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催し・講座催し・講座
市 民 公 開 講 座

　町田市歯科医師会との共催です。
日２月１８日㈯午後６時３０分～８時３０
分
場健康福祉会館
内認知症サポーター養成講座、講話

「認知症予防における口腔ケアと噛
か

むことの重要性について」
講（社福）七五三会いづみの里保健師
・森光輝氏、町田市歯科医師会会員・
海野博俊医師
定１５０人（申し込み順）
申１月１９日正午～２月１３日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０１１９Ｃ）へ。
問保健総務課☎７２２・６７２８

普 通 救 命 講 習 会
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）
日２月１８日㈯午前９時～正午
場健康福祉会館
内心肺蘇生法、異物除去法、ＡＥＤ操
作法
※救命技能認定証を発行します。
定３５人（申し込み順）

２週間に１度巡回しています。時間、
巡回場所等の詳細は各市立図書館へ
お問い合わせいただくか、町田市立
図書館ホームページをご覧下さい。
※天候状況や車両故障等の事由によ
り運休することがあります。
問さるびあ図書館☎７２２・３７６８、堺
図書館☎７７４・２１３１

費１４００円（テキスト代）
申１月２３日正午～２月８日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０１２３Ｂ）へ。
問町田消防署☎７２２・０１１９、町田市
保健総務課☎７２２・６７２８
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、樹林地の下草刈りや伐採、枝落と
し等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
昼食を食べながら、地域の農業者と
交流します（午後１時～２時くらいを
予定）。
※同館での飲食代は自己負担です。
対２０歳以上の方
日２月１８日㈯午前９時３０分～午後０
時３０分、集合は小野路町２８１番地

「農業研修農場駐車場」
定２０人（申し込み順）
申１月１９日正午～３０日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０１１９
Ｂ）へ。
問北部丘陵整備課☎７２４・２１６４

移動図書館「そよかぜ号」
　「そよかぜ号」は、さるびあ・堺図書
館から合計３台の車で、各巡回場所を

●ひなた村
【①たきびのじかん】
　小学３年生以下のお子さんは保護
者同伴でおいで下さい日２月４日、
１８日、いずれも土曜日午前１０時～
１１時３０分（正午に消火）内たき火を
囲む（焼きたい食材・アルミホイル・
軍手等の持参も可）
【②創作童話コンクール表彰式・作品
発表会】
日２月５日㈰午後１時３０分開演（開場
は３０分前）場ひなた村カリヨンホー
ル講評映画作家・大林宣彦氏、映像作

情報コーナー
●町田市体育協会からのお知らせ
　実施要項、申込用紙は市立総合体
育館とサン町田旭体育館にありま
す。詳細は、イベント主催
者へお問い合わせいただ
くか町田市体育協会ホー
ムページをご覧下さい。
【市民ウォーキング「七サバ詣で」】
対市内在住、在勤、在学の小学生以上
の方日１月２５日午前８時５０分場小田
急江ノ島線・相鉄線大和駅改札前集
合費５００円問町田ウォーキング協会
☎０９０・８７４７・１９５８
【３月市民スキー教室（バッジテスト付】
対市内在住、在勤、在学の小学生以上
の方（小学生は保護者同伴）日３月３
日午後８時３０分～５日午後９時ごろ、
集合は日本生命町田ビル前（小田急
線町田駅徒歩３分）場菅平高原スキ

家・小林はくどう氏
【③科学クラブ「磁石と電磁石のちが
いは？～音の出る＂ブザー＂を作っ
て理解しよう！」】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生（小学３年生は保護者同伴）日２
月１９日㈰午前９時３０分～午後１時内
電流と電磁石の解説、ブザーの工作
講クリエイティブ・インストラクタ
ー　下薗大輔氏定１５人（申し込み
順）費５００円

◇
申①②直接会場へ③１月１５日午前

１０時から電話でひなた村へ問ひな
た村☎７２２・５７３６
●町田市民文学館～２歳児あつまれ！
「冬」をあそぼ！
　直接会場へ対２歳児とその保護者
日１月２６日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分場同館２階大会議室内絵本、紙
芝居、わらべうた遊び等問同館☎
７３９・３４２０
●大地沢青少年センター～親子ピザ
クッキング
対市内在住、在学の小・中学生とその
保護者日２月５日㈰午前１０時～午後

２時／ＪＲ横浜線相原駅西口～同セン
ター間の無料送迎バスを運行定３０
人（申し込み順）費１人５００円申１月
１８日午前９時から電話で同センター
（☎７８２・３８００）へ
●子どもセンターただＯＮ開館３周年
記念イベント～ただＯＮパーティー３
　直接会場へ日１月２２日㈰午前１１
時～午後３時（通常開館は午後５時か
ら）内和太鼓や大道芸等のステージ
発表、遊びコーナー、簡単工作、模擬
店（有料）等／駐車場は利用不可問た
だＯＮ☎７９４・６７２２

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。

市民の広場

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集

　申込用紙・掲載ルールは、広報課（市庁舎４階）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 検索市民の広場

●モーニング吹き矢　心身爽快　快
活人生　日々健康／１月２０日午前９
時３０分～１１時３０分／鶴川市民セン
ター／５００円／町田吹き矢健康会☎
０９０・９３４０・８４０６
●健康麻雀～初心者から経験者まで
ＯＫ／２月１日、８日午前１０時～午後
３時３０分／町田市民ホール／１０００
円／𠮷原☎０９０・５４９０・２４２４／お
気軽においで下さい

●簡単マジック基礎講座～どっきり
マジッククラブ／２月１日㊌午後７時
／町田市民フォーラム４階／５００円
／チャーリー加茂☎０９０・７８３０・
６４５６／３月１日もあります
●長唄・新春おひきぞめ　唄と三味線
の発表会／２月２２日㊌午前１１時～、午
後２時～／町田市民フォーラム３階／
無料／長唄を学ぶ会・岡部☎７３５・
７０８８／伝統音楽をお楽しみ下さい

●地球環境・社会共生を学ぶ会／毎
月第２・４㊌午前１０時～正午／生涯学
習センター他／入会無料・月２０００円
／ピーピョミント☎０８０・４７３６・
７９１７／国籍・学歴・職業他不問
●自主保育サークル　かしのこ／月
２回程度午前１０時３０分～午後１時
３０分／せりがや冒険遊び場／入会
無料・年２００円／笹倉☎０７０・５０８８
・６１６６／親子で外遊び。１月は２５日
●全然話せない人の英会話／月２回
㊌午後２時３０分～３時４５分／高ヶ坂

おいで下さい　特定の期日に行うイベント

ふれあいセンター／入会１０００円・
月２０００円／大島☎７９５・２８２６／要
予約・月３回コースも有
●ＨｅｌｌｏⅡ外国人講師と初級英会話
／毎週㊋午前１０時～１１時３０分／町
田市民文学館他／入会１０００円・月
３０００円／鈴木☎０８０・５５４８・６４９２
／見学歓迎　お電話下さい！
●書道を楽しむ会／毎月第４㊍午後
２時～４時／生涯学習センター／入
会無料・月２０００円／堀口☎７２３・
４３３２／男性のご入会歓迎

●俳句初学教室～初めての方も大歓
迎／毎月第１㊊午後１時３０分～５時
／生涯学習センター他／入会無料・
月１０００円／大嶋治子☎７９２・５２３３
●月蓉会ダンスパーティー／毎週㊊
午後１時～４時／木曽山崎コミュニテ
ィセンター他／入会無料・月２０００円
／松本☎７３５・７４５６／ミキシング、
トライアル有
●社交ダンスサークル／毎週㊋・㊌
午後１時～２時／和光大学ポプリホー
ル鶴川他／入会１０００円・月２０００円
／社交ダンス☎０７０・６４２５・８４１６／
初心者対象　要電話予約
●生涯健康ダンスパーティ／月２回
程度午後１時１５分～４時／健康福祉
会館等／入会無料・１回５００円／庄
司☎７２６・３５６０／１月は２２日、２９日
です
●江戸芸かっぽれさくら会／毎月第
１～３㊋午前１０時～正午／忠生市民
センター他／入会無料・月３０００円
／青柳☎７９３・２４５９／男女年齢は
問いません
●秀扇会・歌謡曲で楽しく踊れる新
舞踊／月１回午後１時～５時／小山市
民 セ ン タ ー 和 室 ／ 入 会 無 料・ 月
２０００円／袴塚☎７７２・８６２６／経験

者、初心者も歓迎です
●ソフトエアロビ～シニア・初心者
歓迎／毎週㊎午前１０時～１１時３０分
／鶴川市民センター他／入会１０００
円・月２５００円／サークルローズ・横
江☎７３６・７１８９／１月２７日無料体
験開催！
●多摩ハイキングクラブ／毎月第１
㊍午後６時３０分～８時／生涯学習セ
ンター／入会無料・月２００円／徳田
☎７２６・６４４２／中高年ハイキング・
登山
●アンサンブル・ジョイ　楽器サー
クル／月２回㊊午後１時～５時／成瀬
コミュニティセンター他／入会１０００
円・月５００円／鈴木☎７９６・５２２６／メ
ロディ　リズム楽器ベース
●小山田桜台囲碁クラブ／毎週㊏ま
たは㊐午後１時～５時／小山田桜台１
－１１集会所／入会無料・月３００円／
三根匡☎７９７・４４７２／初心者や女
性もお気軽に
●町田地図を楽しむ会　今尾先生の
講話／第１・３㊌午前１０時～正午／
生涯学習センター他／入会無料・月
２５００円／すぎやま☎７９６・０６３６／
地図好き大歓迎！　見学可

ー場（長野県上田市）費３万３０００円
（バス・宿泊・講習代、保険料含む）／
リフト券、レンタルスキー代等は別
途問町田市スキー連盟☎０４２・３０７
・５８８７

◇
問町田市体育協会事務局☎７２４・
３４４３
●自衛官採用案内（自衛官候補生）
　入隊時期は３月下旬／詳細は自衛
隊東京地方協力本部ホームページを
参照対１８歳以上２７歳未満の男子

（２０１７年４月１日現在）試験日①２月
５日②３月３日申①１月２４日まで②２
月１５日まで問自衛隊町田募集案内
所☎７２３・１１８６
●老齢年金を受けている方に源泉徴
収票を送付します
　２０１６年の公的年金等の源泉徴収
票を、１月中旬ごろから、雑所得とし
て所得税が課税される老齢年金等を
受けている方へお送りします。障害
年金や遺族年金は非課税所得のた
め、源泉徴収票は送付されません。複
数の年金を受けている方や、公的年
金以外に所得がある方は、確定申告
をする際に必要ですので大切に保管
して下さい問八王子年金事務所☎
０４２・６２６・３５１１、未着・紛失＝ねん
きんダイヤル☎０５７０・０５・１１６５、
０３・６７００・１１６５


