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催し・講座
生涯学習センター～体験講座

【地域をもっと元気に！交流を通し
て楽しく学ぶお手伝い！】
仲間づくり、地域づくりにあなた
の力を活かしませんか。聞く、
語り合
う、
やってみる講座です。
対全回出席できる生涯学習センター
の活動に興味のある方
日１２月１日、８日、２２日、２０１８年１月
１２日、２６日、いずれも金曜日午前１０
時～正午、
全５回
場同センター
内なぜ地域で交流が求められるの
か、
調べ学習の計画を立てよう、調べ
たことを語り合おう、交流の場づく
り、地域に開かれた交流の実施に向
けて
講玉川大学教授・中村香氏、東京学芸
大学准教授・倉持伸江氏
定３０人
（申し込み順）
申１１月１日午前９時から電話で同セ
ンター
（☎７２８・００７１）へ。
生涯学習センター・昭和薬科大学共
催

講

演

会

「インフォームド・コンセント」
「患
者の自己決定権」
「患者中心の医療」
などの言葉を耳にするようになって
久しいですが、それらを実現するた
めにはどうすればいいのか、一緒に
考えてみませんか。
日１２月２日㈯午後２時～４時
場町田市民フォーラム
内「健全に病むということ～自分の感
覚と懐疑心を大切に」
「あなたは薬の
ことをどのくらい知っていますか？
～医薬品の情報を使いこなそう！」
講
（特）
健康と病いの語りディペック
ス・ジャパン理事長 別府宏圀氏、昭
和薬科大学医薬品情報部門教授・山

情報コーナー
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【①一般公募
（家族向、単身者向）②若
年夫婦、子育て世帯向（定期使用住
宅）
】
単身者向は、都内に３年以上居住、
年齢等の要件有り／②は、これまで

イベントカレンダー
●市立総合体育館
【親子で鉄棒教室】
対市内在住、在園の５・６歳
児とその保護者日①１２月２日㈯、３
日㈰、午前９時１５分～１０時１５分②
１２月２日㈯、３日㈰、午前１０時３０分
～１１時３０分、各全２回定各２０組（抽
選）費１組１０００円申往復ハガキ（１組
１枚）に必要事項を明記し、１１月１５
日まで（消印有効）に同館へ（同館ホ
ームページで申し込みも可）
【元オリンピック選手による体操教
室】
対①市内在住、在園の５・６歳児②市
内在住、在学の小学生日１２月１０日
㈰①午前９時１５分～１０時１５分②午
５分でわかる町田のストーリー

町田市農業研修

サツマイモ収穫体験

市では、市が開設した研修農場で
援農者等の育成を目的とした農業研
修を行っています。
研修生が育てたさつま芋を収穫し
ませんか。
※収穫したさつま芋は持ち帰れます。
※新鮮野菜も販売します。
対市内在住の方（小学生以下は保護
者同伴）
日１１月１９日㈰、午前１０時～１１時、
午後１時～２時（雨天中止）
場町田市農業研修農場第２圃 場（小
野路町）
定各５０人（申し込み順）
費１口３株５００円（１人１口まで）
※家族やグループで参加の場合は、
参加人数分以下の口数でも可能で
す。
申１１月２日正午～１２日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎ ７ ２ ４・５ ６ ５ ６コード
１７１１０２Ｄ）へ。
※現地への交通手段（駐車場２０台、
申し込み順）を明示して下さい。
問農業振興課☎７２４・２１６６
ほ

そらまめの会（多胎児の会）
母子健康手帳をお持ち下さい。
対双子・三つ子等の多胎児を育てて
いる方、出産予定の方やその家族
日１１月１３日㈪午前１０時１５分～１１
時１５分（受け付け＝午前１０時～１０
時１５分）
場南地域子育て相談センター（金森
保育園内）
内保護者同士の交流、情報交換、手遊
び等
問保健予防課☎７２５・５１２７
募集していた「定期使用住宅（若年フ
ァミリー向）」と「定期使用住宅（多子
世帯向）」が統合されたものです／そ
の他、一部制度の変更等もあります。
いずれも詳細は募集案内をご覧下さ
い。募集案内は１１月１０日まで、市庁
舎１階総合案内、各市民センター、町
田・南町田・鶴川の各駅前連絡所、木
曽山崎・玉川学園の各コミュニティ
センター、同公社町田窓口センター、

市立博物館展覧会

滑稽探索

田河水泡の研究とコレクション
問同館☎７２６・１５３１
歌川國芳
「み可けはこはゐがとんだいい人だ」
江戸後期 町田市立博物館蔵

地 域 の 交 流 仕 掛 人

本美智子氏
定１８８人（申し込み順）
申１１月８日正午からイベントダイヤ
ル
（☎７２４・５６５６コード１７１１０８Ａ）
へ。
問生涯学習センター☎７２８・００７１

人気漫画「のらくろ」の作者・田河
水泡と、水泡の長年にわたる滑稽研
究の資料にもなったコレクションを
ご紹介します。
会期１１月１８日㈯～２０１８年１月２１
日㈰
※会期中、一部作品の入れ替えがあ
ります。
休館日毎週月曜日（ただし２０１８年１
月８日は開館し、９日は休館）、年末年
始（１２月２８日～２０１８年１月４日）
みの参加も可）
開館時間午前９時～午後４時３０分
入館料一般３００円（障がい者１５０円、 日１２月２日㈯、午前１０時～１１時３０
分、午後２時～３時３０分（各回とも同
中学生以下無料）
一内容）
関連イベント
催しの参加には入館料（高校生以 定各１６人（申し込み順）
上の方）が必要です（④を除く）。
費１０００円
【①講演会～田河先生の門下になっ 【⑤学芸員によるギャラリー・トーク】
て】
日１１月２５日㈯、１２月２日㈯、１０日
日１２月１７日㈰午後２時～３時３０分
㈰、２０１８年１月６日㈯、２１日㈰、午後
講漫画家・山根青鬼氏
２時～２時３０分
定６０人（先着順）
定各２０人程度（先着順）
【②講演会～滑稽の研究の現在】
【⑥マルのつく日は缶バッジ・デイ】
日２０１８年１月１４日㈰午後２時～３時
会期中、毎月１０日、２０日、３０日（休
３０分
館日の場合は翌日）に、展覧会の内容
講東京工芸大学教授・細萱敦氏
にちなんだオリジナル・デザインの
定６０人（先着順）
缶バッジを２０人（先着順、１人１日１
【③落語会「元犬」
「芝浜」】
個限定）にプレゼントします。５個集
日１２月３日㈰午後２時～４時
めた方には更に特大プレミアム缶バ
出演遊興亭福し満
ッジを差し上げます。
定５０人（申し込み順）
日１１月２１日㈫、３０日㈭、１２月１０日
【④博物館で年中行事～ＵＶレジンで ㈰、２０日㈬、２０１８年１月１０日㈬、２０
クリスマスオーナメントを作ろう】 日㈯の開館時間内
１人２点 オ ー ナ メ
◇
ントを作ります。オ
場①～④同館２階講堂（エレベータ
ーナメントは携帯ス
ー無し）⑤同館１階展示室⑥同館受
トラップなどとして
付
使用できます。
申①②⑤⑥直接会場へ③④１１月８日
対小学生以上の方
正午からイベントダイヤル（☎７２４
（小学生は保護者同 ＵＶレジンで作る ・５ ６ ５ ６コード ③ １ ７ １ １ ０ ８ Ｃ④
伴、保護者は見学の オーナメント作例 １７１１０８Ｂ）へ。
都庁等で配布（各施設で開所日時が
異なる）、同公社ホームページで配布
期間中に限りダウンロードも可申郵
送で１１月１５日まで（必着）問同公社
都 営 住 宅 募 集 セ ン タ ー ☎０５７０・
０１０・８１０（土・日曜日、祝日を除く）
●「社会保険料（国民年金保険料）控
除証明書」が発行されます
２０１７年１月～９月に納付した国民
年金保険料額を証明する「社会保険

料（国民年金保険料）控除証明書」を
１１月上旬にお送りします（１０月～
１２月に初めて国民年金保険料を納
付した方には２０１８年２月上旬に送
付）。年末調整や確定申告の際には、
この控除証明書と１０月１日以降に納
付した保険料の領収証を提出して下
さい問ねんきん加入者ダイヤル☎
０５７０・００３・００４、０５０で始まる電
話の方＝☎０３・６６３０・２５２５

詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、
各ホームページをご覧下さい。

前１０時３０分～１１時３０分定各５０人
（抽選）費５００円申往復ハガキ（１人１
枚）に必要事項を明記し、１１月１５日
まで（消印有効）に同館へ（同館ホー
ムページで申し込みも可）
◇
問同館☎７２４・３４４０
●野津田公園
【フリーマーケット開催】
キッチンカーも出店します日１１
月１８日㈯、１９日㈰、午前１０時～午後
４時場同公園陸上競技場周辺
【リースづくり教室】
対小学生以上の方日１１月２５日㈯午
前１０時～正午内公園内で採れる植
物を使った季節のリース作り定２０

人（申し込み順）費１２００円申１１月１
日午前９時から電話で同公園管理事
務所へ
◇
問同公園管理事務所☎７３６・３１３１
（受付時間＝午前９時～午後５時、土
・日曜日、祝日も可）
●忠生公園～定例自然観察会「草木
の実と種」
草木の実と種の散布方法を学びま
す日１１月５日㈰午前９時３０分～１１
時３０分（雨天中止）場同公園自然観
察センター（忠生がにやら自然館）問
同公園☎７９２・１３２６
●鶴間公園～どんぐり教室
対１歳～小学生（小学２年生以下は保

護者同伴）日１１月５日㈰①午前１０時
から②午前１１時１５分から③午後１
時から④午後２時１５分から（受け付
けは①②午前９時３０分から③④午後
０時３０分から）／各回６０分の入れ替
え制場同公園パークハウス周辺（雨
天時はハウス内）内どんぐりやまつ
ぼっくりでオリジナルのオブジェや
人形を作成定３２組（先着順）費１組
３００円問同公園管理事務所（サン町
田旭体育館内）
☎７２０・０６１１
●小野路宿里山交流館
＜臨時休館のお知らせ＞
１１月９日㈭は、館内の一斉点検及
び清掃のため、臨時休館します問同
館☎８６０・４８３５

11月1日～30日「保育による切れ目のない支援」 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 まちテレ

検索

