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情報コーナー
●町田市体育協会からのお知らせ
　実施要項、申込用紙は市立総合体
育館とサン町田旭体育館にありま
す。詳細は、イベント主催
者へお問い合わせいただ
くか町田市体育協会ホー
ムページをご覧下さい。
【市民ウォーキング①目下冬眠中（恩
田の森・三菱の森巡り）②早春、駘

たい

蕩
とう

の里山】
対市内在住、在勤、在学の小学生以上
の方日①２月１８日午前８時５０分、集
合はＪＲ横浜線成瀬駅改札前②２月
２６日午前８時５０分、集合はＪＲ横浜線
十日市場駅改札前費各５００円問町田
ウォーキング協会☎０９０・８７４７・
１９５８、町田市体育協会事務局☎

７２４・３４４３
●自衛官等採用案内（予備自衛官補
試験）
　詳細は自衛隊東京地方協力本部ホ
ームページを参照対一般＝１８歳以
上３４歳未満、技能＝１８歳以上５５歳
未満（有資格者。技能によって年齢制
限有り）試験日４月１４日～１８日申い
ずれも４月７日まで（必着）問自衛隊
町田募集案内所☎７２３・１１８６
●町田税務署～確定申告はお早めに
　平成２８年分の確定申告書の提出
及び納付の期限は、所得税及び復興
特別所得税・贈与税は３月１５日、個人
事業者の消費税及び地方消費税は３
月３１日です問同税務署☎７２８・７２１１
●町田商工会議所～経済講演会
日２月２３日午後３時～５時場ベスト
ウェスタン レンブラントホテル東
京町田申電話で同会議所（☎７２２・
５９５７）へ。

子どものイベントカレンダー 詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、町田市ホームページをご覧下さい。

イベントカレンダー 詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、各ホームページをご覧下さい。

●ひなた村
【土器で縄文スープを作ろう】　
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生日２月２５日㈯午後１時～３時内
ガイダンス、火おこし体験、縄文土器

（複製）を用いたスープ作りと試食講
葛飾区郷土と天文の博物館考古学ボ
ランティア定３０人（申し込み順）費
３００円申２月１５日午前１０時から電
話でひなた村へ
【ひなた村シアター】
　直接会場へ日２月２６日㈰午前１０
時３０分～１１時３０分場ひなた村第１
レクルーム内「おじいさんと不思議
なおくりもの」「ひなまつり」「七羽の
からす」
【ひなた村科学クラブ“ぷち”四季ふ
ゆの巻～虫の冬越しと春になったら】
対市内在住、在学、在園の５歳～小学
生とその保護者（小学生は子どもの

みの参加も可）日３月５日㈰午前９時
３０分～１１時３０分内虫の冬越しにつ
いての学習、観察、実地調査講まちだ
実験し隊、ナチュラリスト・有賀文章
氏定１０組（申し込み順）費１組３００円
申２月１５日午前１０時から電話でひ
なた村へ
【町田市少年少女発明クラブ～会員
・準会員募集】
　科学を通して夢と創造性を育みま
す。同クラブは、全国チャレンジ創造
コンテスト（からくりパフォーマンス
カー）で４年連続金賞を受賞するなど、
全国でも一・二を争う中心的団体です
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生（準会員は小学２年生から可）日
４月９日～２０１８年３月中旬の原則月
１回の日曜日、午前９時３０分～午後４
時、全１４回（準会員は９回）場ひなた
村　他内科学講座、アイデアものづ

くり、水ロケット、こま、卵落とし大
会等、筑波宇宙センターの見学（希望
者）講大学教授、大手企業技術者、弁
理士、作家等定各５０人（抽選、結果は
３月上旬に郵送）費会員１万３０００円、
準会員８０００円（年会費、保険料含
む）申ハガキに住所・氏名（ふりがな）
・電話番号・性別・学校名・新学年・会
員／準会員の別を明記し、３月５日ま
で（消印有効）に同クラブ（〒１９４－
００１４、高ヶ坂３－６－１５、☎７２８・
１５０４）へ／子ども向けの理科工作
が好きな「ボランティア指導者」も募
集します。詳細は同クラブへ

◇
問ひなた村☎７２２・５７３６
●国際版画美術館～子ども講座「さ
いた　さいた　春の花」
　春の花を観察して新学期に使うバ
ッグを版画で作ろう対小学生（参加

者以外の入室は不可）日３月２５日㈯
午後１時３０分～４時３０分場同館講木
版画家・竹上妙氏定１５人（抽選、結果
は３月８日ごろ郵送）費５００円申２月
２１日正午～３月５日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６コード１７０２２１
Ａ）へ（同館ホームページで申し込み
も可）問同館☎７２６・２８８９
●子どもセンター合同事業～町田市
一周チャレンジハイク
　市内一周約７４ｋｍを３日間かけて
歩きます対市内在住、在学の小学５
年生～１８歳の方日３月２７日㈪～２９
日㈬、集合・解散は市庁舎宿泊場所
２７日＝子どもセンターつるっこ、
２８日＝大地沢青少年センター定３０
人（申し込み順）費３０００円申２月２５
日午前１０時３０分から直接または電
話でつるっこ（☎７０８・０２３６）へ（申
し込みは本人または保護者に限る）

●かしの木山自然公園～自然観察会
・冬の野鳥観察
　双眼鏡をお持ちのうえ、直接会場
へ（貸し出しも有り）日２月１９日㈰午
前９時３０分～１１時（雨天中止）場同
公園（駐車場無し）問同公園☎７２４・
１６６０
●野津田公園～マレットゴルフ交流
競技会
対小学５年生以上のマレットゴルフ
経験者日２月２４日㈮午前９時～正午

（雨天中止）場同公園定５０人（申し込
み順）費３００円（用具使用料、保険料
込み）申２月１５日午前９時から電話
で 同 公 園 管 理 事 務 所（ ☎７３６・
３１３１、受付時間＝午前９時～午後５
時〔土・日曜日、祝日も可〕）へ
●小野路公園～あなたの今の体力　
測定してみませんか？レク式体力チ
ェック開催
対中・高齢者日２月２４日㈮午前９時
～正午場同公園内健康講座＝骨格や
筋肉、体の歪

ゆが

みや加齢と体力、健康寿
命、運動がもたらす効果などについ
て、体力チェック＝柔軟性、敏

びん

捷
しょう

性、
平衡性、筋力、肺機能、総合的能力の
測定講まちスポプロジェクト２０１６
実行委員会定３０人程度（申し込み
順）費２００円申２月２３日午後５時ま

着）に同プールへ
【キッズダンス１期】
対Ａ＝小学１～３年生、Ｂ＝小学４～６
年生日４月１１日～５月２３日の火曜
日、Ａ＝午後４時３０分～５時３０分、Ｂ
＝午後５時４０分～６時４０分、各全７
回定各２０人（抽選）費各５６００円申往
復ハガキに必要事項を明記し、３月
１４日まで（必着）に同プールへ

◇
場・問同プール☎７９２・７７６１
●町田市フォトサロン～ツ
バキ展
　日本ツバキ協会町田支
部、椿遊会の出展協力により、春を彩
るツバキの花々を紹介します日３月
１０日㈮～１２日㈰／本展に合わせ、
ツバキの品種を写真で紹介する「ツ
バキ写真展」を３月２０日まで開催場
・問同サロン☎７３６・８２８１
●町田市民ホール・和光大
学ポプリホール鶴川から
のお知らせ
　この他の公演情報は、２月５日発行
のコンサートガイドＶｏｌ.８９をご覧
下さい。
【鶴川第二中学校・鶴川第二小学校　
合同合唱演奏会】
　鶴川第二中学校合唱団の第８３回　

でに電話で同公園管理事務所（☎
７３７・３４２０）へ
●市立総合体育館
【初心者アーチェリー教室】
対これからアーチェリーを
始めようとする１６歳以上の方日４月
８日～５月６日の土曜日、午前９時３０
分～１１時３０分、全５回定２０人（抽
選）費３０００円申往復ハガキに必要
事項を記入し、３月１５日まで（消印有
効）に同館へ
【親子ふれあい体操教室】
対４～６歳の未就学児とその保護者
日４月８日～７月１５日の土曜日（４月
２２日、２９日、５月２０日、６月２４日、７
月１日を除く）、午前９時３０分～１１
時、全１０回定３０組（抽選）費４７００円
申往復ハガキに必要事項を明記し、
２月２２日まで（消印有効）に同館へ

（同館ホームページで申し込みも可）
◇

場・問同館☎７２４・３４４０
●市立室内プール
【ピラティススクール１期】
対１６歳以上の方日４月６日
～５月１８日の木曜日（５月４日を除
く）、午前１１時～正午、全６回定２０人

（抽選）費３０００円申往復ハガキに必
要事項を明記し、３月２０日まで（必

ＮＨＫ全国学校音楽コンクール銅賞、
第６９回全日本合唱コンクール全国
大会金賞（高松市教育長賞）の受賞記
念演奏会です対６歳以上の方日４月１
日㈯午後３時開演場町田市民ホール

（全席指定）申整理券を配布／２月２５
日午前８時３０分から直接または電話
で同ホール（☎７２８・４３００）へ（申し
込み初日は電話のみ受け付け）
【若き演奏家による水曜午後の音楽
会第４９回】
対６歳以上の方日４月１９日㈬午後２
時開演場和光大学ポプリホール鶴川
出演田中李 （々バイオリン）、松橋朋
潤（ピアノ）費１０００円（全席自由）申
２月１６日正午からイベントダイヤル

（☎７２４・５６５６）へ問和光大学ポプ
リホール鶴川☎７３７・０２５２
【ダックスくんとらっぱの合奏団】
日５月２７日㈯午後２時３０分開演場和
光大学ポプリホール鶴川費１５００
円、小学生以下５００円（全席指定）／
３歳未満膝上１人まで無料、ただし座
席が必要な場合は有料申２月１７日午
前８時３０分から直接または電話で町
田市民ホール（☎７２８・４３００）へ（発
売初日は電話のみ受け付け、有料保
育有り、要問い合わせ）

移動図書館そよかぜ号
さるびあ図書館☎７２２・３７６８ 堺図書館☎７７４・２１３１

１５日㈬
１０時２０分 鶴川さくら病院前、三輪第一住宅バス停前
→１時５０分 西田橋公園、２時 南つくし野なかむら公園
→３時１０分 鶴間橋児童公園、３時２０分 天神原公園

１０時２０分 小山白山公園
→２時 小山田会館→３時
１０分 谷戸クラブ

１６日㈭ １時５０分 都営町田中里橋アパート、２時 小野路公会堂
→３時１０分 都営山崎町アパート、薬師ヶ丘住宅

２時２０分 ヴィラ町田→３
時３０分 相原中央公園

１７日㈮
１０時２０分 木曽ほがらか公園横、１０時３０分 セルシオ
ヒルズすずかけ台→２時 鶴間風の子公園、２時１０分 南
町田ハイタウン→３時１０分 鶴間ガーデンセシア

１０時３０分 町田荘→１時
５０分 馬場児童公園前→３
時２０分 小山中央小学校前

２０日㈪ ３時 ゆうき山公園

２１日㈫
１０時１０分 市立博物館前、１０時２０分 東玉川学園１丁目
児童公園→１時５０分 成瀬台公園→３時１０分 玉川学園
やすらぎ公園、南つくし野やなぎ公園

１０時３０分 上小山田町はなみず
き公園→２時 小山市民センター
横→３時２０分 小山ヶ丘小学校前

２２日㈬
１０時１０分 三輪中央公園、１０時２０分 金井中央ふれあ
い公園→１時５０分 山王塚公園、２時 鶴川台緑の里公園
→３時１０分 金井森の丘公園、鶴川台丘の里公園

１０時３０分 福音会→２時
１０分 武蔵岡住宅→３時
２０分 ゆくのき学園前

２３日㈭ ２時 本町田住宅給水塔前、鶴間三角公園→３時１０分 日
向台北公園、３時２０分 鶴間公園

２時 常盤団地→３時２０分 
都営八幡平

２４日㈮
１０時２０分 薬師台青空公園、藤の台住宅管理組合前→２
時 小山田桜台→３時２０分 図師小学校前、シーアイハイ
ツ町田

１０時３０分 小山ヶ丘一丁
目→２時 小山観音谷戸
→３時１０分 小山小学校前

２７日㈪ ３時 金井関山公園

２８日㈫
１０時２０分 境川住宅管理事務所前、成瀬熊ヶ谷戸公園→１時
５０分 市立総合体育館駐車場入口、２時 四ツ木橋児童公園→３
時１０分 つくし野セントラルパーク、三輪沢谷戸かえで公園

１０時３０分 小山ヶ丘こもれ
び公園→２時 マイライフ尾
根道→３時２０分 矢部八幡

2月1日～28日「地域で元気にいきいき暮らす」町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索


