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消費生活センター
くらしに役立つ料理教室

【手作りウインナーを作ってみよう】
　食品添加物について学び、野菜の
硝酸イオンの問題も考えながら、手
作りウインナーがメインのランチを
作ります。
対市内在住、在勤、在学の方
日５月２２日㈬午前１０時３０分～午後
１時
場町田市民フォーラム
講コンシューマー技術教育研究会代
表・福岡ひとみ氏
定２４人（申し込み順）
費３５０円（材料費）
申４月１６日正午～５月１５日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０４１６Ｄへ。保育
希望者（１歳以上の未就学児、申し込
み順に６人）は併せて申し込みを。
問消費生活センター☎７２５・８８０５

暮らしのセミナー
人 生 １ ０ ０ 年 時 代 を 
生 き る た め の 知 恵

【①親と子で考える高齢者の新しい
住まいのあり方～地域コミュニティ
の中で暮らす事例に学ぶ高齢期のく
らし方いろいろ】
日５月１６日㈭午前１０時～正午
講（一社）コミュニティネットワーク
協会高齢者住宅情報センター東京セ
ンター長・久須美則子氏

【②どうする？老後のお金と相続対
策～必要資金は？二人の生活から一
人の生活への対策は？ｅｔｃ．】
日５月２３日㈭午前１０時～正午
講（特）多摩ファイナンシャルプラン
ニング研究会町田支部ファイナンシ
ャルプランナー・小松久男氏

【③親と子で取り組む！モノと心の
生前整理～自宅と実家の片づけ術】
日５月３０日㈭午前１０時～正午

講（一社）実家片づけ整理協会代表理
事・渡部亜矢氏

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
定各４０人（申し込み順）
申１次受付＝４月１５日正午～午後７
時にイベシス（＝インターネット）コ
ード①１９０４１６Ｃ②１９０４１６Ｅ③
１９０４１６Ｂへ／２次受付＝４月１６日
正午から①５月９日まで②５月１６日
まで③５月２３日までに、イベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスへ。
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に各６人）は４月１５日正
午から併せて申し込みを。
問消費生活センター☎７２５・８８０５
ワークショップで学ぶ

言 葉 と 身 体 の 
コミュニケーション術
対全回参加できる方
日５月１１日、６月１日、２２日、いずれ
も土曜日午後２時～４時、全３回
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は５月８日㈬午後
２時からの保育面談にもご参加下さ
い。
場町田市民文学館
内参加体験型のコミュニケーション
講座
講青山学院大学客員准教授・内山厳
氏
定１５人（申し込み順）

申４月１６日正午から電話で同館（☎
７３９・３４２０）へ。
生涯学習センター・町田国際交流セ
ンター共催

外国のダンスとお話と
日５月１９日㈰午後１時３０分～４時
場生涯学習センター
内第１部＝ペルーの民族舞踊、イン
ドの太鼓の演奏、第２部＝外国の方
の日本での子育て体験談を聞いて誰
もが住みやすいまちづくりについて
考える
定１５８人（申し込み順）
申電話で生涯学習センター（☎７２８
・００７１）へ。
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
　家庭で不要になったものをリユー
ス（繰り返し使う）するフリーマーケ
ットの出店者を募集します。
日５月１２日㈰午前９時～午後２時
場町田リサイクル文化センター隣接
地
定４０台（申し込み順）
費２０００円
申４月１５日～２７日に直接または電
話で（一財）まちだエコライフ推進公
社（木曽東２－１－１、☎７９７・９６１７）
へ。
※詳細は同公社へお問い合わせ下さ
い。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

緑のカーテンで快適に夏を過ごしませんか

ゴーヤの苗を配布します
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

　市では、節電意識の啓発を目的に、
快適に夏を過ごせるよう、ゴーヤな
どのつる性植物を窓辺に伝わせた緑
のカーテンの普及を進めています。
　いずれも事前申込制です。

【①市民向け苗の無料配布】
日５月１２日㈰、午前９時～正午、午後
１時～４時
場市庁舎正面玄関前
※市庁舎立体駐車場は有料です。
配布数４０００苗（１世帯４苗まで、申し
込み順）

【②団体向け苗の無料配布】
対市内の町内会・自治会、社会福祉法
人等の施設、有志の団体
日５月１３日㈪午前９時３０分～午後３
時
場下小山田苗

びょう

圃
ほ

（下小山田町、駐車
場有り）
配布数３０００苗（町内会・自治会＝
３００苗〔１００世帯分〕まで、施設・団体
＝３０苗まで、いずれも申し込み順）

【③緑のカーテン普及の協力商店会
向け苗の無料配布】
対イベントやお祭りで、ゴーヤの苗
を配布し、緑のカーテン普及に協力

いただける市内商店会
日Ａ＝５月１２日㈰、午前９時～正午、
午後１時～４時、Ｂ＝５月１３日㈪午前
９時３０分～午後３時
場Ａ＝市庁舎正面玄関前、Ｂ＝下小山
田苗圃
配布数２４００苗（１団体６００苗まで、
申し込み順）
※Ａ・Ｂいずれかでの配布です。詳細
は、申込者宛てに連絡します。

【④緑のカーテン作り方講習会】
　初めての方でも安心して取り組め
るよう、下小山田苗圃スタッフが分
かりやすくお伝えします。
日５月８日㈬、午前１０時～１１時、午後
１時３０分～２時３０分（各回とも同一
内容）
場下小山田苗圃
定各３０人（申し込み順）

◇
申４月１６日正午～５月６日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０４１６Ａへ。
※今年度は、往復ハガキでの申し込
みは受け付けません。

●町田市シルバー人材センター～初
心者向けパソコン講習会
日５月７日～９日、午前９時～正午、５
月１４日～１６日、午後１時～４時（各期
間ともに同一内容）場わくわくプラ
ザ町田費１コース５０００円申ハガキ
に講座名・受講日・住所・氏名・電話番
号を明記し、町田市シルバー人材セ
ンター（〒１９４－００２２、森野１－１－
１５、☎７２３・２１４７）へ
●東京都水道局～受付窓口のお知ら
せ
　水道使用の開始・中止は東京都水
道局多摩お客さまセンターへご連絡
下さい（東京都水道局ホームページ

で申し込みも可）問同センター☎
０５７０・０９１・１００（ナビダイヤル）、
または☎０４２・５４８・５１００（受付時
間＝日曜日・祝休日を除く午前８時
３０分～午後８時）
●東京法務局町田出張所～登記事項
証明書の請求は「かんたん証明書請
求」をご利用下さい
　オンラインで手続きすると、手数
料が安くて便利です。土地・建物、会
社・法人の登記事項証明書の請求に
は、自宅や勤務先のパソコンでイン
ターネットを利用して請求できる
「かんたん証明書請求」をご利用下さ
い（証明書は郵送のほか、最寄りの登
記所で受け取りも可）／詳細は東京
法務局ホームページを参照問同局町
田出張所☎７２２・２４１４

情報コーナー

●町田市民文学館☎７３９・３４２０
【ちちんぷいぷい】
対市内在住の０・１歳児とその保護者
日毎月第１～３火曜日（８月を除く）、
午前１０時１０分～１１時４０分（受付時
間＝午前９時５０分～１０時１０分、受
付時間を過ぎた場合は入室不可）場
同館３階保育室内絵本、わらべうた
遊び、親子交流
●子どもセンターぱお☎７７５・
５２５８
【ばーすでぃ１０】
日４月２１日㈰午前１０時～午後３時
（模擬店の販売は午前１１時から）内
子ども委員会によるゲーム・工作コ
ーナー、ステージ発表、模擬店（有料）
等
●子どもセンターまあち☎７９４・
７３６０

費５０００円（宿泊費、３食分の食事代、
体験料等）申ハガキに住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号・性別・学年を明記
し、４月２３日まで（必着）に大地沢青
少年センター（〒１９４－０２１１、相原
町５３０７－２）へ（ハガキごとに抽選、
グループ単位で申し込みも可）
●下水道総務課☎７２４・４２８７、（特）
鶴見川源流ネットワーク事務局☎
７９８・２６９３
【鶴見川流域水マスタープラン関連イ
ベント～鶴見川源流こども交流会】
○交流プログラム
　鶴見川源流の水辺に流域の市民・
企業・行政が集い、治水や自然の展
示、水族館イベントを通して、子ども
たちと流域交流を深めます／直接会
場へおいで下さい日５月１２日㈰午前
１１時３０分～午後２時３０分（雨天実

【開館３周年イベント～まあち３
スリー

バー
スデー】
　中学・高校生を中心に、子ども委員
会が企画し、地域の協力で実施する
イベントです日４月２８日㈰午前１０
時～午後３時（当日はイベント時間
のみ開館）内ゲーム・工作・遊びのコ
ーナー、ステージ発表、模擬店（有料）
等
●大地沢青少年センター☎７８２・
３８００
【川上村子ども自然体験塾（林業編）】
対市内在住、在学の小学４～６年生日
５月１８日㈯午前８時２０分～１９日㈰
午後４時３０分、１泊２日、集合・解散は
同センター宿泊先町田市自然休暇村
（長野県南佐久郡川上村）内のこぎり
を使った林業体験、しいたけのコマ
打ち体験、星空観察等定３０人（抽選）

施）場小山田小学校体育館
○こども活動プログラム
　小山田小学校近くの杉谷戸調整池
で、子どもたちと水辺の生きもの調
査プログラムを実施します対小学４
年生以上の方（小学生は保護者の同
伴が必要）日５月１２日㈰午前９時～
１１時、集合は上小山田みつやせせら
ぎ公園（雨天中止）定５０人（申し込み
順）申参加者全員の住所・氏名（ふり
がな）・電話番号・年齢・性別を明記
し、５月７日まで（必着）に、ハガキ、Ｆ
ＡＸまたはＥメールで、（特）鶴見川源
流ネットワーク事務局（〒１９４－
０２０４、小山田桜台２－４－１４－
１０５、返８６０・０８３０遍ｇｅｎｒｙｕｓａｉ-
２０１９＠ｏｆｆｉｃｅ．ｅｍａｉｌ．ｎｅ．ｊｐ）へ（鶴
見川源流ネットワークホームページ
で申し込みも可）

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。


