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情報コーナー
●町田市観光コンベンション協会～
国立市との交流事業「ひまわりの種
を収穫し、リスにあげよう」
　ひまわり畑のある国立市で種を収
穫し、その種を町田リス園のリスに
あげるバスツアーです。詳細は、申込
者に別途お伝えします対親子日８月
２４日午前９時～午後４時ごろ、集合・
解散は町田駅周辺（小雨実施）費中学
生以上１７００円、小学生以下１３００円
（バス代・入園料・弁当代・保険料を含
む）申参加者住所・氏名（ふりがな）・
電話番号・生年月日・性別を明記し、
８月２２日までにＦＡＸで町田ツーリ
ストギャラリー（返８５０・９３１２）へ
（町田市観光コンベンション協会ホ
ームページで申し込みも可）問同ギ
ャラリー☎８５０・９３１１（受付時間＝
午前１０時～午後７時）
●町田商工会議所～講習会「個人事
業と法人の違いについて学ぼう！セ
ミナー」
対経営者、従業員日８月１日午後２時
～４時場同会議所問同会議所☎７２２
・５９５７
●町田市シルバー人材センターから
のお知らせ
問同センター☎７２３・２１４７

【植木の剪
せん

定
てい

】
　事前に同センターへの入会が必要
対同センター会員として植木職の就
業を希望する６０歳以上の方日８月
２８日～３１日、いずれも午前９時～午

後４時、全４回場わくわくプラザ町田
等内庭木の剪定作業に必要な基礎知
識、剪定実技等申ハガキに住所・氏名
・電話番号・年齢を明記し、７月２５日
まで（必着）に同センター（〒１９４－
００２２、森野１－１－１５）へ

【初心者向けパソコン講習会】
日８月１日～４日、午前９時～正午、８
月８日～１１日、午後１時～４時場わく
わくプラザ町田費１コース６５００円
申ハガキに講座名・受講日・住所・氏
名・電話番号を明記し、同センター
（〒１９４－００２２、森野１－１－１５）へ
●（社福）町田市社会福祉協議会

【初めて学ぶ災害ボランティア】
日①７月３０日午後１時３０分～４時②
８月６日午後１時３０分～３時３０分、全
２回場町田市民フォーラム内①講義
～町田で災害が起こったら、災害ボ
ランティアとは②災害ボランティア
センター運営のシミュレーション費
１０８０円（税込み）申電話で町田ボラ
ンティアセンター（☎７２５・４４６５）へ

【福祉バザー】
　地域の皆さんから寄贈していただ
いた未使用の寝具・タオル・洗剤等を
販売します（売上金は、地域の福祉活
動に活用し、一部を熊本地震及び東
日本大震災の義援金に寄附）／町田
市民生委員児童委員協議会と共催日
７月２２日午前１０時～午後２時（品物
が無くなり次第終了、雨天実施）場ぽ
っぽ町田問同協議会☎７２２・４８９８
●東京都都市整備局～時差Ｂｉｚの実
施
　東京都主催で、快適な通勤を体感

していただく快適通勤ムーブメント
「時差Ｂｉｚ」を７月２５日まで実施します。
詳細は、東京都同ムーブメント「時差
Ｂｉｚ」ホームページをご覧下さい問時
差Ｂｉｚ運営事務局☎０３・３４７９・０２５４
（受付時間＝祝休日を除く月～金曜
日の午前９時３０分～午後６時３０分）
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集

【①ポイント方式（家族向）②単身者
向（車いす使用者向を含む）、シルバ
ーピア（単身者向・二人世帯向）③事
業再建者向定期使用住宅】
　いずれも都内に３年以上居住等の
要件有り／詳細は募集案内を参照配
布期間８月１日～９日配布場所市庁舎
１階総合案内所、各市民センター、各
駅前連絡所等／同公社ホームページ
で配布期間中に限りダウンロードも
可／締切等詳細は８月１日以降にお
問い合わせ下さい問同公社都営住宅
募集センター①②☎０５７０・０１０・
８１０③☎０３・３４９８・８８９４（いずれ
も土・日曜日、祝日は除く）
●町田国際交流センター～外国人お
もてなし語学ボランティア育成講座　
　困っている外国人を見かけた際に
積極的に声をかけ、手助けをするボ
ランティアの育成講座です。併せて
町田市の観光スポットを紹介する
「町田おもてなし観光講座」も受講し
ていただきます。なお、講座を修了し
た方は、「東京都外国人おもてなし語
学ボランティア」として登録されま
す対市内在住、在勤・在学で１５歳以
上である（中学生除く）、実用英語技

能検定２級以上、ＴＯＥＩＣ５００点以上
に相当する語学力である、または英
語による簡単な日常会話ができる、
本講座を受講したことのない方日９
月２日正午～午後５時場町田市民ホ
ール申往復ハガキに住所・氏名（ふり
がな）・電話番号・年齢・性別・職業・Ｅ
メールアドレス、返信用にも住所・氏
名を明記し、７月２８日まで（消印有
効）に、同センター「おもてなし講座」
係（〒１９４－００１３、　原町田４－９－
８、町田市民フォーラム４階）へ問同
センター☎７２２・４２６０
●東京都福祉保健局～子育て応援と
うきょうパスポートをご活用下さい
　東京都では、中学生以下のお子さ
んがいる世帯や妊娠中の方に、企業
や店舗が商品の割引や粉ミルクのお
湯の提供等、さまざまなサービスを
提供しています。協賛ステッカーが
貼ってある、都内の飲食店やスーパ
ー等で使用できます（利用の際、パス
ポートや年齢確認書類等の提示を求
められる場合も有り）／同パスポー
トは、子ども総務課（市庁舎２階）等
で配布（子育て応援とうきょうパス
ポートホームページでスマートフォ
ン用パスポートの入手も可）。詳細
は、同パスポートホームページを参
照／子育て世帯に優しいサービスを
提供していただける企業・店舗等も
随時募集しています。同パスポート
ホームページでご登録下さい問東京
都福祉保健局少子社会対策部計画課
子育て応援事業担当☎０３・５３２０・
４１１５

新規参加者募集！
障がい児スポーツ教室
　運動を楽しむための教室です。
対障がいのある小学生～１８歳の方
日土曜日午後、年間３６回程度
場サン町田旭体育館、またはすみれ
会館温水プール

【説明会を行います】
　教室の雰囲気を理解していただく
ため、現地で見学説明会を行います。
説明会で、参加申込書を配布します。
日９月２日㈯、９日㈯

場市立総合体育館メインアリーナ
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
キヤノンイーグルス

フ ァ ン 感 謝 デ ー！
　ラグビー日本代表選手も登場予定
です！世界トップレベルのラガーマ
ンの迫力を間近で体感しよう！
日８月５日㈯午後３時から
場キヤノンスポーツパーク（小野路
町）
内選手との交流イベント、グッズ抽
選会、トレーニングマッチ等
※駐車場はありません。小田急多摩
センター駅から無料シャトルバスが
運行される予定です。

定若干名（抽選）
申８月２５日までに電話で障がい福祉
課へ。
問障がい福祉課☎７２４・２１４７
ＡＳＶペスカドーラ町田

練 習 見 学 会
　昨シーズン、Ｆリーグで準優勝し
たＡＳＶペスカドーラ町田が公開練
習を行います。戦術やスキルアップ
の方法など、迫力あるプロチームの
練習を２階席から見学できます。今
シーズンは、Ｆリーグと全日本フッ
トサル選手権大会の２冠を目指しま
す。
日８月１８日㈮午前９時３０分～正午

※詳細はキヤノンイーグルス公式ホ
ームページをご覧下さい。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
ラグビーワールドカップ２０１９開催
に向けた

連 続 シ ン ポ ジ ウ ム
　今回は「東京２０２０オリンピック・
パラリンピックとラグビーワールド
カップ（ＲＷＣ）２０１９の開催を、いか
に地域の盛り上げに活用できるか」
をテーマに開催します。
日８月２７日㈰午後６時３０分から
場和光大学ポプリホール鶴川
内講演①東京２０２０オリンピック・
パラリンピックとＲＷＣ２０１９を地
域でどう生かすか②サンウルブズが
ＲＷＣ２０１９に向けて果たす役割
講①（株）三菱総合研究所・仲伏達也
氏②（一社）ジャパンエスアール代表
理事ＣＥＯ・渡瀬裕司氏
定２００人（申し込み順）
申７月２１日正午～８月２１日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード１７
０７２１Ｃ）へ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

催し・講座催し・講座

堺図書館（堺市民センター内） 
休 館 の お 知 ら せ
　９月１日～２０１８年３月３１日（予
定）は、堺市民センター設備更新工
事のため休館します。
　休館中の移動図書館の運行や予
約本の受け取り等については、決
まり次第町田市立図書館ホームペ
ージ等でお知らせします。
問堺図書館☎７７４・２１３１

まちだ市民大学ＨＡＴＳで生涯学習を始めませんか
2017年度後期講座 受講生募集

　９・１０月から始まる市民大学講座の受講者を募集します。各講座の詳細は、募集案内（各市民センター、各市立図書
館等で配布、町田市ホームページでダウンロードも可）をご覧下さい。
※市内在住、在勤、在学の方を優先のうえ抽選です。
申７月１９日正午～８月２７日にイベントダイヤル（☎７２４･５６５６コード①１７０７１９G②１７０７１９Ａ③１７０７１９Ｈ④
１７０７１９Ｆ⑤１７０７１９Ｂ⑥１７０７１９Ｃ⑦１７０７１９Ｄ⑧１７０７１９Ｅ）へ。

市HP まちだ市民大学ＨＡＴＳ 検索

要件を満たす方に「ジェネリック（後発）医薬品に関するお知らせ」を7月31日にお送りします。■問保険年金課　724・2130☎☎

講座名 日時／定員／費用 会場／備考

①町田の歴史Ⅱ～明治から現代まで 9月12日～12月12日の火曜日、午後6時15分～8時
30分、全12回／50人／3000円

原則として生涯学習セ
ンター

※⑤、⑧を除き、日時が
不規則な回がありま
す。申し込み時に確認
して下さい。

②“こころ”と“からだ”の健康学～元気に生きるための
知識と実践

9月13日～12月6日の水曜日、午前10時～正午、全7
回／50人／2000円

③人間科学講座～テクノロジーで変わる生活　いの
ちの行方

9月13日～12月13日の水曜日、午後7時～9時、全11
回／50人／3000円

④環境講座～わたしたちのまちの環境探検 9月17日～12月2日の土曜日、午前10時～正午、全9
回／40人／2000円

⑤くらしに活きる法律～考えてみましょう、新しい法
律問題を

9月21日～12月7日の木曜日、午後7時～9時、全9回
／50人／3000円

⑥まちだの福祉～くらしを支える　ひと・まち・ここ
ろ

10月10日～12月5日の火曜日、午後2時～4時、全7回
／30人／1000円

⑦陶芸入門講座～野焼きでつくる縄文土器から基本
の陶器まで

9月14日～12月7日の木曜日、午後1時30分～4時、全
9回／24人（初受講者優先）／1万5000円 陶芸スタジオ

（下小山田町）⑧陶芸　電動ロクロ体験講座～地球にやさしいやき
もののリサイクル

10月7日～12月16日の土曜日、午後1時30分～4時、
全5回／14人（初受講者優先）／9000円

問生涯学習センター☎７２８・００７１


