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防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 ! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス  検索町田市メール配信サービス

夏休み障がい児（者）
水 泳 教 室

　浮き輪やボールなどで楽しく遊
ぶ、レクリエーションが中心です。水
慣れしたい方も歓迎します。
対市内在住の小学生以上で障がいの
ある方
日７月２６日㈬、２８日㈮、８月２日㈬、
いずれも午前１０時～１１時３０分
場すみれ会館温水プール
申６月２９日までに電話で障がい福祉
課へ（参加は１人２回まで、抽選の場
合も有り）。
※心臓病、高血圧、循環器系に障がい
のある方は医師に相談のうえ、お申
し込み下さい。伝染病疾患のある方
は参加できません。
問障がい福祉課☎７２４・２１４７
鶴見川源流域
保水の森づくり体験

　鶴見川源流域保水の森で、自然環
境の保全・再生を学び、植樹したクヌ
ギの萌

ほう

芽
が

更新のための伐採作業を体
験します。
対中学生以上の方
日７月２日㈰午前１０時～午後１時３０
分、集合は小山田バス停
場鶴見川源流域保水の森（上小山田
町）
内森の再生のお話、伐採の体験
講慶應義塾大学名誉教授・岸由二氏
定２０人（申し込み順）
費５００円
持ち物弁当、飲み物、軍手、雨具、長袖
・長ズボン、帽子、しっかりした靴（長
靴・軽登山靴等）
※汚れてもよい服装（スズメバチ対
策として、白または明るい色のもの
を推奨）でおいで下さい。
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、
ハガキ、ＦＡＸまたはＥメールで６月
２７日まで（必着）に、（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ｇｅｎｒｙｕｔｏｕ
ｒ２０１７＠ｏｆｆｉｃｅ．ｅｍａｉｌ．ｎｅ．ｊｐ）へ（同
ネットワークホームページで申し込
みも可）。

問（特）同ネットワーク事務局☎７９８
・２６９３、町田市北部丘陵整備課☎
７２４・２１６４
地産地ＳＨＯＷコンサート
伊藤富貴子ピアノコンサート

　市内在住のピアニスト・伊藤富貴
子さんによるピアノコンサートで
す。
日６月２０日㈫正午～午後０時５０分

（開場は午前１１時４５分）
場市庁舎３階アトリウム
曲目ドビュッシー「月の光」、リスト

「ため息」、ショパン「幻想即興曲」　
他（予定）
定７６席（先着順、立ち見スペース有
り）
問文化振興課☎７２４・２１８４
生涯学習センターコンサート事業～
はじめてのジャズコンサート

【日曜の午後にスタンダードなジャ
ズナンバーを】
　ジャズの初心者にもおなじみの曲
でお楽しみいただけます。
対市内在住、在勤、在学の方
日７月９日㈰午後２時開演
場生涯学習センター
曲目「スイングしなければ意味がな
い」「４月の思い出」「酒とバラの日
々」　他（予定）
出演田窪寛之（ピアノ）、稲垣護（ベー
ス）、太田耕平（ドラム）
定１５８人（申し込み順）
申６月１５日正午～３０日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コード
１７０６１５Ｂ）へ。附室からの親子鑑賞
希望者（８人まで）は、電話で併せて
申し込みを。
問同センター☎７２８・００７１
ディズニーアニメのヒロインに学ぶ
メディアリテラシー

　ディズニー作品を事例に挙げ、こ
れまで男女（特にヒロイン）がメディ
アにどのように描かれてきたのか読
み解きます。
日７月２１日㈮午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講元東京女子大学教授・国広陽子氏
定２８人（申し込み順）
申６月１６日正午～７月１３日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０６１６Ｂ）へ。保育希望者（１歳６か

月以上の未就学児、１０人）は、７月１０
日までに併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８

中 央 図 書 館
【①“今”読んでいる本をＰＯＰでポッ
プに紹介しよう～本がつなげるまち
だライブ・ラリー】
　本を読み終えた後、専用台紙にＰ
ＯＰ（本の紹介）を書いて各市立図書
館のカウンターへ提出すると、１枚
提出ごとにスタンプをひとつ押しま
す。スタンプの数に応じて、図書館オ
リジナルグッズをプレゼントします。
※ＰＯＰは、各市立図書館・町田市民
文学館内のライブ・ラリーコーナー
に掲示する場合があります。
対小学５年生～高校生
日７月１日㈯～８月３１日㈭
申チラシ裏面（各市立図書館、町田市
民文学館で配布）または専用台紙に
記入し、直接各市立図書館カウンタ
ーへ。
【②きて、みて、図書館！調べもの講座】
対市内在住、在勤、在学、または相模
原・八王子・府中・調布・日野・多摩・稲
城・川崎市在住の高校生以上の方

日７月１０日㈪午後１時３０分～４時
場中央図書館
定１０人（申し込み順）
申６月１６日午前１０時から直接また
は電話で同館４階メインカウンター

（☎７２８・８２２０）へ（２人まで申し込
み可）。
【③１日図書館員】
　夏休み期間中、図書館の仕事を体
験してみませんか？
対市内在住、在学の中学・高校生
日７月２７日、８月３日、１７日、２４日、
３１日、いずれも木曜日午前８時３０分
～午後４時ごろ（各日とも同一内容）
場中央図書館
内カウンター業務、予約が入った本
を探す
定各３人（初めての方を優先のうえ、
抽選）
申申込書（各市立図書館・町田市民文
学館に有り、町田市立図書館ホーム
ページでダウンロードも可）に記入
し、７月９日までに同館５階視聴覚資
料カウンター、各市立図書館または
町田市民文学館へ。

◇
問中央図書館☎７２８・８２２０

問子育て推進課
☎７２４・４４６８

町田市メール配
信サービス（ほ
っとメールまち
だ）で子育て情
報を配信中!

まちだ子育て
サイト
子育てひろば
カレンダー

　子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」でご案内しています。

子育てひろばカレンダー 検索

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

催し・講座催し・講座

６月議会が開会　補正予算などを審議
　平成 ２９ 年第 ２ 回市議会定例会が
６ 月 ２ 日に開会され、平成 ２９ 年度
一般会計補正予算など １４ 議案が提
出されました。
　議案の内訳は予算 ２ 件、条例 ２ 件、
契約 ６ 件、報告承認 ４ 件です。会
期は ６ 月 ２６ 日までです。
○予算案
　今回の補正予算額は、一般会計 ３
億 ５７６ 万 ２ 千円、特別会計 １５２６
万 ９ 千円、合計で ３ 億 ２１０３ 万 １
千円です。
　 補 正 後 の 予 算 額 は、 一 般 会 計
１４６４ 億 ６２７８ 万 ３ 千円、特別会

計 １２１６ 億 ９２０４ 万 ３ 千円、合計
２６８１ 億 ５４８２ 万 ６ 千円です。
　補正予算の主な内容は、待機児童
解消のための「保育士等キャリア
アップ支援事業」などです。
○条例案
　「町田市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の利用者負担額
等に関する条例の一部を改正する条
例」と「町田市特定教育・保育施設
及び特定地域型保育事業の運営の基
準に関する条例の一部を改正する条
例」です。

おいで下さい　特定の期日に行うイベント
催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）

あんさんぶるＳＷＡＮ　チェロ・コンサート ６月２５日午後１時３０分開演予定 ひなた村カリヨンホール 無料 矢田☎７８５・５３６３ 自由にご来場下さい
「朗読で楽しむ」つるの会主催のミニ朗読会です ６月２５日㊐午後２時～３時 町田市民文学館大会議室 無料 橋本☎７３６・０４５５ お気軽においでください
お茶会（裏千家）　座敷用の椅子もあり快適です ６月２６日㊊午後１時～３時 三輪コミュニティセンター ５００円 後藤☎０４４・９８８・５９６１ お気軽にお越しください
フィリピン人先生と英語でダンスしませんか？ ６月２９日㊍午後５時から 都営金森一丁目第２集会所 ５００円 カズ☎０７０・５５８３・０４４１ 小学生～大人どなたでも
岩田マンドリーノ・シンフォニカ第５７回演奏会 ７月２日㊐午後１時３０分開場、２時開演 町田市民ホール 無料 引木☎７２８・９１１３ 当日正午より整理券を配布
月蓉会ダンスパーティ～ミキシング・トライアル有 ７月３日㊊午後１時１５分～４時 木曽山崎コミュニティセン

ター ５００円 松本☎７３５・７４５６ 次回８月７日
初心者民謡講座　全１０回　町田市民謡協会主催 ７月６日㊍午前１０時～正午 生涯学習センター ２０００円 志賀叶祥☎０９０・１６００・１７５８※要電話 ９月まで毎月２～４回㊍開催
いきいき薬膳　夏の養生料理 ７月１１日㊋午前１０時～正午 町田市民フォーラム ２２００円 清水玲子☎７２８・５６２８※要電話 ９月も開催予定
成瀬尾根「やまゆり観賞会」野草園と周辺に咲く花 ７月１７日㊗午前９時３０分～正午 成瀬台庚申塚公園集合 無料 成瀬の自然を守る会・塚本☎７２７・２３３５ ２丁目バス停そば雨天中止
外国料理教室～７月はスペイン料理～４品作ります ７月２０日㊍午後１時～５時 生涯学習センター調理室 ２０００円 大澤☎７９１・４１１４※要電話 カスティージャ風スープ他
第１３回ウクレレとフラのコンサート ７月２２日開演午後１時 町田市民フォーラム 無料 石川るり子☎０９０・５５４５・９３１５ お気軽にお越し下さい
そば打ち体験をして試食します　初めての方歓迎 ７月３０日㊐午前１０時～午後１時 町田市民フォーラム調理室 ８００円 じゃおクラブ玉木☎０８０・１２８４・２４２９ おやじクラブ、要電話申込

市民の広場 　「市民の広場」は、市民の皆さんの交流や、仲
間づくりを応援するコーナーです。
　サークル活動のイベントをお知らせする「お

【コーナー掲載の申込方法】
●必ず「掲載ルール」をご覧下さい。
●おいで下さい：毎月１５日号です。掲載された場合、次は３か月後以降
に申し込めます。申込期間＝掲載したい月の前月の１日～２０日
●仲間に：年２回掲載で、次回は１１月１５日号です。次回申込期間＝８月
１５日～１０月２０日
　申込用紙と掲載ルールは広報課（市庁舎４階）で配布しています（町
田市ホームページでダウンロードも可）。市HP 検索市民の広場
問広報課☎７２４・２１０１

いで下さい」のコーナーと、会員募集を掲載する「仲間に」があり、「おい
で下さい」は毎月１５日号、「仲間に」は年２回掲載しています。
※ 活動内容の確認やトラブルの解決は、当事者間でお願いします（市は関与

していません）。また、各開催施設へのお問い合わせはご遠慮下さい。
※ 市民サークルに関しての情報は 施設案内予約システム 検索 の「団体・サ

ークル紹介」でもご案内しています。


