
52017．4．1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＝インターネットで24時間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

自らが所有し居住している方　　　　詳細は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。　　住宅課☎724・4269問

お知らせお知らせ
ご利用下さい～社会教育関係事業
講 師 派 遣 制 度
　学習・文化活動を行う団体が、自主
的に企画し、会員以外にも広く参加
を呼びかけ、市内で実施する学習会
・講演会等に対し、その講師謝礼を
支援します（１団体につき年１回、謝
礼は１万２０００円以内）。
　事業の企画、講師の選定・交渉及び
会場確保等の運営は、団体が行って
下さい。
　ただし、定例的に行っている活動
をそのまま充てた学習会や、定例的
に団体を指導している講師または団
体の構成員が講師となる学習会、政
治・宗教・営利活動を目的とした内容
の場合は対象外です。
※対象事業は、２０１８年３月３１日ま
でに市内で実施する事業です。
対次のすべてに該当するグループ・
団体　①学習・文化活動を行うこと
を目的としている②主に市内で、継続
して学習・文化活動をしている③会員
が１０人以上で、その半数以上が市内
在住、在勤、在学で、代表者または事
務取扱者が市内在住の２０歳以上で
ある④市から補助金を受けていない
申所定の申請書（生涯学習センター、
各市民センター等で配布、町田市ホ
ームページでダウンロードも可）に
会則（規約）と構成員名簿を添えて、
実施日の３０日前まで（必着）に、直接
または郵送で生涯学習センターへ。
※企画内容が当制度の対象となるか
など、ご不明な場合はお問い合わせ
下さい。
問生涯学習センター☎７２８・００７１
生涯学習センター～障がい者青年学
級
新 入 学 級 生 募 集
対市内在住の知的障がいのある１８
歳以上の方（特別支援学校等の生徒
は除く）
日原則第２・４土曜日、午前１０時～午
後４時
場生涯学習センター
内「生きる力・働く力の獲得」を目的
に、音楽、劇、スポーツ、その他創作活
動、料理、合宿等を行う
定若干名
※応募多数の場合、４月２２日午前に
抽選会を行いますので必ず出席して

下さい。
申住所・氏名・電話番号・年齢・応募動
機を明記し、４月１４日まで（消印有
効）に封書で同センター（〒１９４－
００１３、原町田６－８－１）へ。
問同センター☎７２８・００７１
すみれ会館温水プール
開放日を変更します
　すみれ会館温水プールは、市内在
住の障がいがある方、市内に通園・通
学している障がいがある方、または
身体障害者手帳・愛の手帳が交付さ
れた方が利用できるプールです。
　４月１日から、水・木・金曜日の開放
日が夏期期間のみになりました。
開放日７～９月の水・木・金曜日、午後
２時～４時３０分、通年の日曜日、午前
９時３０分～午後１時
※開放日が祝日でも利用できます
（１２月２９日～１月３日を除く）。
※設備維持補修や行事等により、臨
時の開放中止や開放時間変更となる
場合があります。
問すみれ教室☎７２６・６５７０
産業見本市出展・特許権等取得への
補 助 を 実 施 し ま す

【産業見本市出展補助事業】
補助対象事業２０１８年３月３１日までに
開催される国内の見本市、展示会等
（一部のものを除く）に出展する事業
補助額出展に際し、主催者へ支払う
出展料（会場の使用料）の２分の１以
内の額（上限は２０万円、町田市トラ
イアル発注認定事業者が認定商品を
ＰＲするために出展する場合は、４分
の３以内の額）
【特許権等取得補助事業】
　今年度から、従来の制度に加え、意
匠権・商標権の出願、特許出願の際の
手数料も補助対象として加わりまし
た。
補助対象事業２０１７年度内に実施す
る特許・実用新案・意匠権・商標権の
出願、特許出願についての審査請求
補助額特許・実用新案・意匠権・商標
権の出願時（上限は１０万円〔商標権
は５万円〕）＝出願料、出願にかかる弁
理士手数料の２分の１、特許出願審査
請求時（上限は１０万円）＝特許出願
審査請求料、出願審査に係る弁理士
手数料の２分の１（上限２万５０００円）

◇
対市内中小企業者で次のすべてを満
たす方　①市内に住民登録を有する
個人、または市内を納税地とする法
人②１年以上事業を営んでいる③市

税を完納している
申請期間４月３日から随時
※申請額が予算額に達した時点で締
め切ります。
※詳細は、町田市ホームページをご
覧下さい。
問産業観光課☎７２４・３２９６
開催します～小山地域の
リ サ イ ク ル 広 場
　サレジオ工業高等専門学校の協力
のもと、開催します。
※対象品目をお持ちのうえ、直接会
場へおいで下さい。
日４月１５日㈯午前１０時～午後２時
３０分
場サレジオ工業高等専門学校内サレ
ジアンモール（小山ヶ丘４－６－８）
対象品目陶磁器・ガラス食器、フライ
パンなどの家庭金物、ビデオテープ、
廃食用油、ヨーグルトなどの紙容器、
洗剤の計量スプーン、ペットボトル
のふた、パン袋の留め具、インクカー
トリッジ、小型家電
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

催し・講座催し・講座
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４月２０日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分
場町田市民文学館２階大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「阿部光
子」／おはなし＝「金剛山のトラ」（韓
国の昔話）、「歳」（山形の民話）、「池の
なかの水の精」（グリム童話）
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、４月１日午前９時
から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。
消費生活センター
くらしに役立つ料理教室

【大豆を丸ごと食べる！～豆腐を作
って、おからも食べちゃおう】
対市内在住、在勤、在学の方
日４月２６日㈬午前１０時～午後１時

場町田市民フォーラム
講コンシューマー技術教育研究会・
福岡ひとみ氏
定２４人（申し込み順）
費３００円（材料費）
申４月５日正午～２０日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０４０５
Ａ）へ。保育希望者（１歳以上の未就学
児、申し込み順に６人）は併せて申し
込みを。
問同センター☎７２５・８８０５
さがまちカレッジ
講 座 参 加 者 募 集
　詳細は、講座案内チラシ（生涯学習
センター、各市民センター、各市立図
書館等で配布）をご覧下さい（さがま
ちコンソーシアムホームページでダ
ウンロードも可）。
【①街並みスケッチ講座】
対高校生以上の方
日５月１４日、２１日、２８日、いずれも日
曜日午前１０時～１１時３０分、全３回
場ユニコムプラザさがみはら（相模
原市）
内スケッチの基礎的なテクニックを
学ぶ
講町田・デザイン専門学校インテリ
アデザイン科講師　白石和資氏
定２０人（抽選）
費２９００円
【②合唱を通してみなさまと　元気
！笑顔！健康の輪！】
日５月２０日㈯、２７日㈯、６月１７日㈯、
２５日㈰、いずれも午前１０時３０分～
正午、全４回
場町田市生涯学習センター
内輪唱や手遊び、歌遊び等を交えた
合唱講座
講元玉川大学通信教育部助教授・千
葉佑氏
定１００人（申し込み順）
費２５００円

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、郵送またはＦＡＸでさがまち
コンソーシアム事務局へ（同コンソー
シアムホームページで申し込みも可）。
※①は４月２０日まで（必着）。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１

問さるびあ図書館☎７２２・３７６８
わくわく仲間づくりカレッジ日程表

講座名 日　時 会 場

初級編絵手紙 ５月２日～７月２５日の火曜日、午後
１時３０分～３時３０分、全１０回 わくわくプラザ町

田（森野）躰
からだ

ほぐしと脳活運動 ５月１１日～７月１３日の木曜日、午
後１時３０分～３時３０分、全１０回

初級編詩吟 ５月８日～７月１０日の月曜日、午後
１時３０分～３時３０分、全１０回

成瀬あおぞら会館
（西成瀬）脳トレ書道 ５月９日～７月１１日の火曜日、午後

１時３０分～３時３０分、全１０回

発声と歌 ５月１２日～７月１４日の金曜日、午
後１時３０分～３時３０分、全１０回

対市内在住の６５歳以上の方
定各２０人（いずれも抽選、結果は４月２４日ごろ発送）
費１回あたり２５０円（初級編絵手紙・初級編詩吟・脳トレ書道は、別途材
料費として各５００円が必要）
申希望する講座を選び（重複申し込み不可）、４月５日正午～１１日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６コード１７０４０５Ｂ）へ。
問当日の詳細について＝町田市シルバー人材センター☎７２３・２１４７
（受付時間＝午前９時～午後４時）、わくわく仲間づくりカレッジ講座全
般＝町田市高齢者福祉課☎７２４・２１４６

　移動図書館そよかぜ号の巡回場所
及び巡回時間が一部変更になります。
【移転巡回場所】
○ひなた村（本町田２８６３番地　ひ
なた池前）
開始日４月６日㈭午後３時１０分～４時
※日向台北公園から移転
○イリーゼ町田図師の丘
　（図師町１８９６番地１）
開始日４月７日㈮午後３時２０分～４時

※図師小学校前から移転
○山崎第二スポーツ広場
　（山崎町５６６番地１）
開始日４月１３日㈭午後３時１０分～４時
※都営山崎町アパートから移転
○木曽森野防災市民いこいの広場
　（森野４丁目８番）
開始日４月１４日㈮午前１０時２０分～
１１時１０分
※木曽ほがらか公園横から移転
【巡回時間変更場所】
○鶴間橋児童公園
変更後時間午後３時～３時５０分
○鶴川台緑の里公園
変更後時間午後２時～２時５０分
○本町田住宅給水塔前
変更後時間午後１時５０分～２時４０分

わくわく仲間づくり
カレッジ 講座参加者募集

移動図書館の
巡回場所・巡回時間

の変更


