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6月1日～30日「City　SCOOP」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
生涯学習センターコンサート事業

外道　ロックコンサート
　町田市が急成長を遂げた45年前、
市民をあげてのまつり「２３万人の個
展」に出演した伝説のロックバンド
「外道」のコンサートです。
日７月６日㈮午後６時３０分開演
場生涯学習センター
出演加納秀人（ボーカル・ギター）、そ
うる透（ドラムス）、満園庄太郎（ベー
ス）
定１5８人（申し込み順）
申１次受付＝６月１日正午～６日午後
７時にイベシスコード１８０６０７Ａへ
／２次受付＝６月７日正午～７月１日
にイベントダイヤル（☎７２4・
5６5６）またはイベシスへ。
※附室からの親子鑑賞希望者（８人
まで）は電話でお申し込み下さい。
問同センター☎７２８・００７１
働く人のための

労 働 法 セ ミ ナ ー
【「知っておきたいポイント」と「最新
の労働法制」】
対労働者等
日①７月２4日②７月３１日、いずれも
火曜日午後６時３０分～８時３０分
場八王子労政会館（八王子市）
内①労働法の基本的な枠組み、労働
契約②退職・解雇・雇い止め、最新の
労働法制とその動向
講成蹊大学法学部教授・原昌登氏
定１００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）。

問産業政策課☎７２4・２１２９
　町田市農業研修事業

夏 野 菜 収 穫 体 験
　市では、農業研修（２年間）の修了
生を対象に、農業経営のノウハウの
習得などを目標にしたフォロー研修
を行っています。
　この研修で育てた夏野菜を収穫し
ませんか。
※新鮮野菜の販売もします。
対市内在住、在勤の方（小学生以下は
保護者同伴）
日７月８日、２２日、いずれも日曜日午
前９時～１１時ごろ（雨天中止）
※重複の申し込みはできません。
場町田市農業研修農場第２圃

ほ

場（小
野路町）
※後日、詳細地図を送付します。
内１口＝トマト３個、ナス5個、ピーマ
ン5個、インゲン２０本（栽培状況によ
り変更になる場合も有り）
定各２０人（申し込み順）
費１口5００円（１人２口まで）
申６月６日正午～２０日にイベントダ
イヤル（☎７２4・5６5６）またはイベ
シスコード１８０６０６Ｂへ。
※希望日・収穫口数・現地への交通手
段（駐車台数に限りあり）を明示して
下さい。
問農業振興課☎７２4・２１６６
ダンボールコンポストによる

生ごみ減量・資源化講習会
　参加者はダンボールコンポスト１
セット（幅３７㎝、奥行き３３㎝、高さ
３２㎝、重さ約７㎏）をお持ち帰りいた
だけます。
※過去に同講座を受講した方はご遠
慮下さい。
対市内在住の方
日６月１８日㈪、１９日㈫、午後２時３０
分～4時

場市庁舎
定各１5人（申し込み順）
申６月5日正午～１０日にイベントダ
イヤル（☎７２4・5６5６）またはイベ
シスコード１８０６０5Ｂへ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０5３０
文学館でたのしむ

おとなのためのおはなし会
　保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日６月２１日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分
場町田市民文学館２階大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「辻由美」
／おはなし＝「青い花」（安房直子
作）、「ものいうなべ」（デンマークの
昔話）、「清兵衛と瓢

ひょう

箪
たん

」（志賀直哉作）
語り手（特）まちだ語り手の会
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は、６月１日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３4２０）へ。
ＡＳＶペスカドーラ町田～Ｆリーグ 
２０１８－２０１９シーズン

開 幕 し ま す
　６月１７日㈰にＦリーグが開幕しま
す。市のホームタウンチームである
ＡＳＶペスカドーラ町田は、過去２年
間でリーグ準優勝を２回、昨シーズ
ンはホームゲーム１１試合で無敗を
記録し、２年連続でプレーオフファ
イナルに進出しています。今年こそ
初優勝を叶えるべく、市民の皆さん
の熱い応援をお願いします。

【ホームゲーム日程】
日・内プレシーズンマッチ＝６月１０
日㈰午後２時キックオフ（対バルドラ
ール浦安）、Ｆリーグ２０１８−２０１９ホ
ームゲーム＝７月１日㈰午後７時キッ
クオフ（対湘南ベルマーレ）、１３日㈮
午後７時キックオフ（対Ｆリーグ選抜）
場市立総合体育館

※観戦チケットの詳細はＡＳＶペス
カドーラ町田公式ホームページをご
確認下さい。

【ＡＳＶペスカドーラ町田応援ウィー
ク】
　ホーム開幕戦に合わせて実施しま
す。市庁舎１階の職員約4００人が応
援Ｔシャツを着用して勤務し、ＰＲし
ます。
期間６月２5日㈪～２９日㈮

◇
問スポーツ振興課☎７２4・4０３６
大地沢青少年センター

青 空 ア ト リ エ
　毎月第２日曜日に、電動糸のこや、
のこぎりなどを使い、木やまゆ等で
椅子やクラフトを作ります。６月の
特別プログラムは「ビー玉めいろ」を
予定しています（開催時間内であれ
ば、何時からでも参加可）。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日６月１０日㈰午前１０時～午後３時
（雨天実施）
場同センター研修棟
費１００～5００円（参加プログラムに
よって異なる）
問同センター☎７８２・３８００
忠生公園

定 例 自 然 観 察 会
【初夏のいきもの】
　谷戸に生息する野草や昆虫を観察
します。ルーペをお持ちの方は持参
して下さい（同公園で貸し出しも
可）。
日６月３日㈰午前９時３０分～１１時３０
分（雨天中止）
場同公園
※集合は、同公園自然観察センター
（忠生がにやら自然館）です。
問同公園☎７９２・１３２６

●東京都住宅供給公社のお知らせ
　詳細は各募集案内を参照

【①公営住宅入居者募集】
　市営住宅（一般世帯家族向〔２人以
上向＝３戸、３人以上向＝６戸〕、２人
世帯向シルバーピア＝１戸）、都営住
宅地元割当分（一般世帯家族向＝７
戸）申郵送で６月１３日まで（必着）

【②東京都施行型～都民住宅入居者

（配布期間中に限り同公社ホームペ
ージでダウンロードも可）／各施設
で開所日時が異なります問同公社都
営住宅募集センター①☎７１３・
5０９4②☎０３・３4９８・８８９4
●町田消防署のお知らせ

【原町田分駐所が整備されました】
　町田駅周辺の救急要請に対応する
ため、救急隊の待機場所を整備しま
した。名称は「町田消防署原町田分駐
所」です運用時間午前８時３０分～午
後８時３０分（原町田4−２4−６、せり

がや会館内）
【危険物安全週間】
　６月３日～９日は、危険物安全週間
です。ガソリン・消毒用アルコール
等、身の回りには危険物があります。
取り扱いには注意しましょう。また、
セルフ式ガソリンスタンドで給油す
る際は、正しい操作で給油して下さ
い。なお、車両以外への給油は禁止さ
れています

◇
問同消防署☎７９4・０１１９

募集】
　都内に居住等、要件有り。同時期に
募集する市営住宅・都営住宅とは住
宅の種類が異なります申郵送で６月
１4日まで（必着）

◇
募集案内は①６月１１日まで②６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、都庁等（②のみ）で配布

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、各ホームページをご覧下さい。

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【栄養講座～暑さに負けな
い身体をつくる！】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日７月９日㈪午前１０時３０分～
１１時３０分定１５人（抽選）申往復ハガ
キ（１人１枚）に、必要事項を明記し、６
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）
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【脳トレ・軽体操いきいき講
習会】
対市内在住、在勤、在学の４０歳以上
の方日７月１８日～９月１９日の水曜
日、午前１０時３０分～１１時３０分、全

１０回定２０人（抽選）費３４００円申往
復ハガキに必要事項を明記し、６月
３０日まで（消印有効）に同館へ
●市立室内プール☎７９２・
７７６１
【①水中運動教室②はじめ
ての水中エアロ教室】
　当日、直接同プール２階受付へ対
１６歳以上の方日６月７日、１４日、２１
日、２８日、いずれも木曜日①午前１０
時１０分～１１時②午前１１時１０分～
正午定各３０人（先着順）費各５００円
〈お知らせ〉�  
　平成３０年度関東信越地区高等専
門学校体育大会のため、７月１日㈰は
プールの一般利用はできません（ト
レーニング室は通常どおり利用可）。

なお、大会前日は、５０ｍプールが高
水位（１．４ｍ～１．７ｍ）になり、水温
が１～２度ほど低くなりますのでご
注意下さい
【スタート専用コースとして開放】
　高水位時に、５０ｍプールの１コー
スをスタート専用の練習コースとし
て開放します対２０歳以上の方日６月
３０日㈯午後６時１０分～８時４５分費
施設利用料申直接スタート専用コー
ス前で受け付け／プールの満水状況
により、開放時間が変更となる場合
があります。なお、飛び込みには危険
が伴いますので、誓約書に署名をお
願いします
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
【初心者デジタルカメラ講座】

　デジタルカメラの基本的な使い方
を知って、徒歩で移動しながら撮影す
る講座です対小学生以上のデジタル
カメラをお持ちの方日６月１６日㈯午
前１０時～午後０時３０分、集合は同サ
ロン定１５人（抽選）費１０００円申往復
ハガキに住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・お持ちのカメラの機種名（不明
な場合は未記入でも可）を明記し、６
月１０日まで（必着）に町田市フォトサ
ロンデジタル講座係（〒１９５－００６３、
野津田町３２７２、薬師池公園内）へ
【ボタン・シャクヤク写真展開催】
　公募した町田ぼたん園のボタン・
シャクヤクの写真作品展です日６月
２７日㈬～７月８日㈰場同サロン

情報コーナー


