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3月1日～31日「公共施設の未来を考える」 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

福祉サポートまちだ
成年後見制度出張講座

【ご存知ですか？成年後見制度】
日３月１５日㈭午後２時～３時
場成瀬コミュニティセンター
内成年後見制度（法定後見制度）概要
や手続きの流れ、相談先の紹介等
定２０人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、直接、電
話またはＦＡＸで、（社福）町田市社会
福祉協議会福祉サポートまちだ（町
田市民フォーラム４階、☎７２０・９４６１
返７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７
自由民権資料館

町田自由民権カレッジ 
受 講 生 募 集
　受講生が自ら調査や学習・研究を
進める力を身に着けることを目的に
３年間（全４５回）で行う講座です。
対初めて受講する方
日１年目＝４月２１日、５月１２日、１９日、
６月２日、１６日、３０日、７月１４日、９月
８日、２２日、１０月６日、２０日、１１月１０
日、２４日、１２月１日、１５日、いずれも
土曜日午前１０時～正午、年１５回
場同館
内町田を中心に武相地域の幕末・明
治期の歴史を学ぶ（１年目＝座学中
心、２年目＝ゼミ形式で幕末・明治期
の史料を読む、３年目＝研究発表や
卒業論文を書く）
定３０人（市内在住、在勤、在学の方
〔市内の学習団体等で活動している
方を含む〕を優先のうえ、抽選）
費４０００円／年（別途フィールドワ
ーク時の損害保険加入料が必要）

申往復ハガキに講座名「町田自由民
権カレッジ」、住所・氏名（ふりがな）・
電話番号、在勤・在学の方はその旨を
書き、返信用にも宛名を明記し、４月
２日まで（必着）に、自由民権資料館
（〒１９５－００６３、野津田町８９７）へ。
問同館☎７３４・４５０８
生涯学習センター~学生活動報告会

ガ ク マ チ Ｅ Ｘ Ｐ Ｏ
　町田・相模原地域で活躍している
学生団体が、活動紹介や各団体ブー
スでの交流などを通して、日ごろの
成果を地域で活動する皆さんに向け
てＰＲするイベントです。
日３月１５日㈭午後１時～４時（入退場
自由）
場生涯学習センター７階ホール
問同センター☎７２８・００７１
開講します

２０１８年度前期ことぶき大学
　日程等の詳細は、募集プログラム
の冊子（生涯学習センター、各市民セ
ンター、各市立図書館等で配布、町田
市ホームページでダウンロードも
可）をご覧下さい。
対市内在住の２０１８年４月１日現在
６０歳以上の方
日①７月～９月の土曜日、午前１０時
～正午②５月～１２月の土曜日、午後
２時～４時③４月～２０１９年２月の金
曜日、午後２時～４時④４月～７月の

金曜日、午前１０時３０分～正午⑤５月
～６月の木曜日、午後２時３０分～４時
３０分、各全６回
場生涯学習センター
内①世界文学の中の村上春樹②合戦
から読み解く戦国社会～東の戦い・
西の戦い③日本の名建築総ざらい～
法隆寺から現代建築まで④なつかし
い歌をうたって、声の力でエネルギ
ッシュになりましょう！⑤オリンピ
ックを哲学する
定各１５８人、④のみ１００人（抽選）
申募集プログラムに添付の往復ハガ
キ（往返信ともに６２円切手貼付、市
販の往復ハガキも可）に、希望コース
名（第２希望まで）・住所・氏名（ふり
がな）・電話番号・年齢・性別を明記
し、３月２０日午後５時まで（必着）に、
直接または郵送で生涯学習センター
（〒１９４－００１３、原町田６－８－１）へ。
問同センター☎７２８・００７１
おいしく！楽しく！健康に！

男 性 料 理 教 室
　栄養バランスが良く、繰り返し作
れるメニューを調理・会食します。
対市内在住の６５歳以上の料理初心
者の男性で、全回参加できる方
日４月１２日㈭、２０日㈮、２７日㈮、午
前１０時～午後１時、全３回
場町田市民フォーラム
定２０人（抽選、結果は３月２７日ごろ
発送）

費２０００円（食材費等）
申３月６日正午～１２日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０３０６Ｂへ。
※当日の詳細は町田市シルバー人材
センター（☎７２３・２１４７、受付時間
＝午前９時～午後４時）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
わくわく仲間づくりカレッジ

里 山 ウ ォ ー キ ン グ
対市内在住の６５歳以上の方
※医師から運動制限等を受けている
方はご遠慮下さい。
日①４月６日㈮午前８時５０分～午後３
時②４月１９日㈭午前８時５０分～午後
３時③５月２日㈬午前８時５０分～午後
３時３０分、全３回
※集合は①ＪＲ横浜線成瀬駅前②③
町田バスセンターです。
内①成瀬②小山田③ＪＡＸＡの各コー
ス（各約７㎞）を歩く
定３０人（抽選、結果は３月２２日ごろ
発送）
費１２００円（施設入場料等）
申３月６日正午～１２日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０３０６Ａへ。
※当日の詳細は町田市シルバー人材
センター（☎７２３・２１４７、受付時間
＝午前９時～午後４時）へお問い合わ
せ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

催し・講座催し・講座

情報コーナー
●自衛隊町田募集案内所～自衛官等
採用案内（一般幹部候補生・一般曹候
補生）
　詳細は、同案内所へお問い合わせ
いただくか、自衛隊東京地方協力本
部ホームページを参照対一般幹部候
補生＝２２歳以上２６歳未満の方（２０
歳以上２２歳未満の方は大卒、修士課
程修了者等は２８歳未満の方〔いずれ
も見込み含む〕）、一般曹候補生＝１８
歳以上２７歳未満の方申５月１日まで
（必着）問同案内所☎７２３・１１８６
●東京都住宅供給公社～公営住宅入

居者募集
【市営住宅（一般世帯家族向〔３人以
上向〕＝２戸、若年ファミリー向＝６
戸）、都営住宅地元割当分（単身者向
シルバーピア＝１０戸、２人世帯向シ
ルバーピア＝１戸）】
　詳細は募集案内を参照／募集案内
は、３月１２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３月１４日まで（必
着）問同公社都営住宅募集センター

☎７１３・５０９４
●（社福）町田市社会福祉協議会から
のお知らせ
　いずれも詳細は町田ボランティア
センターへ

【手話講習会受講生募集（①初級②中
級③上級④養成）】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
（④は１９歳以上）の方日５月１２日～
２０１９年３月９日、①④は火曜日、②③
は木曜日、昼の部＝午前１０時～正
午、夜の部＝午後７時～９時、各全３３
回（③④は４月１４日、１５日に入講試
験有り）費６４８０円から（税込み、別
途テキスト代）／クラスによって金
額の変動有り申所定の申込用紙（町

田ボランティアセンターに有り、同
センターホームページで申し込みも
可）に記入し、３月３１日まで（必着）に
郵送で町田ボランティアセンター
（〒１９４－００１３、原町田４－９－８）
へ

【ボランティア団体活動支援講座～
上手な助成金の活用方法】
対ボランティア・市民活動をしてい
る方日３月２２日午後７時～９時費
５４０円（税込み）申電話で町田ボラン
ティアセンターへ

◇
場町田市民フォーラム問同センター
☎７２５・４４６５

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。

●ひなた村
【①糸のこ教室】
対市内在住、在学の小学２年生～１８
歳の方（小学２年生は保護者同伴）日
３月１７日㈯午後２時～４時内電動糸
のこ盤を使ってパズル等組み木のお
もちゃ作り講町田糸鋸の会定１０人
（申し込み順）費３００円（糸のこ１台
につき）
【②ひなた村シアター】
日３月２５日㈰午前１０時３０分～１１時
３０分場ひなた村第１レクルーム内
「のどかな森のシンフォニー」「くま
の子ウーフ」「草原の少女ローラ」

◇
申①３月１日午前１０時から電話でひ

なた村へ②直接会場へ／①は３月１０
日以降定員に空きがあれば１９歳以
上の方も電話で受け付けます問ひな
た村☎７２２・５７３６
●産業観光課～春の体験型キッズセ
ミナー２０１８
　町田新産業創造センターでは、春
休みに２週連続で小学生向けの体験
型セミナーを開催します
【未来のエジソンは君だ！～まちだ
キッズ発明工作教室】
対小学３～６年生（保護者同伴の参加
も可）日３月２４日㈯午後２時～４時内
電子紙芝居を使って発明に関する疑
問を説明、発明品の紹介、紙皿と紙コ
ップを使った工作を通して発明の心

構えを学ぶ講日本弁理士会・本谷孝
夫氏、伊藤夏香氏、上田精一氏、吉田
倫太郎氏定３０人（申し込み順）
【まちだで未来にふれてみよう！～
まちふれ親子教室】
　同センターの入居企業から楽しく
学べる体験教室です対小学１～３年
生と保護者日４月１日㈰、午前１０時
～午後０時３０分、午後２時～４時３０
分（各回とも同一内容）内①簡単な数
字ゲームを使った体験プログラム②
ブロック型のロボットを動かすプロ
グラミングを体験講①学習塾マーチ
アシスト代表・加藤弥生氏②（株）プ
ロスク代表取締役・曽我泰彦氏定各
５０人（申し込み順）

◇
場町田新産業創造センター申同セン
ターホームページで申し込み問同セ
ンター☎８５０・８５２５、町田市産業観
光課☎７２４・２１２９
●生涯学習センター～親子イベント
人形劇団ひぽぽたあむ公演「かえる
くん・かえるくん」
　安心して観られるよう、静かなピ
アノ曲に合わせて上演します対市内
在住の未就学児とその保護者日３月
３１日㈯、午前１０時１５分から、午前
１１時３０分から場同センター定各５０
組（申し込み順）申３月１日午前９時か
ら電話で同センター（☎７２８・００７１）
へ

市立図書館3月、4月の催し　絵本・紙芝居・語りなどで、楽しい時間を過ごしましょう！
催　し ３月の日時 ４月の日時 会　場

①ちいさい子向けおはなし会
②おおきい子向けおはなし会
③乳幼児向けおはなし会
④こどもえいが会

①３月１４日、２８日 午後２時から
②３月１４日、２８日 午後３時から
③３月９日、２３日 午前１０時３０分から、１１時から
④３月７日 午後３時から

①４月１１日、１８日、２５日 午後２時３０分から
②４月１１日、２５日 午後３時３０分から
③４月１３日、２７日 午前１０時３０分から、１１時から
④４月４日 午後３時から

中央図書館
☎７２８・８２２０

※その他、各市立図書館でも催しを行っています。詳細は各市立図書館へお問い合わせ下さい。
※堺図書館は３月３１日まで工事のため休館します。
問さるびあ図書館☎７２２･３７６８、鶴川図書館☎７３５･５６９１、鶴川駅前図書館☎７３７・０２６３、金森図書館☎７１０･１７１７、木曽山崎図書館
☎７９３･６７６７、忠生図書館☎７９２・３４５０、堺図書館☎７７４･２１３１


