
8 2017．7．15 催しや講座など、申込方法の記載がない場合は直接会場へおいで下さい。

7月1日～31日「停電でも消えない街路灯“消えないまちだ君”」 町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索

催し・講座催し・講座
か ら だ 測 定 会

【お子さん連れ大歓迎！測って、知っ
てきれいを目指す！からだ測定会】
対市内在住の６４歳以下の女性
日７月２０日㈭①午前９時４５分～１１
時１５分（受け付けは午前１０時まで）
②午前１１時１０分～正午（受け付け
は午前１１時４０分まで、②はお子さ
ん連れの方優先）
場忠生市民センター２階ホール
内①血管年齢測定、体重体組成（から
だ年齢）測定、しこりチェッカー（乳
がん自己触診用）、保健師・栄養士講
話、個別相談（希望者のみ）②測定（講
話、相談はありません）
問保健予防課☎７２２・７９９６

食 育 ツ ー リ ズ ム
　食への関心を高め、食に対する感
謝の心を育むことを目的に、農業と
商業が協働して「食育ツーリズム」を
実施します。
対市内在住の３歳～中学生とその保
護者（親子参加必須）
日８月１１日㈷午前９時～午後２時、集
合・解散は市庁舎前（小雨実施）
内図師町の農園で夏野菜を収穫、忠
生市民センターで洋食「航

こ

旅
りょう

莉
り

屋
や

」
のシェフによる採れたて夏野菜を使
った調理体験
定２５人（申し込み順）
費１６００円（収穫体験代、食材費、保
険料）
申７月２０日正午～８月１日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）へ。
問保健予防課☎７２２・７９９６
夏休み親子でワクワク
鶴見川探検バスツアー

【鶴見川流域の見所をまるごと体験】
　市民・市民団体・企業・行政の連携
による鶴見川流域水マスタープラン
の取り組みを体験します。
※鶴見川流域水協議会（国土交通省
関東地方整備局・東京都・神奈川県・
横浜・川崎・町田・稲城市）の主催で
す。
対小学３年生以上の親子

日８月９日㈬午前９時～午後３時３０
分、集合は午前８時４５分にＪＲ横浜線
淵野辺駅南口、解散はＪＲ横浜線新横
浜駅（荒天時は翌日に順延）
見学地鶴見川源流保水の森～恩廻公
園調節池～鶴見川多目的遊水地
内鶴見川源流保水の森、調節池など
の治水施設の見学、鶴見川の生物調
査（魚捕り）体験等
定４５人（鶴見川流域在住、在勤の方
優先のうえ、抽選）
持ち物昼食、飲み物、水に濡れても良
い靴（指先が守れるもの）、雨具等
※歩きやすい靴と服装でおいで下さ
い。
申住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
ＦＡＸ番号・年齢と参加者全員の氏名

（ふりがな）・年齢を明記し、７月２０日
午後５時までにＦＡＸまたはＥメール
で、鶴見川流域水協議会申込窓口ア
ジア航測㈱（返０４４・９６５・００３２遍
ｍｉｚｕｍａｓｕ．ｔｓｕｒｕｍｉ＠ａｊｉｋｏ．ｃｏ．ｊｐ）
へ。
問同協議会申込窓口アジア航測㈱☎
０４４・９６７・６３２０（受付時間＝月～
金曜日の午前１０時～午後５時〔祝休
日を除く〕）、町田市下水道総務課☎
７２４・４２９０
「町田市わたしの便利帳」
広 告 を 募 集 し ま す

　市の業務案内などを掲載する「タ
ウンページ別冊版・町田市わたしの
便利帳」を、２０１８年１月に全戸配布
します。このたび本誌に掲載する広
告を募集します。
※広告掲載依頼の営業に、趣意書を
携えた業者が企業等を訪問する場合
があります。
広告サイズＡ４全面、Ａ４の１／２、Ａ４
の１／４、Ａ４の１／８
※詳細及び申し込みは、ＮＴＴタウン
ページ（株）（錆０１２０・２１５・０５９）へ
お問い合わせ下さい。
問広報課☎７２４・２１０１
新規就農者～町田のＮＥＷファーマ
ーズの
農産物を直売します

　市が、遊休農地を仲介・賃借する町
田市農地利用集積円滑化事業で、新
たに農業経営を始めた「新規就農者」

が農産物の直売を行います。
日７月３１日㈪午前１０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
市立博物館・黄金の地と南の海から
～東南アジア陶磁の名品
関 連 催 事

　いずれも直接会場へおいで下さい。
※①②は、別途入館料が必要です。
【①講演会～日本出土の東南アジア
陶磁】
日８月２６日㈯午後２時～３時３０分
講日本考古学協会会員・鈴木裕子氏
定６０人（先着順）
【②スライド・レクチャー～行ってみ
たくなる東南アジアの風土と歴史、
旅と焼きもの】
　同館学芸員が紹介します。
日・内ベトナム編＝７月２３日㈰、クメ
ール（カンボジア）編＝８月５日㈯、タ
イ編＝８月１９日㈯、ミャンマー編＝
９月２日㈯、いずれも午後２時～２時
４０分
定各６０人（先着順）

【③編み細工の馬を作ろう！】
　お盆の時期である旧暦の七夕（今
年は８月２８日）に、先祖の霊や田の神
様の乗り物として作られていた「七
夕馬（カヤカヤ馬）」を作ります。今回
は手芸用クラフトテープを使います。
日８月２７日㈰、午前１１時～１１時４０
分、午後２時～２時４０分
定各１５人（先着順）
【④シンポジウム～ガラスを彫る】
　ガラスの装飾技法に対する理解を
深めることを目的としたシンポジウ
ムです。作家が自己と作品をテーマ
に実演を交えて発表した後、パネル
ディスカッションをします。
※日本ガラス工芸学会と共催です。
日８月２０日㈰午後１時～４時
講江戸切子職人・大場和十志氏、グラ
ヴィール作家・花岡和夫氏、グラヴィ
ール作家・後閑博明氏、サンドブラス
ト作家・木越あい氏
定２５人（先着順）

◇
場同館２階講堂（エレベーター無し）
市HP 黄金の地  検索
問同館☎７２６・１５３１

開催します
第１６回全国車椅子バスケットボール大学選手権大会

　この大会は、障がいのある方々と一緒に競技を行い、車椅子バスケットボ
ール日本一を競う大会です。障がいのある人もない人と同様の生活ができ
るノーマライゼーション社会の実現に向け、先駆的に開催される大会へ観
戦においで下さい。
日８月１２日㈯午前１０時３０分～午後７時、１３日㈰午前９時４５分～午後３時
３０分

【車椅子バスケットボール体験会】
　大会２日目の決勝戦前に開催します。
対小学１年生以上（障がいの有無に関
わらずどなたでも参加可）
日８月１３日㈰午前１１時３０分～正午
定３０人（申し込み順）
申氏名（ふりがな）・電話番号・年齢・性
別を明記し、８月４日午後５時までにＥ
メールで車椅子バスケットボール大学
選手権体験講座事務局（ｇｂｐ．ｔａｉｋｅｎｋｏ
ｚａ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ）へ。

◇
場市立総合体育館メインアリーナ
市HP 車椅子バスケットボール  検索
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

８、９月の母子健康案内　お気軽にご相談下さい　※プレママクッキングを除き、各日とも同一内容です。
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（申し込み制）
申イベントダイヤル（☎７２４・５６５６
コードＡコース＝１７０３０１Ｍ、Ｂコー
ス＝１７０３０１Ｎ）へ

１６～３５週の妊
婦とその夫 健康福祉会館

Ａコース
８月４日、９月８日㈮ 午後１時３０分～

４時
妊娠中の過ごし方、歯の衛生等

保健予防課
地域保健係
☎７２５･５１２７

８月１８日、９月１５日㈮ 分娩経過とリラックス法等
Ｂコース ８月２６日㈯、９月２３日㈷ 午前１０時～正午 もく浴実習、妊婦体験等

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 ８月７日、２１日、９月１１日、２５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

鶴川保健センター ８月１４日、９月４日㈪
子どもセンターばあん ８月１８日、９月８日㈮
忠生保健センター ８月２８日㈪、９月１９日㈫
小山市民センター ９月６日㈬

母性保健相談、母乳育児相談
申来所相談と乳房マッサージは要
予約、電話で保健予防課へ

市内在住の方
（里帰り中の方
の参加も可）

健康福祉会館 ８月３日、１０日、１７日、２４日、３１
日、９月７日、１４日、２１日、２８日㈭

午前１０時～正
午、午後１時～３
時

助産師による相談、乳房マッサ
ージ～電話相談は随時可、健康
福祉会館（☎７２５・５４１９）へ

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
コード１７０３１５Ｐ）へ

１６～３５週の妊
婦 健康福祉会館 ８月３１日、９月２８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）

保健予防課
保健栄養係
☎７２２・７９９６

離乳食講習会（初期・後期）、
幼児食講習会

（いずれも申し込み制)
申イベントダイヤル（☎７２４･５６５６
コード初期＝１７０３１５Ｓ、後期＝
１７０３１５Ｋ、幼児食＝１７０４１８Ｙ）へ

４～６か月児の
保護者

健康福祉会館
初期

８月１日㈫、２２日㈫、９
月１４日㈭

午前１０時５分～
１１時４５分

離乳食の話と試食
鶴川保健センター ９月２６日㈫ 午後１時４０分～

３時２０分

８～１０か月児の
保護者

健康福祉会館
後期

８月７日、９月１１日㈪ 午前１０時５分～
１１時４０分 離乳食後期の話と試食、歯の話

鶴川保健センター ９月２６日㈫
１歳６か月～２歳
０か月児の親子 健康福祉会館 幼児食 ８月９日㈬、９月５日㈫ 午前９時５５分～

１１時４５分 親子遊び、幼児食の話と試食

まちだ子育てサイト 検索


