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エフエムさがみ 83.9MHz　「東京町田インフォメーション」で町田の情報を放送中

催し・講座催し・講座
地 域 介 護 予 防 教 室
　講座終了後も仲間と共にグループ
活動を楽しみながら継続することを
目指します。
※当日及び講座については各高齢者
支援センターへお問い合わせ下さい。

【Ｌｅｔ＇ｓ！Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ！！～エンジョイ
ポールウォーキング】
　スキーのストックに似たポールを
使用する「ポールウォーキング」を通
して、短期間で安全に筋力・体力の維
持向上を図ります。
日１１月１５日〜２０１８年１月１７日の
水曜日（１２月２７日、１月３日を除く）、
午後１時〜３時、全８回
場杉山神社社務所杉山会館（つくし
野）
定３０人（申し込み順）
申１１月１日午前９時〜１０日午後５時
に電話で南第１高齢者支援センター
（☎７９６・２７８９）へ。
【ボッチャにトライしよう～一緒に
行う仲間をつくりゲームで身体を動
かし健康寿命をのばそう！】
　ニュースポーツ「ボッチャ」を習得
します。運動機能向上の講座も行い
ます。
日１１月３０日〜２０１８年１月２５日の
木曜日（１月４日を除く）、午後２時〜
４時、全８回
場リハステーション木曽西（木曽西）
講健康運動指導士・青島海樹氏
定１５人（申し込み順）
申１１月１日午前９時〜２９日正午に電
話で忠生第２高齢者支援センター
（☎７９２・１１０５）へ。

【読み聞かせ講座】
日１２月５日〜２０１８年１月３０日の火
曜日（１月２日を除く、第６回のみ１月
１７日）、午前１０時〜正午、全８回
場和光大学ポプリホール鶴川
定１５人（申し込み順）
申１１月１日午前９時〜２２日午後５時
に電話で鶴川第１高齢者支援センタ
ー（☎７３６・６９２７）へ。

◇
対市内在住の全回参加できるおおむ
ね６５歳以上の方
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
ＮＨＫ・市立図書館・（一財）町田市文
化・国際交流財団共催～「ゴッホ展
　巡りゆく日本の夢」

関 連 文 化 講 演 会
　東京都美術館で開催中の「ゴッホ
展　巡りゆく日本の夢」（会期＝
２０１８年１月８日まで）を専門家が解
説します。参加者には本展の招待券
を１人１枚差し上げます。
日１１月３０日㈭午後２時開演（終了予
定は午後３時４０分）
場和光大学ポプリホール鶴川
講東京都美術館学芸員・岡本純子氏
定２９５人（申し込み順）
申１１月７日正午〜１４日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１１０７Ｂ）へ（申し込みは２人まで）。
問中央図書館☎７２８・８２２０
車で出店！
まちエコ・フリーマーケット 
出 店 者 募 集
　家庭で不要になったものをリユー
ス（繰り返し使う）するフリーマーケ
ットの出店者を募集します。
日１２月３日㈰午前９時〜午後２時

場町田リサイクル文化センター隣接地
定４０台（申し込み順）
費２０００円
申１１月２０日までに直接または電話
で、（一財）まちだエコライフ推進公
社（☎７９７・９６１７）へ。
※詳細は同公社へお問い合わせ下さ
い。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
料理中に出るごみを減らそう！

使 い 切 り 料 理 教 室
　食材の使い切り・上手なアレンジ方
法・料理中に出るごみを減らすポイ
ント等を実践しながら紹介します。
※当日のメニューは、開催日の１〜２
週間前に案内文を送付します。
対市内在住の１８歳以上の方
日１１月３０日㈭午前１０時〜午後１時
場町田市民フォーラム
講町田地域活動栄養士会
定２０人（申し込み順）
費５００円（食材費等）
申１１月７日正午〜２０日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１１０７Ｃ）へ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
男女平等推進センター登録団体企画

町 田 の 歴 史 と 女 性
　性の尊重と人権を守る社会を目指
すために共に考えてみませんか。
日１１月２６日㈰午後１時３０分〜４時
場町田市民フォーラム
講横浜国立大学講師・上田誠二氏
定４０人（申し込み順）
申１１月２日正午〜２１日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１１０２Ｅ）へ。保育希望者（１歳６か
月以上の未就学児、申し込み順に１０
人）は１１月１４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
国際版画美術館～木版画一日教室

手 作 り の 年 賀 状
対高校生以上の初心者
日１２月５日㈫、６日㈬、午前１０時３０
分〜午後４時（各回とも同一内容）
場同館
内木版画で単色または２色刷りの年
賀状を作成（図柄は干支の図案を含

め同館で用意）
講版画家・木下泰嘉氏
定各１６人（抽選、結果は１１月２４日ご
ろ全員に郵送）
費３０００円
申１１月２日正午〜１９日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１１０２Ｈ）へ（同館ホームページで
申し込みも可）。
※両日への申し込みはできません。
問同館☎７２６・２８８９

多様な働き方セミナー
【セミナー＆相談会～よく分かる！
パート・契約社員で働くときの基礎
知識】
日①１１月１７日㈮②１１月２１日㈫、午
後１時３０分〜４時３０分
場多摩市立関戸公民館
内①労働契約を結ぶときのポイン
ト、労働条件通知書と就業規則の見
方、有期労働契約の更新・無期転換、
労働契約の終了（解雇、雇止め等）、パ
ートタイム労働法のポイント②１０３
・１０６・１３０・１５０万の壁、各保険の
給付制度と知っておきたい制度、妊
娠・出産・育児期間の働き方と社会保
険の支援制度
講社会保険労務士・横山玲子氏
定各６０人（申し込み順）
申電話またはＦＡＸで東京都労働相
談情報センター八王子事務所（☎
０４２・６４３・０２７８返０４２・６４５・
７１８５）へ（ＴＯＫＹＯはたらくネット
ホームページで申し込みも可）。
問産業観光課☎７２４・２１２９

第３回ふれあいコンサート
　町田市ゆかりの現役芸大生が奏で
るデュオ・コンサートです。
対６歳以上の方
日２０１８年１月１４日㈰午後２時３０分
から
場鶴川市民センター
出演盛川奈 （々バイオリン）、坂牧春
佳（ピアノ）
定３５０人（申し込み順）
費５００円（全席自由）
申１１月７日正午からイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６コード１７１１０７Ｆ）へ。
問町田市民ホール☎７２８・４３００、町
田市鶴川市民センター☎７３５・
５７０４

まちだ好きあつまれ！まちだ〇
まる

ごと大作戦１８－２０を盛り上げよう！
「まちだ好きの集い」参加者募集

問広報課３ヵ年シティプロモーション担当☎７２４・４０８４

１１月９日㈭～１５日㈬　秋の火災予防運動
火の用心　一人一人の心掛け

問町田消防署☎７２２・０１１９、町田市防災課☎７２４・３２５４

全国一斉情報伝達訓練の実施
問防災課☎７２４・３２１８

　「まちだ〇ごと大作戦１８－２０」
は、市民や地域の皆さんが「やって
みたい」と考える提案の実現を目
指す取り組みです。
　今回は、「スポーツ」、「文化」、「に
ぎわいづくり」、「子育て」などをテ
ーマに、大作戦のコンセプトの理
解を深めながら提案につなげてい
くワークショップを行います。
　大作戦がどんなものか理解した
い、大作戦でアイデアを提案した
い、自分と同じことを考えている

【住宅火災が増加中です】
　市内では、今年１月〜８月の間に
６７件の火災が発生し、１人の尊い
命が失われています。特に、電気火
災が急増しており、コンセントや
コードを正しく使用していないこ
とが原因で発生しています。

【各種イベントを実施します】
　詳細は、町田消防署ホームペー
ジをご覧下さい。
日・内１１月１３日㈪午後３時から＝
消防演習

仲間をつくりたい、誰かの取り組
みをサポートしたいなど、大作戦
に関わりたいと考えている方は、
どなたでもご参加いただけます。
日１１月１９日㈰午前９時３０分〜午
後０時３０分
場市庁舎
定８０人（申し込み順）
申１１月８日正午〜１６日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１１０８Ｄ）へ。

場市庁舎
町田消防署庁舎移転のお知らせ
　町田消防署は、１１月２１日㈫に
移転します。
新所在地本町田２３８０－３（本町田
小学校北側）
新電話番号７９４・０１１９
新ＦＡＸ番号７９４・０１４０
※移転に伴い、１１月２１日は受付
業務ができません。お急ぎの場合
は、お近くの消防出張所へお願い
します。

　総務省消防庁から発信されるＪ
アラート（全国瞬時警報システム）
を使用した全国一斉情報伝達訓練
を実施します。この訓練は、弾道ミ
サイル情報や緊急地震速報等、Ｊア
ラートが情報を受け取り、自動で
町田市防災行政無線屋外スピーカ
ー及び戸別受信機から市内全域に
放送されることを確認するもので
す。詳細は、町田市ホームページを
ご覧下さい。
※町田市メール配信サービスに登
録している方には、事前にお知ら
せします。
日１１月１４日㈫午前１１時ごろから
※災害等が発生した場合には予告
なく中止する場合があります。

※Ｊアラートから配信され、自動で
同無線屋外スピーカー及び戸別受
信機から放送する情報は下表のと
おりです。

消防団員
募集中！

国民保護関係
情報

武力攻撃事態における警
報（ゲリラ等による攻撃）
武力攻撃予測事態におけ
る警報（航空攻撃）
弾道ミサイルに係る警報
緊急対処事態における警
報（大規模テロ）

緊急地震速報 推定震度5弱以上のとき
気象警報 大雨特別警報など

火山噴火警報 噴火警戒レベル4以上（避
難準備）など

※Jアラート以外にも市庁舎に設置している
計測震度計での計測震度が震度4以上の場
合、自動で同無線屋外スピーカー及び戸別受
信機から放送されます。


