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要件を満たす方に「ジェネリック（後発）医薬品に関するお知らせ」を2月28日にお送りします。　■問保険年金課☎724・2130

催し・講座催し・講座
開催します

まちだ景観セミナー２０１６
日３月２６日㈰午後１時～４時
場生涯学習センター　
内景観づくり市民サポーターの活動
成果の発表会、学識者による市民協
働・屋外広告物に関する講演
講法政大学教授・名和田是彦氏、多摩
美術大学名誉教授・田口敦子氏
定１００人（申し込み順）
申２月１５日正午～３月１日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０２１５Ａ）へ。
問地区街づくり課☎７２４・４２６７

大地沢青少年センター
【大地沢ガイドウォーキング～神社
巡り編】
　同センター周辺にある神社や歴史
的な場所を巡ります。
対市内在住、在勤、在学の方（小・中学
生は保護者同伴）
日３月５日㈰午前１０時～午後２時
定２０人（申し込み順）
費２００円（保険料）
申２月１５日午前９時から電話で同セ
ンター（☎７８２・３８００）へ。
※ＪＲ横浜線相原駅～同センター間
の無料送迎バスを運行します。

町 田 市 民 文 学 館
【保育付き紙芝居上演会～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。今回の
テーマは「五山賞受賞作品」です。
※保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日３月３日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
内「あかふんせんせい」（文・画／渡辺
享子）、「かあさんのイコカ」（脚本・画
／降矢洋子）　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）は電話で同館へ。

【町田市民文学館開館１０周年記念～
金田一秀穂講演会「ことばの未来予
想図」】
　日本語研究の第一人者の言語学者
・金田一秀穂先生による講演です。
日３月１９日㈰午後４時３０分～６時
定８０人（申し込み順）
申２月１５日正午～３月１４日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０２１５Ｂ）へ。

◇
場同館２階大会議室
問同館☎７３９・３４２０　
親と子のまなびのひろば

き し ゃ ポ ッ ポ ＠ 小 山
　お母さん同士で育児の工夫等を語
り合いましょう。
対市内在住の０・１歳児とその保護
者、妊婦の方
日３月１０日㈮午後２時～４時
場小山市民センター
定２０組（申し込み順）
申２月１６日午前９時から電話で生涯

学習センター（☎７２８・００７１）へ。
ひなた村

ピ ザ 窯 講 習 会
　ピザ作りから、ドラム缶ピザ窯の
使い方まで学びます。受講者には、今
後ピザ窯の利用ができる修了証を交
付します。
対市内在住、在勤、在学の高校生以上
の方（中学生以下は保護者同伴）
日３月４日㈯午前１０時～午後２時
定２０人（申し込み順）
費４００円
申２月１５日午前１０時から電話でひ
なた村（☎７２２・５７３６）へ。

武 相 マ ラ ソ ン
　第４０回記念大会となる武相マラ
ソンの参加者を募集します。
対高校生以上のアマチュア競技者
日４月２９日㈷、受け付けは午前７時
５０分～８時３０分、スタートは①ハー
フの部＝午前９時②８㎞の部＝午前
１１時３０分（雨天実施、荒天中止）
コース①市立陸上競技場（野津田公
園内）～図師～小山田桜台～同競技
場②同競技場～小野路～図師～同競
技場
定①３０００人②１５００人（いずれも申
し込み順）
費４０００円
申３月９日までに電話でスポーツエ
ントリー（☎０５７０・５５０・８４６）へ（Ｓ
ｐｏｒｔｓｎａｖｉ Ｄｏホームページ、スポー
ツエントリーホームページ、または
全国のファミリーマートのＦａｍｉポ

ートで申し込みも可）。
※別途手数料がかかります。手数料
は、申込方法により異なります。詳細
は、武相マラソンエントリーセンタ
ー☎０４８・７７８・５８８０（受付時間＝
祝日を除く月～金曜日の午前１０時
～午後５時）へ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
法政大学と市との連携事業

ス ポ ー ツ 教 室
【①テニス塾】
日４月１５日～６月１７日の土曜日、小
・中学生＝午前９時３０分～１０時５０
分、１６～６５歳の方＝午前１１時～午
後０時２０分、各全８回
定各２５人（申し込み順）
費小・中学生９０００円、１６～６５歳１万円

【②バドミントン塾】
日５月１３日～２０１８年２月２４日の土
曜日、初心者コース＝午前９時３０分
～１０時５０分、中・上級者コース＝午
前１１時～午後０時２０分、各全２５回
定各３０人（申し込み順）
費小・中学生２万６０００円、１６～６５歳
２万９５００円

【③陸上競技】
日４月９日～２０１８年２月２５日の日曜
日（月２回）、午後１時３０分～３時３０
分、全２２回
定小・中学生＝１００人、１６～６５歳の
方＝４０人（いずれも申し込み順）
費小・中学生２万３０００円、１６～６５歳
２万４０００円（家族割引有り、要問い
合わせ）

【④サッカー塾】

日４月８日～２０１８年２月２４日の土曜
日、小学１・２年生＝午前９時～１０時、
小学３・４年生＝午前１０時３０分～１１
時５０分、各全２４回
定各２０人（申し込み順）
費２万５０００円

【⑤バスケットボール塾】
日４月８日～２０１８年３月１７日の土曜
日（月２回）、午後５時～７時、全２４回
定４０人（申し込み順）
費４月～９月分２万２０００円、１０月～
２０１８年３月分２万１０００円（２回払い）

◇
対①～③市内在住、在勤、在学の小学
生～６５歳の方④市内在住、在学の小
学生⑤市内在住、在学の小学２年生
～中学生
場法政大学多摩キャンパス（相原町）
申（特）法政クラブホームページで申
し込み。
※定員に達しない場合は、講座途中
からの参加も可能で、講座数に応じ
た参加費になります。
※各費用には、年会費（高校生以上
２０００円、中学生以下１０００円）を含
みます。
※各講座、除外日や日程を変更する
場合があります。詳細は、同クラブ事
務局へお問い合わせいただくか、同
クラブホームページをご覧下さい。
問連携事業について＝スポーツ振興
課☎７２４・４０３６、教室の詳細につい
て＝同クラブ事務局☎７８３・２０９０

（受付時間＝月～金曜日〔祝休日を除
く〕の午前９時～１１時３０分、午後０時
３０分～５時）

3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 25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

小山市民センター 1日㈬
鶴川保健センター 8日㈬
子どもセンターばあん 10日㈮
忠生保健センター 15日㈬

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 2日㈭、
13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）

保健予防課
保健栄養係

☎722・7996

8～9か月児の
保護者 後期 6日㈪、

24日㈮
午前10時5分
～11時40分

離乳食後期の話と試食、歯
の話（各日とも同一内容）

1歳6か月～2歳
0か月児の親子 16日㈭ 午前9時55分

～11時45分
親子遊び、幼児食の話と試
食

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）

　３月１１日㈯午後７時～８時に、町田市・相模原市全域で消灯を実施し、
関連したイベント等を町田市会場で行います。
○市立図書館  

【地球温暖化特集】
　地球温暖化に関連した図書を特集コ
ーナーで紹介します。
日３月８日㈬まで
場中央図書館５階

【さるびあ亭かーこ。の紙芝居】
　笑い療法士でもあるプロ紙芝居師・
さるびあ亭かーこ。さんが、節電をテー
マにした紙芝居を行います。
日①２月１５日②２月２２日③３月１日④３
月８日、いずれも水曜日、おはなし会＝
午後３時～３時３０分、紙芝居＝おはな

し会終了後１０～１５分程度（全席自由）
場①中央図書館②忠生図書館③鶴川駅
前図書館④さるびあ図書館

【映画会】
日３月１０日㈮午後２時から（開場は午
後１時３０分）
場中央図書館６階ホール
内「遠い空の向こうに」（１０８分）
定１１７人（先着順）
※当日午前１０時から同館５階視聴覚カ
ウンター前（午後１時以降は６階ホール
前）で整理券を配布します。

○野津田公園  
【ＦＣ町田ゼルビア開幕試合での
ＰＲイベント】
　２月２６日に開幕するサッカー
Ｊ２リーグのＦＣ町田ゼルビアホ
ームゲームで、まちだ・さがみは
ら絆・創・光をＰＲします。
日２月２６日㈰午前１１時～午後２
時（予定）
場同公園内ゼルビーランド
内ＦＣ町田ゼルビア×絆・創・光
ステッカーと缶バッジを各２００
人（先着順）に配布

※いずれも直接会場へおいで下さい。
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

３月１１日はライトダウンにご協力を� まちだ・さがみはら絆
ばん

・創
そう

・光
こう


