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日４月17日㈪午前11時～午後1時（売り切れ次第終了）　場市庁舎前　問農業振興課☎724・2166市役所まち☆ベジ市

催し・講座催し・講座
鶴見川流域水マスタープラン関連イ
ベント
鶴 見 川 源 流 祭

　源流保水の緑の中で流域交流を深
めませんか。
※直接会場へおいで下さい。
日５月１４日㈰午前１１時３０分～午後
２時３０分（雨天中止）
場都立小山田緑地本園みはらし広場
内源流コーヒー、各種展示、マッカチ
カニカニ音頭の合唱等
【源流ウォッチング】
　谷戸山や源流保水の森を巡ります

（約４．５㎞）。
※都合により内容が変更になる場合
もあります。
対小学４年生以上の方（小学生は保
護者同伴）
日５月１４日㈰午前９時～午後０時３０
分、集合は上小山田みつやせせらぎ
公園（雨天中止）
定５０人（申し込み順）

費５００円
申参加者全員の住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・年齢・性別を明記し、５
月９日まで（必着）に、ハガキ、ＦＡＸま
たはＥメールで（特）鶴見川源流ネッ
トワーク事務局（〒１９４－０２０４、小
山田桜台２－４－１４－１０５、返８６０・
０８３０遍ｇｅｎｒｙｕｓａｉ－２０１７＠ｏｆｆｉｃｅ．ｅ
ｍａｉｌ．ｎｅ．ｊｐ）へ（鶴見川源流ネットワ
ークホームページで申し込みも可）。
問同事務局☎７９８・２６９３、町田市下
水道総務課☎７２４・４２９０
消費生活センター
暮 ら し の セ ミ ナ ー

【町田のくらしをもっと知ろう】
対市内在住、在勤、在学の方
日①５月１０日㈬②５月１８日㈭③５月
２５日㈭、いずれも午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
内①町田のくらしの今昔そして未来
②これならできる備える防災③町田
産野菜で地産地消
講①町田天満宮宮司・池田泉氏③

（特）たがやす　他
定各４０人（申し込み順）
申４月１８日正午～５月７日にイベン

トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０４１８Ｂ）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

【毎日みつける素
す

敵
てき

な私～おしゃれ
は心のサプリメント】
対１８歳以上の方
日５月２７日㈯午後２時～４時
場なるせ駅前市民センター
内おしゃれの効果、色の心理効果、着
こなしのヒント等
講町田・デザイン専門学校ファッショ
ンデザインコース講師　友添成実氏
定２０人（抽選）
費１０００円
【本格伊勢型紙で金彩箔を使いタペ
ストリーをつくりましょう】
　女子美術大学が収蔵している小紋
柄などの伊勢型紙を使用し、和風タ
ペストリーを作ります。
対高校生以上の方
日６月３日㈯午前１０時～午後３時
場町田市生涯学習センター
講女子美術大学短期大学部講師・眞
田玲子氏
定１５人（抽選）
費５０００円（材料費含む）

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書

（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、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）に記入し、５月８日ま
で（必着）に郵送または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）。
※申込締切日までに定員に達しない
場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
生涯学習センターコンサート事業
まちだフレッシュコンサート

　今春、大学を卒業した若手音楽家
によるクラシックコンサートです。
対市内在住、在勤、在学の方
日５月１３日㈯午後５時開演
場生涯学習センター
定１２０人（申し込み順）
申４月１９日正午～５月９日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード１７０４１９
Ａ）へ。附室からの親子鑑賞希望者（３
組まで）は、併せて申し込みを。
※未就学児は入場できません。
問同センター☎７２８・００７１

認知症サポーター養成講座
　認知症の基礎知識や対応方法を学
びます。
対市内在住、在勤、在学の方
日５月２４日㈬午前１０時～１１時３０分
場堺市民センター
定１２０人（申し込み順）
申４月１９日正午～５月２１日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０４１９Ｒ）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

　期間中は、観光案内人による園内
ガイド、花摘み娘の衣装で記念撮影、
ぼたんの苗木販売（売り切れ次第終
了）等もあります。
※開花状況等は、町田市ホームペー
ジでお知らせします。
市ＨＰ ぼたん園開花状況  検索
開園期間４月１５日㈯～５月７日㈰、午
前８時３０分～午後４時
入園料５００円（中学・高校生２００円）
※有料は開園期間中のみ。なお、期間
中、薬師池公園の駐車料金は有料です。
※ペットを連れての入園はできません。
交通小田急線町田駅北口ＰＯＰビル
先、２１番乗り場から本町田経由野津
田車庫行き、または、鶴川駅行きバス
で「薬師ヶ丘」下車、徒歩７分。また

は、各野津田車庫行きバスで「野津田
車庫」下車、徒歩８分
期間中のイベント
日・内４月２８日㈮～５月２日㈫＝グル
メキッチンカー出店、４月３０日㈰～５
月５日㈷、午前１１時～正午＝さるびあ
亭かーこ。の紙芝居、５月３日㈷、４日㈷
＝町田名産品のれん会出店、５月５日
㈷＝ぼたんぬりえコンテスト、このほ
か野だてや音楽ステージなど日替わ
りプログラムが予定されています。
※出店やイベント内容は変更になる
ことがあります。

◇
問ぼたん園☎７３６・４４７７（有料開園
期間中のみ）、町田市公園緑地課☎
７２４・４３９９

　ご応募いただいた作品の中から、
２４人の受賞者が決定し、表彰式と作
品発表会を２月５日㈰にひなた村で
行いました。
　受賞された方々は次のとおりです

（敬称略、カッコ内は学校名と学年）。
○小学校低学年の部
【市長賞】泉和花菜（南成瀬小３年）
【教育長賞】岡真優（南四小１年）
【審査員特別賞】青木楓子（町田五小
２年）
【ひなた村賞】井上咲佳（南成瀬小３
年）、田村逸貴（鶴間小１年）、後藤沙
帆（町田五小３年）、塩田七都（南成瀬
小３年）、立石海音（高ヶ坂小３年）
○小学校高学年の部
【市長賞】羽中田紀美（南成瀬小５年）
【教育長賞】伊藤諒平（南成瀬小６年）
【審査員特別賞】木村里月花（南成瀬
小４年）
【ひなた村賞】長井小苗（町田二小５
年）、野村雪葉（三輪小５年）、小田柚

（南成瀬小５年）、田中綾（南成瀬小６

年）、鈴木瑞来（藤の台小５年）
○中学・高校の部
【市長賞】由利智尚（南成瀬中２年）
【教育長賞】阿蘓日和（鶴川二中１年）
【審査員特別賞】江波那月（鶴川二中
１年）
【ひなた村賞】杉本祐那（鶴川二中２
年）、入江颯桃（鶴川二中１年）、南部
亜紀（國學院大久我山高２年）、佐藤
慶佳（鶴川二中１年）、江良拓美（金井
中３年）
上位各３賞の作品を掲載した優秀作
品集「童話の木」をひなた村と市政情
報課（市庁舎１階）で販売しています。

　市は、節電意識の啓発を目的に、快
適に夏を過ごせるよう、ゴーヤなど
のつる性植物を窓辺に伝わせた緑の
カーテンの普及を進めています。
　今年度も、市民団体「緑のカーテン
プロジェクト」によるゴーヤの苗の
配布等を支援します。
①市民向け苗の無料配布
日５月１３日㈯、１４日㈰、午前１０時～
正午、午後１時～３時
場市庁舎正面玄関前
※市庁舎立体駐車場は有料です。
配布数３０００苗（１世帯３苗まで、申し
込み順）
②団体向け苗の無料配布
対市内の町内会・自治会、社会福祉法
人等の施設、有志の団体
日５月１５日㈪午前９時３０分～午後３
時
場下小山田苗

びょう

圃
ほ

（下小山田町、駐車場
有り）
配布数３０００苗（町内会・自治会＝
３００苗〔１００世帯分〕まで、施設・団体
＝３０苗まで、いずれも申し込み順）
③緑のカーテン普及の協力商店会を
募集
　イベントやお祭りで、ゴーヤの苗
を配布し、緑のカーテン普及に協力
いただける市内商店会を募集します。
日Ａ＝５月１３日㈯、１４日㈰、午前１０
時～正午、午後１時～３時、Ｂ＝５月１５
日㈪午前９時３０分～午後３時
場Ａ＝市庁舎正面玄関前、Ｂ＝下小山
田苗圃
配布数２４００苗（１団体６００苗まで、

申し込み順）
※Ａ・Ｂいずれかでの配布です。詳細
は、緑のカーテンプロジェクトから
申込者宛てに連絡します。
④緑のカーテン作り方講習会
　初めての方も安心して取り組める
よう、分かりやすくお伝えします。
日５月１１日㈭、午前１０時～１１時、午
後１時３０分～２時３０分（各回とも同
一内容）
場生涯学習センター
※駐車場はありません。
講恵泉女学園大学非常勤講師・山浩
美氏
定各３０人（申し込み順）
⑤「緑のカーテンプロジェクト」サポ
ーター募集
　苗の配布や講習会等の活動をお手
伝いしていただける方を募集します。
定１０人（申し込み順）
※申込者には、緑のカーテンプロジ
ェクトから個別に連絡します。
○いずれも事前申込制です
申４月１８日正午～５月９日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０４１８Ｄ）へ（②③は電話のみの受
け付け）。
※往復ハガキでも申し込めます。住所
・氏名・電話番号・申し込む項目の番
号（①～⑤）、②③は「名称、希望苗数」
を、④は「午前／午後の希望」を書き、
返信用にも宛先を明記し、５月９日ま
で（必着）に環境・自然共生課（〒１９４
－８５２０、森野２－２－２２）へ（１枚の往
復ハガキで、複数項目に申し込み可）。

町田薬師池公園四季彩の杜 ぼたん園有料開園

ぼたん・しゃくやくまつり

町田市第２０回創作童話コンクール受賞者を表彰
問ひなた村☎７２２・５７３６

緑のカーテンで節電
ゴーヤの苗を配布しますゴーヤの苗を配布します 問環境・自然共生課

☎７２４・４３９１

審査員の映画作家・大林宣彦氏、映像作家
・小林はくどう氏の講評をいただきました

ひ な た 村


