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お知らせお知らせ
市立室内プールのお知らせ
　第１７回町田市マスターズ水泳競
技大会のため、２月１９日㈰はプール
の一般利用はできません（トレーニ
ング室は通常どおり利用可）。
　なお、大会前日は、５０ｍプールが
高水位（１．４ｍ～１．７ｍ）になり、水温
が１～２度ほど低くなりますのでご
注意下さい。

【スタート専用コースとして開放し
ます】
　高水位時に、５０ｍプールの１コー
スをスタート専用の練習コースとし
て開放します。
対２０歳以上の方
日２月１８日㈯午後６時１０分～８時
場５０ｍプール採暖室側１コース分
費施設利用料
申直接スタート専用コース前で受け
付け。
※プールの満水状況により、開放時
間が変更となる場合があります。
※飛び込みには危険が伴いますの
で、誓約書にご署名をお願いします。
問市立室内プール☎７９２・７７６１

東 京 都 獣 害 防 止 対 策 
支 援 事 業 講 習 会
　市では、野生獣による農作物への
被害が多発しています。そこで、都主
催による獣害防止対策支援事業講習
会を開催します。

　埼玉県農業技術研究センター・古
谷益朗氏が、相原方面で被害が拡大
しているイノシシ被害を中心に被害
防止に対する講演を行います。
対市内農業従事者
日２月２１日㈫午後１時３０分～３時３０
分
場堺市民センター
※公共交通機関をご利用下さい。
定１００人（申し込み順）
申２月１日正午～１５日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０２０１
Ａ）へ。
問農業振興課☎７２４・２１６６

認 定 農 業 者 募 集
　認定農業者制度とは、農業経営基
盤強化促進法に基づき、意欲ある農
業者が自らの経営を改善するために
作成した「農業経営改善計画」（５年
後の経営目標）を市が認定し、その計
画達成に向けた取り組みを関係機関
・団体が支援する仕組みです。
　認定農業者に認定されると、「機械
・施設への投資の補助」や「農地の規
模拡大」が優先されます。
対市内の農業経営者
申３月３日までに電話で農業振興課
（☎７２４・２１６６）へ。
大地沢青少年センター

８月分の利用〜受付開始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申２月４日午前８時３０分から電話で
同センター（☎７８２・３８００）へ。
※初日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選、午後１時以降は申し
込み順に受け付けます。
町田市自然休暇村　せせらぎの里

８月分の利用〜受付開始
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
※７月２８日～８月１９日の夏期期間は

抽選です。詳細は、今後の本紙等でお
知らせします。
申２月１日午前８時３０分から電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ
（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）。

催し・講座催し・講座
チャレンジド・バンド 
ミュージック・フェスタ
　音楽や楽器を演奏することが好き
な、障がいのある子どもたちを中心
とした、バリアフリーのミュージッ
クイベントです。
※詳細は同フェスタホームページを
ご覧下さい。
※直接会場へおいで下さい。
日２月２５日㈯午後１時３０分～４時３０
分
場和光大学ポプリホール鶴川
問同フェスタ実行委員会☎返７１０・
２８２６、町田市障がい福祉課☎７２４・
２１４７

家 族 介 護 者 教 室
　介護方法等の知識普及のための講
座です。お住まいの地区を担当する
高齢者支援センター以外の教室にも
参加できます。
※詳細は、各高齢者支援センターへ
お問い合わせ下さい。

【①歳をとるってどういうこと？】
日２月２６日㈰午後２時～４時
場ふれあい桜館
定３０人（申し込み順）

【②認知症の人の気持ち　家族の気
持ち】
日２月２８日㈫午後２時～３時３０分
場木曽山崎コミュニティセンター
内臨床心理士の講義、参加者交流
定２０人（申し込み順）

◇
申電話で①忠生第１高齢者支援セン
ター（☎７９７・８０３２）へ②忠生第２高
齢者支援センター（☎７９２・１１０５）

へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

市 民 公 開 講 座
　町田市薬剤師会との共催です。
※要約筆記があります。
日３月４日㈯午後２時～４時
場国際版画美術館
内すべて語ります「脳卒中の予防か
ら治療まで」、医師・作業療法士・薬剤
師によるパネルディスカッション
講日本医科大学多摩永山病院脳神経
内科部長・長尾毅彦医師
定１６０人（申し込み順）
申２月３日正午～２８日にイベントダ
イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コ ー ド
１７０２０３Ａ）へ。
問保健総務課☎７２２・６７２８

生 涯 学 習 セ ン タ ー
【①学生活動報告会「ガクマチＥＸＰＯ」】
　主に町田・相模原地域で地域おこ
し、まちおこしの活動をしている学
生団体が地域で活動する市民や団体
に向けてＰＲや情報交換を行うイベ
ントです。
日２月１２日㈰午後１時～４時
場同センター７階ホール
内パネルディスカッション、ＰＲブース
での「ポスターブースセッション」等

【②忠生図書館共催「絵本の読み聞か
せ講座〜小学校での読み聞かせを楽
しむために」】
対市内小学校で、読み聞かせをして
いる、またはする予定の保護者
日３月１０日㈮午前１０時～正午
場忠生図書館
内絵本の読み聞かせについて、実際
に体験しながら学ぶ、本の選び方、図
書館の活用法
定１５人（忠生地区在住の方優先のう
え、抽選）

◇
申①直接会場へ②２月１日午前９時～
１４日午後５時に電話で同センターへ
（保育希望者〔１歳以上３歳未満の幼
児、１０人〕は併せて申し込みを）。
問同センタ－☎７２８・００７１

村野常右衛門生家は
工事のため見学できません

　野津田公園内の町田市指定有形
文化財村野常右衛門生家は、耐震
補強を含む保存修理工事を実施し
ます。工事期間中（１１月まで〔予
定〕）は見学できません。
問生涯学習総務課☎７２４・２５５４

　東日本大震災から６年が経とうとしています。
　市では、３月１１日に向けて、市民や事業者の皆さんとともに小まめな
消灯など省エネ活動を行い、「地球温暖化防止」や「光害」についての意
識を高めます。

【３月１１日は一斉消灯にご協力下さい】
　相模原市と連携して、市内全域で一斉にライトダウン（消灯）を実施
します。生活や事業活動に支障のない範囲で、消灯にご協力をお願いし
ます。
日３月１１日㈯午後７時～８時

関連イベント  
【まちだ・さがみはら絆・創・光×JAＸA　相模原会場】
　講演や星空観望会、プラネタリウム番組「星空とともに」などを通し
て、宇宙目線での地球環境保全について考えます。

申３月１０日までに電話で相模
原市コールセンター（☎７７０・
７７７７、受付時間＝午前８時～午
後９時）へ。
※町田市での関連イベントの詳
細は、今後の本紙や町田市ホー
ムページでお知らせします。
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

対町田・相模原市に在住、在勤、在学
の方（中学生以下は保護者同伴）
日３月１１日㈯午後５時～８時
場相模原市立博物館
講（国研）宇宙航空研究開発機構宇宙
科学研究所宇宙機応用工学研究系准
教授・曽根理嗣氏
定８０人（申し込み順）

３月１１日はライトダウンにご協力を
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　町田市から特殊詐欺の被害をな
くすため、警視庁・東京都と協力し
て特殊詐欺を根絶するためのイベ
ントを実施します。
※直接会場へおいで下さい。
日２月１２日㈰午後１時３０分開演
（開場は午後１時）

場町田市民ホール
内ＮＨＫ「おかあさんといっしょ」
第１０代目体操のお兄さん・佐藤弘
道氏によるトークショー、警視庁
音楽隊カラーガード（ＭＥＣ）の演
奏、振り込め詐欺被害防止講演等
定８００人（先着順）

町田市民
ホール 特殊詐欺根絶イベントin町田

問防災安全課☎７２４・２１０７

振り込め
詐欺等の  特殊詐欺にご注意下さい
　２０１６年の市内の犯罪認知件数は
３４０３件（２０１５年３３８６件）と、前年
より増加しています。
　特に増加した振り込め詐欺等の特
殊詐欺は約６０件、被害額は約２億円
でした。
　市役所の職員を名乗り、還付金等
の手続きのためＡＴＭを操作させる
などの手口も発生しています。また、
年金支給日に狙われやすいと言われ
ています。
　市では、振り込め詐欺等の防止に
関する防災行政無線を使用した啓発

放送を、２月１５日午後０時４０分に実
施します。犯罪被害防止のため、市民
の皆さんのご理解ご協力をお願いし
ます。
　また、被害を防止するため犯罪被
害に関するメール配信も行っていま
す。登録して被害に遭わないように
しましょう。ご家族
や近隣の方からも、
高齢者の方に振り込
め詐欺等に注意する
よう、声かけをお願
いします。 メール配信の登録

はこちらから

「特殊詐欺」とは、不特定の人に対して、電話やメール等を使い行う詐欺。振り込め詐欺
の他、金融商品等取引、ギャンブル必勝情報提供などさまざまな詐欺がある。


