
52016．12．1電話（☎042・724・5656）やインターネットのイベント申込システム（ イベシスで検索）
で申し込みができます。コード＝インターネット申し込みができます。イベント申込システム 町田市イベントダイヤル

催し・講座催し・講座
大地沢青少年センター
青 空 ア ト リ エ

　電動糸のこや、のこぎりなどを使
い、木やまゆ等で椅子やクラフトを
作ります。
　今回の特別プログラムは、お正月
をイメージした「ミニ門松（２００円）」
を予定しています。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日１２月１１日㈰午前１０時～午後３時
※毎月第２日曜日に開催（開催時間
内であれば、何時からでも参加可）
場同センター研修棟（雨天実施）
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）
問同センター☎７８２・３８００
文学館でたのしむ
おとなのためのおはなし会

　保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日１２月１５日㈭午前１０時３０分～１１
時３０分
場町田市民文学館大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「嶋岡晨」
／おはなし＝「明かりをくれ！」（ス
ペインの昔話）、「マローンおばさん」

（エリナー・ファージョン作）、「手ぶ
くろを買いに」（新美南吉作）
語り手まちだ語り手の会
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は、１２月１日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。
町田新産業創造センター
創業・起業を支援します！

【創業・起業に関するなんでも相談
会】
　経験豊富な専門家があなたの起業
をサポートします。
日１２月１０日㈯、１４日㈬、２４日㈯、い
ずれも午後１時～５時
※相談時間は１人１時間です（要予約）。
定各４人（申し込み順）
【創業・起業に関するマメ知識講座】
　基礎知識習得を目的としたセミナ
ーです。
日①１２月１５日㈭午前１０時３０分～正
午②１２月１５日㈭午後１時３０分～３時
③１２月２０日㈫午後１時３０分～３時④
１２月２０日㈫午後３時３０分～５時
内①人材育成～自己実現の目標は、
仕事の発展とともにある②販路開拓
～顧客満足の実現で客が客を連れて
くる③経営～弱者の戦法はある！④
財務～歴史に観る金の上手なまわし

方
講①②（有）プレジデントコミッティ
代表取締役・宮本愼氏③④（株）販売
開発研究所代表取締役・名倉康裕氏
定各３０人（申し込み順）

◇
場同センター
申電話で同センターへ（同センター
ホームページで申し込みも可）。
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業観光課☎７２４・３２９６

若者と企業の交流会
　多摩地域の中小企業の魅力発見
や、企業経営者や人事担当者との交
流を深めることができます（参加企
業は、多摩地域に本社・事業所がある
企業４社程度を予定）。
※東京しごとセンター多摩と共催で
す。
対２９歳以下の求職者（学生含む）
日１２月１４日㈬、魅力発見セミナー
＝午後０時３０分～１時３０分、企業交
流会＝午後１時３０分～４時３０分
場町田市文化交流センター
定各５０人（申し込み順）
申直接または電話で東京しごとセン
ター多摩へ（同センター多摩ホーム
ページで申し込みも可）。
問同センター多摩☎０４２・３２９・４５１０、
町田市産業観光課☎７２４・２１２９
鶴見川源流から河口を極める
ガ イ ド ウ ォ ー ク

【７回シリーズ】
　源流から河口へ４２．５㎞の流域を

「まちだ観光案内人」のガイドで踏破
するツアーです。
日①第１回＝１２月１６日㈮午前９時～
午後３時３０分ごろ、集合は小田急多
摩線唐木田駅改札前、解散は図師大
橋バス停②第２回＝１月２０日㈮午前
９時３０分～午後３時３０分ごろ、集合
は図師大橋バス停、解散は小田急線
鶴川駅前③第３回＝２月１７日㈮午前
９時～午後３時３０分ごろ、集合は和
光大学ポプリホール鶴川玄関前、解
散は東急田園都市線市が尾駅前（い
ずれも小雨実施）
※第４回以降は毎月第３金曜日に実
施します。
コース①唐木田給水所～鶴見川源流
～小山田川～小山田緑地～大泉寺～
小山田神社（約７㎞）②鎌田坂～鎧

よろい

堰
ぜき

～鎌倉古道～ぼたん園～自由民権資
料館～岡上（約６㎞）③岡上神社～真
光寺川～妙福寺～恩廻公園調節池～
大山街道（約８㎞）
※コースの詳細は、町田市観光コン
ベンション協会ホームページをご覧
下さい。
定各３０人（申し込み順）

費各１２００円（ガイド料、保険料、資
料代等含む）
申希望日・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、①１２月１４日まで②１月１８日ま
で③２月１５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）。
※実施日ごとにお申し込み下さい。
問町田ツーリストギャラリー☎８５０・
９３１１（受付時間＝午前１０時～午後７
時）、町田市産業観光課☎７２４・２１２８

小野路宿里山交流館
【①年忘れ小野路宿寄席】
　落語協会真打・林家錦平氏の落語
や櫻川櫻お伴氏の江戸芸かっぽれな
どを行います。
日１２月２日㈮午後１時３０分開演（受
け付けは午後１時から）
定４０人（先着順）
【②うどん作り教室】
　小野路の郷土料理「小野路うどん」
を作ります。
日１２月１４日㈬午前１０時３０分～正午
定８人（申し込み順）
費１０００円（材料費）
【③年末大野菜市】
　新鮮な地元産野菜を販売します。
日１２月２３日㈷午前１０時～午後３時

◇
場同館
申①③直接会場へ②１２月１日正午か
らイベントダイヤル（☎７２４・５６５６
コード１６１２０１Ｂ）へ。

問同館☎８６０・４８３５、町田市産業観
光課☎７２４・２１２８
もっと知って！

町田市障がい福祉フェア
【ハッピーかわせみ感謝祭】
　市内の障がい者施設で作られた授
産製品（パン、クッキー、雑貨品等）の
販売や、障がい福祉に関するパネル
展示を実施します。
※直接会場へおいで下さい。
日１２月１２日㈪～１６日㈮、午前８時
３０分～午後５時
※販売時間は午前１０時～午後３時
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
問障がい福祉課☎７２４・２１４７
生涯学習センター～鶴川地区協議会
３水スマイルラウンジ
鶴 川 の 歴 史 講 座

【小野路の生糸製造販売組合・碓
う
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について】
　大正３年、小野路に本格的な製糸
所である碓氷社甲寅組が創立されま
した。養蚕農家の生活の安定や雇用
の創出など、地域経済の活性化に貢
献した甲寅組の活動の一端を紹介し
ます。
対市内在住、在勤、在学の方
日１２月２１日㈬、午前１０時～１１時、
午後１時～２時（いずれも同一内容）
場和光大学ポプリホール鶴川
定各１５人（申し込み順）
申１２月１日午前９時から電話で同セ
ンターへ。
問同センター☎７２８・００７１

お店や会社の広告を載せてみませんか

ま ち だ ガ イ ド 広 告 募 集
　転入者や希望者に配布する「ま
ちだガイド（市内全図）」に掲載す
る、市民生活に関連の深い会社や
お店の広告を募集します。
対市内または近隣市に事業所等を
有する事業主の方
※業種や掲載できる広告に制限が
あります。
発行部数２万５０００部（年１回発行、
４月から配布）

費１枠４万円
募集枠数４枠（１枠＝縦３．８㎝×横
９㎝）
※最大２枠まで申し込めます。
募集期間１２月２８日㈬まで
※詳細は町田市ホームページでご
覧いただけます。また、希望者には
募集案内をお送りします。
市ＨＰ まちだガイド　 検索
問広報課☎７２４・２１０１

　１２月２４日㈯～３０日㈮は、清掃工場に持ち込む粗大ごみの受付場所が
変わります（２５日は休み）。期間中は、「粗大ごみ処理依頼書」に記入のう
え、受付場所（下図参照）へおいで下さい。
※粗大ごみ処理依頼書は、町田リサイクル文化センター、市庁舎１階総合
案内、各市民センター等で配布しています（町田市ホームページでダウン
ロードも可）。市ＨＰ 年末　粗大ごみ　 検索
○受付時間　午前８時３０分～１１時３０分、午後１時～４時
○受付場所　町田リサイクル文化センター清掃工場隣
○持ち込めるごみ　粗大ごみ（４０ℓの指定収集袋に入らないごみや単体
で重さ１０㎏、長さ１４０㎝、直径１５㎝を超えるごみ）
※指定収集袋に入るごみ及び
資源ごみ・有害ごみは持ち込
めません。
※市外からの粗大ごみの持ち
込みを防ぐため、受け付け時
に運転免許証等による住所確
認及び、町田市から排出され
た粗大ごみかどうかを確認さ
せていただきます。
問資源循環課☎７９７・２７３２

　年内に粗大ごみの戸別収集を希望する方は、１２月１７日㈯までに専
用ダイヤルへお申し込み下さい。
※収集申込のほか、収集料金の確認、申し込みの取り消し・追加、収集に
関するお問い合わせも受け付けています。

○受付日時　月～土曜日の午前８時３０分～午後５時（祝休日・年末年始
を除く）
※粗大ごみ処理券は払い戻しできませんので、必ず収集の申し込みが
完了してから購入して下さい。
※粗大ごみの収集申込は専用ダイヤルのみで受け付けています。３Ｒ推
進課では受け付けできません。
問３Ｒ推進課☎７９７・７１１１

清掃工場 年末は粗大ごみ受付場所が変わります

粗大ごみの収集申込は専用ダイヤルへ

至  日大三高

至  桜美林学園・町田街道
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（一財）まちだエコライフ推進公社

☎７９７・１６５１
粗大ごみ収集
専用ダイヤル


