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多 摩 郷 土 誌 フ ェ ア
　郷土・歴史・文化財・自然等に関す
るさまざまな書籍を展示販売します。
日１月１９日㈯午前１０時～午後５時、
１月２０日㈰午前１０時～午後３時
場立川市女性総合センターアイム１
階ギャラリー（立川市曙町２－３６－２）
※駐車場はありません。
問生涯学習総務課☎７２４・２５５４
町田市民文学館～保育付き紙芝居上
演会

紙 芝 居・ 大 人 の 時 間
　大人のための紙芝居です。
※保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日２月１日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内やさしいライオン（作・絵／やなせ
たかし）、トラのおんがえし（脚本・絵
／渡辺享子）　他（予定）
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は１月１５日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。
冒険遊び場プレーリーダー

養 成 講 座
　プレーリーダーとしての心構えや
技術を習得する講座です。
対全回参加できる１８歳以上の方
日２月２日㈯、３日㈰、午前９時～午後
４時、全２回
場三ツ目山公園（小山町）、小山ヶ丘
小学校
講（一社）まちやま
定２０人（申し込み順）
申住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
生年月日・性別を明示し、１月２５日ま
でに直接、電話またはＥメールで児
童青少年課（市庁舎２階、☎７２４・
４０９７遍ｍｃｉｔｙ３８２０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄ
ａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
ＡＳＶペスカドーラ町田ホームゲー
ムで

マイボトルキャンペーンを実施
　フットサル界最高峰のＦリーグ
（日本フットサルリーグ）第３１節ＡＳ
Ｖペスカドーラ町田対名古屋オーシ
ャンズ戦で、マイボトルキャンペー

ンを実施します。
　マイボトル（水筒）を持参した方に
は、オリジナルステッカーをプレゼ
ントします（マイボトル１本につき１
枚、無くなり次第終了）。無料給水コ
ーナーも設置します。
日１月２７日㈰午後２時～８時（キック
オフ＝午後７時）
場市立総合体育館２階
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
ごみ収集のおじさんたちがまあちに
やってくる！

リ ズ ム に の っ て 
楽 し く 学 ぼ う ３ Ｒ
　市内の幼稚園・保育園の３～５歳児
を対象に行っている「ごみと環境の
出前講座」をお子さんと一緒に体験
しませんか。
対市内在住、在勤の保護者と未就学
児（市内在住、在勤、在学の小学生以
上の方の個人参加も可）
日２月２４日㈰午前１０時３０分～午後
０時３０分
場子どもセンターまあち
内紙芝居や歌（「ごみ収集車のうた」
等）でごみの勉強
定１００組（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１９０１１７Ｆ
へ／２次受付＝１月１７日正午～２月
１８日にイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）またはイベシスへ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
参加者募集

木 こ り 応 援 隊
　北部丘陵の里山環境を整備するた
め、樹林地の下草刈り、竹の伐採及び
伐採した樹木の枝落としをしていた
だける方を募集します。
　作業後は、小野路宿里山交流館で
昼食を取りながら地域農業者と交流
します（飲食代は自己負担）。
対２０歳以上の方
日・内２月１６日㈯、作業＝午前９時３０
分～午後０時３０分、交流会＝午後１
時～２時ごろ、集合は農業研修農場
駐車場（小野路町２８１）
定２０人（申し込み順）
申１月１７日正午～３１日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９０１１７Ｂへ。
問農業振興課☎７２４・２１６４

忠生公園
定 例 自 然 観 察 会

【冬の野鳥観察】
日２月３日㈰午前８時～１０時（雨天中
止）
場同公園
※集合は同公園自然観察センター
（忠生がにやら自然館）です。
内野鳥を双眼鏡等を使って観察する
定１５人（申し込み順）
申１月１６日午前９時から電話で同公
園（☎７９２・１３２６）へ（受付時間＝午
前９時～午後４時３０分）。

町田生きもの共生フォーラム
　市民との協働で行っている生きも
の調査報告から、生きものとの共生

を考えます。
対市内在住、在勤、在学の方
日２月１７日㈰午後１時３０分～３時３０
分
場市庁舎
内講演①「町田市の哺乳類と人との
関係から考える生きものとの共存」、
講演②「町田で見られる野鳥」
講①玉川大学農学部環境農学科助教
・關義和氏②森林インストラクター
・池田倫子氏
定６０人（申し込み順）
申１次受付＝１月１５日正午～２２日午
後７時にイベシスコード１９０１２３Ａ
へ／２次受付＝１月２３日正午～２月
１３日にイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）またはイベシスへ。
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

市庁舎屋上花畑の押し花で

フォトフレームを飾ろう！
問市有財産活用課☎７２４・２１６５

　屋上花畑運営サポーター（学生ボ
ランティア）が教えます。
対市内在住、在勤、在学の方（未就学
児は保護者同伴、見学のみも可）
日２月１０日㈰、午前１０時～１１時３０
分、午後１時３０分～３時
場市庁舎
内屋上花畑の押し花等で飾り付けを
してオリジナルフォトフレームを作る
定各２０人（申し込み順）
費５００円
申１月１８日正午～２月４日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０１１８Ｂへ。

屋上花畑の新規ボランティア募集
　市庁舎４階にある屋上花畑の草花
の植え付けや野菜の種まき・収穫等
の維持管理をするボランティアと、
屋上花畑のＰＲイベントの企画・実施

をする運営サポーターを募集します。
対屋上花畑ボランティア＝市内在
住、在勤、在学の方、屋上花畑運営サ
ポーター＝１５～２５歳の学生（中学
生を除く）
活動期間４月１日～２０２０年３月末
申所定の応募用紙（市有財産活用課
〔市庁舎５階〕で配布、町田市ホーム
ページでダウンロードも可）に記入
し、直接、郵送、ＦＡＸまたはＥメール
で３月８日午後５時まで（必着）に市有
財産活用課へ。

【ボランティア募集説明会を開催】
日２月１０日㈰午前１０時３０分～正午
場市庁舎
※駐車台数に限りがあります。
定４０人（申し込み順）
申１月１８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１９０１１８Ａへ。
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プレママ・パパクラス（申し込み制）
申イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
またはイベシスコードＡコース＝
１８０２２８Ａ、Ｂコース＝１８０２２８Ｂへ

１６～３５週の妊
婦とその夫 健康福祉会館 Ａコース

２月１日、８日㈮
午後１時３０分～４時

妊娠中の過ごし方、歯の
衛生等

保健予防課
地域保健係
☎７２５･５１２７

３月８日、１５日㈮ 分娩経過とリラックス
法等

Ｂコース ２月１６日、３月２３日㈯ 午前１０時～正午 もく浴実習、妊婦体験等

乳幼児・母性相談
※母子健康手帳をお持ちのうえ、
直接会場へおいで下さい。

２か月以上の未
就学児とその保
護者

健康福祉会館 ２月１２日㈫、２５日㈪、３月１１日㈪、２５日㈪
受け付け＝午前９時４５分
～１１時３０分、午後１時３０
分～３時

身長･体重測定、保育相
談、栄養相談、歯科相談、
母親のからだや気持ち
の相談

鶴川保健センター ２月６日㈬、３月４日㈪
子どもセンターばあん ２月８日、３月８日㈮
忠生保健センター ２月１８日、３月１８日㈪
小山市民センター ３月６日㈬

母性保健相談、母乳育児相談
申来所相談と乳房マッサージは要
予約、電話で保健予防課へ

市内在住の方
（里帰り中の方
の参加も可）

健康福祉会館 ２月７日、１４日、２１日、２８日、３月７日、１４
日、２８日㈭

午前１０時～正午、午後１時
～３時

助産師による相談、乳房
マッサージ～電話相談
は随時可、健康福祉会館
（☎７２５・５４１９）へ

プレママクッキング（申し込み制）
申イベントダイヤル（☎７２４･５６５６）
またはイベシスコード１８０３１４Ｐへ

１６～３５週の妊
婦 健康福祉会館 ２月２１日㈭、３月２０日㈬ 午前１０時～午後１時

調理実習、会食、妊娠中
の食生活の話
費５００円（食材費）

保健予防課
保健栄養係
☎７２２・７９９６

離乳食講習会（初期・後期）、
幼児食講習会／申し込み制

申イベントダイヤル（☎７２４･５６５６）
またはイベシスコード初期＝
１８０３１４Ｓ、後期＝１８０３１４Ｋ、幼児食
＝１８０３１４Ｙへ

４～６か月児の
保護者

健康福祉会館 初期 ２月７日㈭、２２日㈮、３月７日㈭ 午前１０時５分～１１時４５分 離乳食の話と試食鶴川保健センター ３月１９日㈫ 午後１時４０分～３時２０分
８～１０か月児の
保護者

健康福祉会館 後期 ２月１８日㈪、３月１３日㈬ 午前１０時５分～１１時４０分 離乳食後期の話と試食、歯の話鶴川保健センター ３月１９日㈫
１歳６か月～２歳
０か月児の親子 健康福祉会館 幼児食 ２月１３日㈬、３月１２日㈫ 午前９時５５分～１１時４５分 親子遊び、幼児食の話と試食

※プレママクッキングを除き、各日とも同一内容です。詳細はまちだ子育てサイトでもご覧いただけます。

お気軽にご相談下さい　2月、3月の母子健康案内

問子育て推進課☎724・4468

町田市メール配信サー
ビス（ほっとメールま
ちだ）で子育て情報を
配信中!

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

　子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」でご案内しています。 町田市子育てひろばカレンダー 検索

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）


