
10 2018．2．15 電話（☎042・724・5656）やインターネットのイベント申込システム（ イベシスで検索）
で申し込みができます。コード＝インターネットで24時間申し込みができます。イベント申込システム 町田市イベントダイヤル

日2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市役所まち☆ベジ市

●ひなた村
【科学クラブ～「糖

あ ま さ

度」を色で測ってみ
よう！偏光のきらきらファンタジー】
対市内在住、在学の小・中学生日３月
１８日㈰午前１０時～正午内偏光につ
いての講義、偏光スコープの製作と
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
５００円申２月１５日午前１０時から電
話でひなた村へ
【たきび　あそび　よろこび】
対市内在住、在学の小学３～６年生日
３月２４日㈯午後１時～４時内ねじり
パン作りと森の外遊び定２０人（申し
込み順）費２００円申２月１５日午前１０
時から電話でひなた村へ
【町田市少年少女発明クラブ～会員、
準会員募集】
　同クラブは、全国チャレンジ創造
コンテスト（からくりパフォーマン
スカー）で４年連続金賞を受賞する
など、全国２１２クラブの中でも一、二
を争う中心的団体です対市内在住、
在学の小学３年生～中学生（準会員

は小学２年生から可）日４月８日～
２０１９年３月中旬の原則月１回日曜
日、午前９時３０分～午後４時、全１４回
（準会員は９回）場ひなた村等内科学
講座、アイデアものづくり、水ロケッ
ト、こま、卵落とし大会等、筑波宇宙
センター見学（希望者）講大学教授、
大手企業技術者、弁理士、作家等定各
５０人（抽選、結果は３月上旬に郵送）
費会員１万３０００円、準会員８０００円
（年会費、保険料含む）申ハガキに住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・性別
・学校名・新学年・会員／準会員の別
を明記し、３月１日まで（消印有効）に
町田市少年少女発明クラブ（〒１９４
－００１４、高ヶ坂３－６－１５、☎７２８
・１５０４）へ／理科工作が好きな「ボ
ランティア指導者」も募集します。詳
細は同クラブへ

◇
問ひなた村☎７２２・５７３６
●子どもセンター合同事業～町田市
一周チャレンジハイク
　市内一周約７４ｋｍを３日間かけて

歩きます対市内在住、在学の小学５
年生～１８歳の方日程３月２６日㈪～
２８日㈬／集合・解散は市庁舎宿泊場
所２６日＝子どもセンターつるっこ、
２７日＝大地沢青少年センター定３０
人（申し込み順）費３０００円申２月２４
日午前１０時３０分から直接または電
話でつるっこ（☎７０８・０２３６）へ（申
し込みは本人または保護者に限る）
●子どもセンターただＯＮ～臨時休
館
　町田市議会議員選挙及び町田市長
選挙投票所となるため、２月２４日㈯
午後６時～９時、２５日㈰終日は臨時
休館します問ただＯＮ☎７９４・６７２２
●大地沢青少年センター
【親子で草戸山ハイキング＆バード
コール作り】
　町田市最高峰の草戸山をハイキン
グしたあと、同センターでオリジナ
ルのバードコールを作ります対市内
在住、在学の小学生の親子日３月１０
日㈯午前９時３０分～午後０時２０分
（雨天中止）定２０人（申し込み順）費１
人３００円申２月１５日午前９時から電
話で同センターへ
【春の子どもキャンプ】
　キャビンに宿泊し、野外炊事や自
然散策をします対市内在住、在学の
小学４～６年生日３月１７日㈯午前８時
３０分～１８日㈰午後４時、１泊２日場
同センター定４０人（抽選）費２０００円
申ハガキに住所・氏名（ふりがな）・電
話番号・学年・性別・送迎バスの利用
の有無を明記し、２月２３日まで（必
着）に大地沢青少年センター（〒１９４
－０２１１、相原町５３０７－２）へ（グル
ープ単位で申し込みも可）

◇

※ＪＲ横浜線相原駅西口～同センタ
ー間の送迎バスを運行します問同セ
ンター☎７８２・３８００
●生涯学習センター～春休み親子講
座
【親子で取り組む、初めての「将棋」】
　市内在住のプロ棋士が、参加者の
レベルに合わせて指導します対小学
生以上とその保護者日３月２５日㈰午
前１０時～正午内将棋のルール説明、
講師による指導対局、将棋の歴史、礼
儀作法等の講義講（公社）日本将棋連
盟・勝又清和六段
【親子で取り組む、初めての「どうぶ
つしょうぎ」】
　「どうぶつしょうぎ」考案者が指導
します対４歳～高校生とその保護者
日３月２４日㈯午前１０時～正午内ル
ール、礼儀作法、戦い方講（公社）日本
将棋連盟・北尾まどか女流二段
　　　　　　　　◇
場同センター定各３０人（申し込み
順）申２月１５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～子ども講座　あ
なただけの森をつくろう
対４歳～小学生（未就学児１人につき
保護者１人同伴、小学生は子どもの
みの参加も可）日３月２４日㈯午後１
時３０分～４時３０分場同館内フロッ
タージュ（こすりだし）の技法を使っ
て森を描く講画家・東田理佐氏定２５
人（保護者を含む）／抽選（結果は３
月８日ごろ全員に郵送）費子ども１人
につき５００円申２月１６日正午～３月
４日にイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６コード１８０２１６Ｈ）へ（同館ホ
ームページで申し込みも可）問同館
☎７２６・２８８９

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。

●八王子年金事務所からのお知らせ
【国民年金保険料の納付は口座振替
をご利用下さい】
　国民年金保険料の納付には、納付
書・クレジットカードでの納付の他
に、口座振替による納付もできます。
口座振替で、２年・１年・半年分をまと
めて納付（前納）すると、保険料がそ

れぞれ割引になります／なお、当月
に口座振替する早割制度もありま
す。前納を希望する方は、２月末まで
に金融機関または同年金事務所へ手
続きが必要です。詳細はお問い合わ
せ下さい
【確定申告で国民年金保険料の控除
を希望する方へ】
　２０１７年１月～１２月の間に納付さ
れた国民年金保険料は、確定申告で
社会保険料控除の対象となります。

申告の際には、国民年金保険料の納
付を証明する「社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書」や国民年金保険
料の「領収証書」を提出して下さい。
控除証明書は、２０１７年１１月上旬に
送付されています（２０１７年１０月以
降に初めて保険料を納付した方には
２月上旬に送付）。紛失等による再発
行はお問い合わせ下さい

◇
問ねんきんダイヤル☎０５７０・０５・

１１6５、０５０から始まる電話の方＝
☎０３・6７００・１１6５、同年金事務所
☎０４２・6２6・３５１１
●町田市シルバー人材センター～入
会説明会
対市内在住の6０歳以上で、健康で働
く意欲のある方／趣旨に賛同のう
え、会員になっていただきます日３
月１２日午後１時３０分から場わくわ
くプラザ町田３階講習室問同センタ
ー☎７２３・２１４７

情報コーナー

【子どもグループ募集】　①のみ材料費として１０００円必要です。
グループ名 対象／日時／内容／定員 申し込み

①ネイチャー

市内在住、在学の小学３年生～中学生／４月８日
㈰から１年間、原則月１回日曜日、午前１０時～午
後３時／ひなた村の自然を生かしたさまざまな
活動を行う／３６人（高学年を優先のうえ、抽選）
※３月１８日に保護者説明会があります。

往復ハガキに住所・氏名
（ふりがな）・新学年・電話
番号・市外の方は学校名、
返信用にも宛先を明記
し、２月２８日まで（必着）
に ひ な た 村（ 〒１９４ -
００３２、本町田２８６３）へ。
※定員に満たない場合は
３月１日午前１０時から電
話で受け付けます。

②遊び

市内在住、在学の小学２～４年生（継続参加は中学
生まで）／４月１１日㈬から１年間、原則毎週水曜
日、午後３時３０分～５時（冬季は午後４時３０分ま
で、夏休み期間等は休み）／外遊びを楽しむ／１６
人（抽選）
※３月２１日に保護者説明会があります。

③人形劇

市内在住、在学の小学３年生～高校生／原則毎週
日曜日、午前９時３０分～正午／役を決め、人形の
デザインを考え制作し、公演に向けて人形劇の
練習を行う／２０人（申し込み順）
※４月１５日に保護者説明会があります。

４月１日午前１０時から電
話でひなた村（☎７２２・
５７３６）へ。

おいで下さい　特定の期日に行うイベント

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５月１５日号です。次回申込期間＝２月
１５日～４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 まちだ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。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
芹ヶ谷ひだまり荘ひなまつりにおこし下さい ２月１７日㊏～３月４日㊐午後４時３０分迄 芹ヶ谷ひだまり荘 無料 高島☎０９０・５５１５・０２６６ 吊し飾り・手まり等有り
はじめよう！車いすダンス・スポーツ ２月１８日㊐午後３時～４時３０分 サン町田旭体育館多目的室 無料 丸山☎０９０・３５２５・０８４３ 車いすの方・健常者・歓迎
読書会　課題本「ヤシ酒飲み」 ２月２０日午後１時３０分から 町田市民文学館 無料 小宮山☎７２２・２８７２
講演会「高次脳機能障がい者の社会参加のために」 ２月２８日㊌午後２時～４時 町田市民フォーラム４階 無料 レインボー町田・西川☎７２６・５２２８ ＯＴの先生の話
成瀬尾根緑地「野鳥観察会」早春の尾根の小鳥たち ３月４日㊐午前９時３０分～正午 成瀬台庚申塚公園 無料 成瀬の自然を守る会・塚本☎７２７・２３３５ 雨天中止
はがき俳画作品展 ３月７日㊌～１２日㊊午前１０時～午後４時 生涯学習センター 無料 山中☎７２５・２０４７ 俳画・かえでの会
はまなすダンスパーティー（ダンス大好き） ３月７日㊌午後１時～４時 健康福祉会館 ５００円 星山☎７２６・４９７３ お誘い合ってご参加下さい
第５５回まちだ写好会春季写真展　風景花スナップ等 ３月１４日～１９日午前９時３０分～午後４時 町田市フォトサロン 無料 小林伸太郎☎０９０・４０２６・７７６６ 初日午後１時から最終日３時迄
酒匂川にて室内鑑賞石を探そう会参加者募集気楽に ３月１８日午前８時集合 小田急線町田駅下り待合室 交通費実費 堀泰洋☎０９０・８６８４・４７１６ 主催　武相愛石会


