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■問納税課　724・2121納付はお済みですか？ 6月は、「市・都民税」の納付月です ☎☎

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
　大人のための紙芝居です。
※保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日７月７日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室　
内「うばすて山」（脚本／岩崎京子、絵
／長野ヒデ子）、「かたきうちの話」
（原作／新美南吉、脚本／堀尾青史、
画／輪島清隆）　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、６月１５日午前

９時から電話で同館へ。
問同館☎７３９・３４２０
町田市農業研修事業
夏 野 菜 収 穫 体 験
　市では、農業研修（２年間）の修了
生を対象に、農業経営のノウハウの
習得などを目標にしたフォロー研修
を行っています。
　この研修で、研修生が育てた夏野
菜を収穫しませんか。
※新鮮野菜も廉価で販売します。
対市内在住、在勤の方（小学生以下は
保護者同伴）
日７月９日㈰午前９時～１１時（予定、
雨天時は２３日に延期）
場町田市農業研修農場第２圃

ほ

場（小
野路町）
※後日、詳細地図を送付します。
内１口＝トマト２個、ナス５個、ピーマ
ン５個、キュウリ５本（当日までの栽

培状況により、変更になる場合有り）
定２０人（申し込み順）
費１口５００円（１人２口まで）
申６月１９日正午～７月２日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０６１９Ａ）へ。
※収穫口数・現地への交通手段（駐車
場２０台分有り）を明示して下さい。
問農業振興課☎７２４・２１６６
大地沢青少年センター
ピザ窯・薫製箱利用講習会
　石窯とドラム缶窯でピザを焼き、
薫製箱で基本的な薫製をして、その
利用について学びます。講座受講後
は、ピザ窯・薫製箱の個人利用が可能
になります。
対高校生以上の方
日７月８日㈯午前１０時～午後３時
場同センター
定２０人（申し込み順）

費４００円
申６月１５日午前９時から電話で同セ
ンターへ。
問同センター☎７８２・３８００
販売します
町 田 産 新 鮮 野 菜
　市内の認定農業者が作った新鮮野
菜の販売です。
【６月の日曜朝市】
日６月２５日㈰午前７時～８時
場教育センター校庭
※７月第１日曜日は選挙のため、朝市
はありません。
【市役所まち☆ベジ市】
日６月１９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

催し・講座催し・講座

●町田市民文学館～２歳児あつまれ
！おはなしと絵本のへや
　直接会場へおいで下さい対２歳児
とその保護者日６月２２日㈭午前１０
時３０分～１１時３０分場同館３階第６
会議室内絵本、わらべうた遊び、見立
て遊び、親子で読書等問同館☎７３９
・３４２０
●ひなた村
【①たき火ワークショップ】
対市内在住、在勤、在学の高校生以上
の方日６月２５日㈰午前９時～午後３
時内たき火で行う野外炊飯（竹飯）、
火起こし技術の習得等定１５人（申し
込み順）費４００円
【②ひなた村シアター】
日６月２５日㈰午前１０時３０分～１１時
３０分場ひなた村第１レクルーム内
「彦星と織姫」「彦一とんちばなし」　
他
【③科学クラブ～炎を科学する！ロ
ウソク　花火の色】
対市内在住、在学の小・中学生日７月

●町田市シルバー人材センター～初
心者向けパソコン講習会
日７月４日～７日、午前９時～正午、７
月１１日～１４日、午後１時～４時場わ
くわくプラザ町田費１コース６５００
円申ハガキに講座名・受講日・住所・
氏名・電話番号を明記し、同センター
（〒１９４－００２２、森野１－１－１５、☎
７２３・２１４７）へ
●町田商工会議所からのお知らせ
【①講習会～ストレスチェックを学ぶ】
日６月２８日午後２時～４時内ストレ
スチェックの基本から事業所の取り
組み方
【②講習会～カード決済・レジ・会計　
クレジットカード活用セミナー】
日７月２０日午後２時～４時３０分内レ
ジアプリ・クラウド会計の概要とポ
イント、軽減税率対策補助金、導入方
法とメリット等
【③納期の特例事務相談会】
　平成２９年分の所得税源泉徴収簿、
給与明細等の必要書類を持参日７月
４日午前１０時～午後４時
【④ライフスタイル別創業スクール】

日平日の部＝８月１日、３日、８日、１０
日、いずれも午後６時３０分～９時、土
曜日の部＝８月５日、１２日、いずれも
午前１０時～午後４時内創業予定者各
人のライフスタイルに合わせた失敗
しない創業の仕組み／フォローアッ
プ個別相談も有り（予定）費３０００円
（消費税込み）
　　　　　　　◇
対①②経営者、従業員③市内の給与
所得のある小規模事業者（従業員、青
色専従者等）④市内創業予定者（副
業、定年退職者等含む）場同会議所申
①②④電話で同会議所へ③直接会場
へ問同会議所☎７２２・５９５７
●町田ツーリストギャラリー～小野
路の里山で夏野菜収穫体験
日７月８日、午前１０時から、午前１１時
から、正午から（小雨実施）場小野路
町（申込者に詳細を送付）費１５００円
（保険料、野菜のお土産代を含む）申
参加者住所・氏名（ふりがな）・電話番
号・生年月日・性別を明記し、７月６日
までにＦＡＸで同ギャラリー（返８５０
・９３１２）へ（町田市観光コンベンシ
ョン協会ホームページで申し込みも
可）問同ギャラリー☎８５０・９３１１
（受付時間＝午前１０時～午後７時）

●（社福）町田市社会福祉協議会から
のお知らせ
【２０１７夏！体験ボランティア】
　活動期間は７月２１日～８月３１日／
説明会への参加が必須、申込書等の
資料は同センターで配布対中学生以
上の方日６月３０日、７月５日、いずれ
も午後６時～７時３０分（各日とも同
一内容）場町田ボランティアセンタ
ー費５００円（保険代含む）申電話で同
センター（☎７２５・４４６５）へ
【福祉の仕事就職相談窓口】
　東京都福祉人材センターの相談員
が同センターへ求職登録や公開して
いる福祉の仕事を紹介・あっせんし
ます日毎月第２・４木曜日の午後１時
～４時（１人１時間程度）場同協議会申
電話で同協議会（☎７２２・４８９８）へ
●（社福）まちだ育成会かがやき～町
田ダリア園開園
　７月１日午前１０時から開園式を行
います。ダリアガイドツアー、ブルー
ベリーの摘み取り等のイベントも有
り（実施日は要確認）開園期間７月１
日～１１月３日、午前９時３０分～午後
４時３０分（入園は午後４時まで）入園
料大人５００円、中学生以下無料（団体
割引等も有り）／７月１日は無料問同

園☎７２２・０５３８
●南多摩保健所～地域保健医療協議
会委員募集
対町田・八王子・日野・多摩・稲城市在
住の２０歳以上の方（都職員、該当す
る二次保健医療圏の市町村職員は除
く）＝３人以内任期２年以内申住所・
氏名・電話番号・年齢・性別・職業を明
記し、作文（テーマ＝地域で暮らす人
々がともに手を携えながら、健康で
いきいきとした生活を送るために、
私ができること、地域でできること、
行政に望むこと、１２００字以内）を添
えて、７月７日まで（消印有効）に郵送
で同保健所企画調整課（〒２０６－
００２５、多摩市永山２－１－５）へ問同
保健所☎０４２・３７１・７６６１
●（一財）町田市勤労者福祉サービス
センター～さるびあタウン会員募集
　低コストで充実した福利厚生サー
ビスを提供対市内の①中小企業（事
業所）②中小企業勤労者内宿泊施設
を格安で利用、映画館・温泉施設等で
利用できる無料・割引クーポンやチ
ケットの販売、人間ドックの補助制
度等のサポート費入会金＝１人３００
円、月会費＝１人①５００円②７００円
問同センター☎７２３・０６６７

２日㈰午前９時３０分～１１時３０分内
炎の構造の説明、花火の色の観察実
験等講町田わくわく！サイエンス・
池田勇五氏定２０人（申し込み順）費
３００円
【④ひなた村デイキャンプ】
対市内在住、在学の小学生のいる家
族日７月１７日㈷午前９時～午後３時
内野外炊事や森での外遊び定４０人
（申し込み順）費１人３００円

◇
申①③④６月１５日午前１０時から電
話でひなた村（☎７２２・５７３６）へ②
直接会場へ
●スポーツにチャレンジ！
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（小学１～３年生は保護者同伴）
日７月８日㈯午後０時３０分～２時３０
分場サン町田旭体育館内トランポリ
ンを中心とした複合種目を実施講町
田市スポーツ推進委員定６０人（申し
込み順）費１人２００円（保護者も参加
費が必要）申６月１６日正午～２７日に

イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
へ問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
●生涯学習センター～音であそぼう　
くるくるロケット
　わらべ歌や打楽器を使った遊びを
先輩ママ達が紹介します対市内在住
の２歳以上の未就学児とその保護者
日７月１３日㈭午前１０時～１０時５０
分、午前１１時～１１時５０分（各回とも
同一内容）定各１０組（申し込み順）申
６月１６日午前９時から電話で同セン
ター（☎７２８・００７１）へ
●国際版画美術館～夏期子ども講座　
版画でつくろう！あったらいいな、
こんなお札

さつ

　お札の秘密を探り、デザインを考
えてオリジナルの銅版画を作ります
対両日参加できる小学３～６年生日７
月２２日㈯、２３日㈰、いずれも午前１０
時３０分～午後４時、全２回場同館講
東京学芸大学教授・清野泰行氏、同大
学生定２０人（抽選、結果は７月７日ご
ろ郵送）費２０００円申６月１６日正午

～７月３日にイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６コード１７０６１６Ｈ）へ（同
館ホームページで申し込みも可）問
同館☎７２６・２８８９
●さがまちカレッジ～こども体験講
座
　７～９月に開催するこども体験講
座の受講者を募集します。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）／講座ごとに定員が異なりま
す（抽選、いずれも講座は有料）対４
歳～中学生とその保護者（講座によ
り異なる）場生涯学習センター　等
申受講申込書に記入し、７月５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）問同事務局☎７４７・９０３８、町
田市生涯学習センター☎７２８・００７１

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。

情報コーナー


