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日２月４日㈯、５日㈰　　場町田市民フォーラム　　問男女平等推進センター☎７２３・２９０８等で配布）をご覧下さい。

催し・講座催し・講座
多 摩 郷 土 誌 フ ェ ア
　直接会場へおいで下さい。
日１月２１日㈯午前１０時～午後５時、
１月２２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
階健康サロン（立川市曙町、駐車場無
し）
問生涯学習総務課☎７２４・２５５４
町田市民文学館

紙 芝 居・ 大 人 の 時 間
【ふわふわ座結成１０周年記念～連続
公演】
　大人のための紙芝居です。記念連
続公演の第１回テーマは「人間と動
物のふれあい物語」です。
※保育希望者以外は、直接会場へお
いで下さい。
日２月３日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室　
内「つるのおんがえし」（文／岡上鈴
江、画／輪島みなみ）、「マアをかえし
てください」（脚本／わしおとしこ、
画／おぼまこと）　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）は電話で同館（☎
７３９・３４２０）へ。

町 田 市 農 業 祭 表 彰 状 
授 与 式 及 び 講 演 会
　町田市農業祭農産物品評会及び営
農技術競技会において優秀賞を受賞
された方の表彰状授与式と、埼玉県
農業技術研究センター・古谷益朗氏
による講演会「農作物に対する有害
鳥獣対策について」を行います。
対市内在住、在勤の方
日２月６日㈪、授与式＝午後１時３０分
～２時３０分、講演会＝午後２時３０分
～４時
場町田市民フォーラム
定５０人（申し込み順）

申１月１８日正午～３１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０１１８
A）へ。
問農業振興課☎７２４・２１６６

町田国際交流センター
【町田国際交流センターの
活動を紹介するオリエンテ
ーションに参加してみませ
んか？】
　直接会場へおいで下さい。
対高校生以上の方
日１月２９日㈰午後２時～４時
場同センター

【異文化理解のための外国語サーク
ル】
　英語・中国語等、言語ごとのサーク
ルです。
※詳細は同センターホームページを
ご覧下さい。
対成人の方
日４月～２０１８年２月（８月を除く）、
月２回、全２０回
場同センター　他
定各３６人（２０人のサークルも有り）
※新規応募者優先のうえ、抽選です。
費６０００円／年
※受講決定後、同センターの会員登

録（２５００円／年）が必要です。
申往復ハガキ（１サ－クル１枚）で２月
２８日まで（消印有効）に同センターへ。

◇
※申し込み、内容に関することは同
センター（☎７２２・４２６０）へ。
問文化振興課☎７２４・２１８４
外国人おもてなし語学ボランティア

育 成 講 座
　２０２０年の東京オリンピック・パ
ラリンピックに向けて、日本を訪れ
る外国人の手助けをしていただくボ
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た
めの「町田おもてなし観光講座」を受
講していただきます。
対次のすべてにあてはまる方　①市
内在住、在勤、在学の１５歳以上であ
る（中学生を除く）②実用英語技能検
定２級以上・ＴＯＥＩＣ５００点以上に相
当する語学力がある、または英語に
よる簡単な日常会話ができる③本ボ
ランティアの趣旨を理解し、積極的
に活動する意欲がある④本講座を受
講したことがない
※本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。
日３月４日㈯正午～午後５時
場町田市民ホール
定６０人（抽選）
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
アドレスを明記し、１月２５日まで（必
着）に、町田国際交流センター「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。
※申し込み、内容に関することは同
センター（☎７２２・４２６０）へ。
問文化振興課☎７２４・２１８４

栄 養 教 室
【コレステロールと上手に付き合お
う～油と脂のかしこい使い方】
対市内在住の６４歳以下の方
日２月７日㈫午前９時３０分～午後０時
４５分
場健康福祉会館
内調理実習、栄養士の話、会食
定２４人（申し込み順）
費５００円（食材料費）
申１月１７日正午～３０日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０１１７
Ｄ）へ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

２月の母子健康案内　お気軽にご相談下さい
事業名 対　象 会　場 開催日 時　間 内　容／その他 問い合わせ

プレママ・パパクラス
（Ａコース＝母親学級、
Ｂコース＝両親学級）
２コース制（申し込み制）
申イベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）へ

１６～３５週の妊
婦とその夫 健康福祉会館

Ａコース
３日㈮

午後１時３０分
～４時

妊娠中の過ごし方、歯
の衛生、栄養と食生活

保健予防課
地域保健係
☎７２５･５１２７

１０日㈮
分娩経過とリラック
ス法、産後のライフス
タイル

Ｂコース １８日㈯ 午前１０時～
正午

もく浴実習、妊婦体
験、新生児の保育体験

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 １３日、２７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

子どもセンタ
ーばあん １０日㈮
忠生保健セン
ター １５日㈬
鶴川保健セン
ター ２２日㈬

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）へ（町田市ホ
ームページで申し込みも可）

１６～３５週の妊
婦 健康福祉会館 ２３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・幼児食講習会

（申し込み制）
申イベントダイヤル

（☎７２４･５６５６）へ（町田市ホ
ームページで申し込みも可）

４～５か月児の
保護者

健康福祉会館

初期 ８日㈬、
２０日㈪

午前１０時５分
～１１時４５分

離乳食の話と試食（各
日とも同一内容）

８～９か月児の
保護者 後期 １４日㈫ 午前１０時５分

～１１時４０分
離乳食後期の話と試
食、歯の話

１歳６か月～２歳
０か月児の親子 １７日㈮ 午前９時５５分

～１１時４５分
親子遊び、幼児食の話
と試食

農業体験農園 野津田ファーマーズ農園 町田市農業研修 援農ボランティア育成研修

概　要
　農家の指導のもと、区画割りした畑で種ま
き～収穫まで、１年間で約２０種類の野菜作り
をします。農具・種・苗等の準備不要で、初心者
でもプロ並みの野菜が作れます。

　｢七国山ファーマーズセンター｣が
併設されている区画貸し農園です。管
理人へ栽培方法などを相談できるた
め、初心者でも安心して家庭菜園を楽
しめます。

　市が開設した研修農場で、約８０㎡の
区画を管理しながら一般的な栽培技
術を学びます。農家を支援する援農者
や新たに農業経営を目指す方向けで、
仕事を続けながらの受講も可能です。

　土に親しみながら野菜作りのノウハウを
学び、「農」への理解を深めて農家を支援す
る援農者を育てることを目的とした研修で
す。スタッフの指導のもと、共同圃

ほ

場で農作
業を行いながら、農業技術を学びます。

対　象 自家用車を使わず農園に来られる方
市内在住の、年間を通じて熱心に耕作
できる、自家用車を使わず農園に来ら
れる方

市内に住民登録のある方 未経験者の参加も可

利用期間 ４月～２０１８年３月（更新可） ４月～２０２０年２月 ４月～２０１９年２月 ４月～２０１８年１月

場所・定員

サンフィール・楽園（小山町１１６７－１）
ななくに農園（野津田町２１６０）
本町田・河原農園（本町田２１３４）
森野ファーム・渋谷（森野４－２３３）
千都の杜・クレインファーム（能ヶ谷６－３０００
－１８）
つくし野ファーム（つくし野３－２０）
※駐車場はありません。
※いずれも抽選です。
※詳細は町田市ホームページをご覧下さい。

野津田ファーマーズ農園（野津田町
２１７６－１）
募集区画＝７１区画（抽選）
※駐車場はありません。

町田市農業研修農場（小野路町２７８番
外）
募集定員＝１３人（選考）
※駐車場があります。
※研修は、毎週土曜日午前９時～１１時
３０分です（午後に至る作業日も有り）。
※詳細は、募集案内（農業振興課〔市庁
舎９階〕、各市民センター、各駅前連絡
所で配布、町田市ホームページでダウ
ンロードも可）をご覧下さい。

町田ぼたん園、七国山ファーマーズセンタ
ーそばの七国山農業研修農園（野津田町）
募集定員＝１５人程度（申し込み順）
※研修は毎週土曜日の午前９時からの午前
中です。
※詳細は、（特）たがやすホームページをご
覧下さい。

費　用 ４万２０００円／年（約３０㎡区画）
（農具・種・苗などは農園主が用意）

２万２０００円／年（３０㎡区画）
（農具・種・苗・資材などは利用者負担）

４万円／年（講師料、傷害保険料、各自
栽培する野菜の苗や種子代、肥料・農
薬・農業用資材等）

３万円（講師料、傷害保険料、栽培する野菜の
苗や種子代、肥料・農薬・農業用資材等）

申し込み
往復ハガキに住所・氏名・電話番号・年齢・希望
農園名、返信用にも宛先を明記し、２月１日まで
（消印有効）にＪＡ町田市経済センター農業体験
募集係（〒１９４－００３５、忠生３－７－２）へ

往復ハガキに住所・氏名・電話番号、返
信用にも宛先を明記し、２月２８日まで
（消印有効）にＪＡ町田市経済センター
野津田ファーマーズ農園係（〒１９４－
００３５、忠生３－７－２）へ

応募用紙（募集案内に添付、町田市ホ
ームページでダウンロードも可）に必
要事項を記入し、２月１０日まで（消印
有効）に農業振興課へ

「援農ボランティア育成研修生申し込み」と
書き、住所・氏名・電話番号（ＦＡＸ番号・Ｅメー
ルアドレスがあれば併せて）を明記し、３月
３１日までにＦＡＸで（特）たがやす（返７９４・
９００２）へ

問い合わせ ＪＡ町田市経済センター営農支援課☎７９２・６１１１ 農業振興課☎７２４・２１６６ （特）たがやす☎０９０・３４３５・８６１１

町田の農業にふれたい ! 参加したい ! ４月からの利用者、受講者を募集します。


