べる場
所です。専門の知識を持つプレ
ーリーダーが、子どもの挑戦を
後押しします。
オープン日時１月２９日㈰午前１０時
※オープンイベントを予定しています。
開園日時毎週水・木・土・日曜日、午前１０時
～午後４時３０分（３月～９月は午後５時まで）
場所松葉谷戸公園（金森東１－３０）
運営団体松葉谷戸に冒険遊び場をつくる会

自由民権資料館と町田市考古資料室の展示が新しくなります！ 問生涯学習総務課☎☎７２４・２55４

東京都立大学と災害時の都市復興に関する協定を
締結しました 問都市政策課☎☎７２４・４２４８

　市では、災害が起きた時に迅速かつ円滑にまちを復興していけるよ
う、あらかじめ都市の復興について研究をするため、昨年１２月２６日に
東京都立大学と町田市の事前都
市復興に関する共同研究基本協
定を締結しました。
　この協定に基づき、市と大学
は市内で想定される被災規模の
分析や復興方針について連携し
ながら検討を進めます。

令和４年秋の褒章
小池義則氏が藍綬褒章を受章されました

　長年にわたる消防活動への多大
なる尽力が評価され、町田市消防
団副団長の小池義則氏が、令和４
年秋の褒章（藍綬褒章）を受章され
ました。報告のため昨年１２月７日
に市役所を訪れました。

消防団員募集中� �
　町田市消防団では、共に地域
を守る仲間を募集しています。

問防災課☎☎７２４・３２５４

　自由民権資料館では、昨年１１月に開始した「自由
民権運動と町田」展に加え、町田市のこれまでの「く
らし」の歴史について学ぶことができる「町田の歴史
－時代でたどる人びとのくらし－」展を公開します。
町田市域の原始から現代までの歴史を紹介する通史
展を、常設で開設するのは初めての試みです。
　また、館内で「Machida Free Wi-Fi」を使用でき
るようになります。

自由民権資料館問同館☎☎７３４・４5０８
休館日月曜日（祝日の場合は開館し、翌火曜日は休
館）、年末年始、特別休館日
開館時間午前９時～午後４時３０分
所在地野津田町８９７

　考古資料室では、町田市の歴史の大きな特徴の一つで
ある「縄文時代」の資料を中心に「縄文のまちだ」展を公開
します。プロジェクターによる動画投影や「町田デジタル
ミュージアム」と連動した二次元コードを導入し、来室者
自身のみでも内容を理解しやすい展示となっています。

考古資料室問生涯学習総務課☎☎７２４・２55４
開室日７月・８月以外＝毎月第２・４土・日曜日、祝休日

（年末年始を除く）、７月・８月＝土・日曜日と祝休日
※２月１日㈬、４日㈯、５日㈰はリニューアルオープン
を記念して特別開室します。
開室時間午前１０時～午後４時
所在地下小山田町４０１６

文化財の説明板もリニューアル！
　「伝鎌倉井戸（鎌倉古道推定地）」の説明板の
内容を新しくしました。

　自由民権資料館と考古資料室は、２月１日㈬から町田市の歴史を学べる展示スペースが新しくなります。リニューアルにより、インターネット上の
「町田デジタルミュージアム」で公開している主要な資料を実際に見ることができるようになります。
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