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募集します
生 き も の の す み か 

（ ビ オ ト ー プ ）の 写 真
　市では、「町田生きもの共生プラ
ン」に基づき、生きもののすみか（ビ
オトープ）作りを応援しています。
　このたび、皆さんの作ったビオトー
プの写真を募集します。応募いただ
いた写真の一部は、９月３０日に実施
する町田エコフェスタで展示または

●北関東防衛局～住宅防音工事助成
のお知らせ
　国では、航空機騒音による障害を
防止・軽減するため、住宅防音工事を
行う場合に助成を行っています／詳
細は、北関東防衛局ホームページを
ご覧いただくかお問い合わせ下さい
対国が指定する助成対象区域内で、
２００６年１月１７日までに建築された
住宅申希望届（市政情報課・広聴課
〔市庁舎１階〕、同局企画部住宅防音
課横田防衛事務所で配布、同局ホー
ムページでダウンロードも可）に記
入し、郵送で同局へ問同局☎０４８・
６００・１８２１、１８２２
●東京都教育庁～２０１８年度就学義
務猶予免除者等の中学校卒業程度認
定試験
　合格者には高等学校の入学資格が
与えられます対就学義務猶予免除
者、やむを得ない理由により義務教
育を修了できなかった方、日本国籍
を有しない方等試験日１０月２５日場

町田市ホームページ等に掲載します。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
対市内で１年以内に撮影した写真
申２００字以内のＰＲ文、住所・氏名ま
たは団体名（個人の場合、イニシャル
も可）を明記し、写真を添付のうえ、
９月１０日まで（必着）に郵送またはＥ
メールで環境・自然共生課（〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２、遍ｍｃｉｔｙ
３６１０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
※フィルム写真はＬ～２Ｌ判にプリン
トし、データの場合は３メガバイト
以下にして下さい。

東京都教職員研修センター（文京区）
申８月２０日～９月７日に願書を提出
／詳細は、受験案内を参照（東京都教
育庁地域教育支援部義務教育課小中
学校担当〔都庁第一本庁舎４０階北
側〕で配布）問東京都教育庁☎０３・
５３２０・６７５２
●町田市シルバー人材センター～

「毛筆筆耕」受講者募集
対市内在住の６０歳以上のシルバー
人材センター未入会者日８月３０日午
前１０時３０分～午後４時ごろ場わく
わくプラザ町田内筆耕に必要な基礎
知識や筆の使い方、賞状の名入れ等
の練習を行う申７月１７日午前９時か
ら電話で（公財）東京しごと財団シル
バー講習会担当（☎０３・５２１１・
２３２６）へ問同センター☎７２３・
２１４７
●町田市観光コンベンション協会か
らのお知らせ

【①夏休み親子で学ぶ小学生理科教
室２０１８】
　玉川大学の協力で開催対小学３～
６年生日８月４日午後１時３０分～３時
３０分、集合は午後１時に小田急線玉

※応募写真は返却しません。
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

ＦＣ町田ゼルビアが
夏 祭 り を 開 催 し ま す
　ＦＣ町田ゼルビアが８月１２日のホ
ームゲーム前に夏祭りを開催します。
　お祭りを楽しんだ後は、スタジア

川学園前駅改札口前（雨天実施）場玉
川大学校舎内Ａコース＝デジタル温
度計製作、Ｂコース＝ソーラーハイ
ブリッドカー製作費２０００円（保険
料、材料費等含む）

【②ひまわりの種を収穫してリスさ
んにあげよう！】
　リス園のある町田市と、ひまわり
畑のある国立市との交流ツアーです
対市内在住の親子日８月２４日午前９
時～午後４時ごろ、集合はレミィ町
田（旧１０９ＭＡＣＨＩＤＡ）前（小雨実
施）コース原町田大通り～国立市谷
保天満宮～一橋大学構内見学～郵政
研究所（ひまわりの種収穫）～町田リ
ス園（リスとのふれあい交流）～町田
駅周辺費中学生以上１７００円、小学
生以下１３００円（バス代・入園料・弁当
代・保険料含む）

◇
申①のみ希望コース（ＡまたはＢ）・参
加者住所・氏名（ふりがな）・電話番号
・生年月日・性別を明記し、①８月２日
まで②８月２２日までに、ＦＡＸで町田
ツーリストギャラリー（返８５０・
９３１２）へ（町田市観光コンベンショ

ムでＦＣ町田ゼルビアの試合を観て
盛り上がりましょう。キックオフは
午後７時です。
※詳細はＦＣ町田ゼルビア公式ホー
ムページをご覧下さい。
日８月１２日㈰午後４時から（盆踊り
は午後５時ごろから）
場ゼルビーランド（野津田公園中央
第一駐車場）
内飲食ブース、スポーツ縁日、盆踊り
（町田音頭）等
※飲食、縁日、スタジアム内への入場
（試合観戦・盆踊り参加）は有料です。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

ン協会ホームページで申し込みも
可）問同ギャラリー☎８５０・９３１１
（受付時間＝午前１０時～午後７時）
●（一財）町田市勤労者福祉サービス
センター～さるびあタウン会員募集
　低コストで充実した福利厚生サー
ビスを提供対市内の①中小企業（事
業所）②中小企業勤労者内宿泊施設
を格安で利用、映画館・温泉施設等で
利用できる無料・割引クーポンやチ
ケットの販売、人間ドックの補助制
度等のサポート費入会金＝１人３００
円、月会費＝１人①５００円②７００円
問同センター☎７２３・０６６７
●（社福）まちだ育成会かがやき～百
花繚乱！奇跡のダリア園開園中
　ブルーベリーの摘み取り体験も有
り（７月２１日～８月中旬の火・木・土
曜日のみ）。期間中、さまざまなイベ
ント有り／詳細は町田ダリア園ホー
ムページを参照開園日時１１月４日ま
での午前９時３０分～午後４時３０分
（入園は午後４時まで）入園料大人
５００円（中学生以下無料）問同園☎
７２２・０５３８

催し・講座催し・講座

情報コーナー

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【初心者和弓教室】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日９月２日～１１月１１日の日曜日
（９月９日、２３日、１０月２８日を除く）、
午前９時３０分～１１時３０分、全８回内
和弓の基礎・基本技術の習得講町田
市弓道連盟指導員定２５人（抽選）費
５０００円申往復ハガキに教室名・住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・勤務
先または学校名（在勤、在学の方）・年
齢、返信用にも宛先を明記し、８月５
日まで（消印有効）に同館へ
【チャレンジマッスル２０１８】
　直接会場へおいで下さい対市内在
住、在勤、在学、在園の方日８月７日㈫
午前９時～午後４時（最終受付は午後
３時３０分）内チャレンジコーナー（ス
トラックアウト、キックターゲット
等）、キッズコーナー（平均台等）、夏
祭りコーナー（射的等〔有料〕）、共同
制作費チャレンジコーナー＝１００円
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【小学生バスケットボール
教室】
対市内在住、在学の小学４～６年生日
９月１日～１２月２２日の土曜日（１０月
１３日、２７日、１１月３日、２４日を除
く）、午前９時３０分～１１時３０分、全
１３回定８０人（抽選）費２１００円申往

　小野路の郷土料理である「小野路
うどん」を作ります対小・中学生とそ
の保護者（保護者１人に対し、子ども
２人まで）日８月３日㈮午前１０時～正
午定８組（申し込み順）費１組１０００円
（材料費）
【②子ども工作教室～里山で遊ぶ】
　竹細工（竹笛や竹灯

とう

篭
ろう

）や虫捕りを
します（工具や虫かごの貸し出しも
有り）／汚れても良い服装でおいで
いただくか、着替えをご用意下さい

復ハガキに教室名・住所・氏名（ふり
がな）・電話番号・学年を明記し、７月
３０日まで（消印有効）に同館へ
●成瀬クリーンセンターテ
ニスコート☎７２７・６２４０
【小学生テニス教室】
対市内在住、在学の小学生日８月１日
㈬～３日㈮、６日㈪、７日㈫①午前９時
３０分～１０時１０分②午前１０時３０分
～１１時１０分③午前１１時３０分～午
後０時１０分定各６人（抽選）費１回
３００円申往復ハガキ（１人１枚）に住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢
・希望日と時間（第２希望まで）を明
記し、７月２２日まで（消印有効）に同
コートへ／受講は１日１回まで（全日
受講も可）です
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
〈臨時休館〉� �
　８月１３日㈪～１５日㈬は、館内清掃
のため、臨時休館します�
●ふるさと農具館☎７３６・８３８０
【なたね油しぼりの実演と販売】
　七国山地区で栽培しているなたね
から、油をしぼります。油は、２５５ｇ
ビン１本７００円で販売します日７月
２１日、８月１８日、９月１５日、いずれも
土曜日、販売時間＝午前９時３０分か
ら（数に限り有り、売り切れ次第終
了）、実演時間＝午前１１時～午後２時
●小野路宿里山交流館☎８６０・４８３５
【①親子うどん作り教室】

対３歳～小学生（小学３年生以下は保
護者同伴）日８月２１日㈫午前１０時
３０分～午後２時３０分、集合は同館、
解散はおおるりファーム（小野路町）
定３０人（申し込み順）費１人１５００円
（材料費・昼食代）

◇
申①７月２０日正午から②７月３１日正
午から、イベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）またはイベシスコード①
１８０７２０Ａ②１８０７３１Ａへ

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。

　予約制の相談は、電話で①～⑦市民相談室（☎７２４・２１０２）⑧八王子少年センター（☎
０４２・６７９・１０８２）⑨消費生活センター（☎７２２・０００１）へ対①③～⑧市内在住の方⑨市
内在住、在勤、在学の方

名　称 日　程 予約方法／相談時間

①法律相談
月～金曜日

（１６日、２３日～２７日、
３０日、３１日を除く）

前週の金曜日から電話で予約
※７月２０日は予約受付を行いません。次回
分は７月２７日に受け付けます。

②交通事故相談 １８日、２５日㈬ 相談日の１週間前から電話で予約／午後１時
３０分～４時

③人権身の上相談
（人権侵害などの問題） ２０日、２７日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 １７日㈫
電話予約制（次回分まで受け付け）／午後１
時３０分～４時

⑤不動産相談 ２４日㈫
⑥登記相談 １９日㈭
⑦行政手続相談 ２６日㈭

⑧少年相談 ２４日㈫ 事前に電話で八王子少年センターへ／午前
９時～午後４時

⑨消費生活相談 月～土曜日
来所相談、電話相談ともに随時受付／午前９
時～正午、午後１時～４時
※土曜日は電話相談のみ

各種相談別冊タウンページ　町田市わたしの便利帳７～１１ページを参照

暮らしに関する相談

市HP� 暮らしに関する相談 検索


