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２０１８年度包括外部監査 
報告書がまとまりました

　２０１８年度包括外部監査の結果が
まとまり、包括外部監査人の辰巳英
城氏から市長へ報告書が提出されま
した。
　包括外部監査は、市政運営へのチ
ェック機能を強化し、市政の透明性
の向上を図り、市政に対する市民の
皆さんからの信頼を高めるために、
２００７年度から行っています。
　今年度のテーマは、「物品等の管理
に関する財務事務の執行について」
でした。報告書は、町田市ホームペー
ジでご覧いただけるほか、各市立図
書館でも閲覧いただけます。
問経営改革室☎７２４・２５０３
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
９月分の

利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申３月１日午前８時３０分から電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ

（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）。
※９月１０日～１２日、２６日は利用で
きません。
地域のイベントや学習活動にご活用
下さい

生涯学習ボランティアバンク
　生涯学習ボランティアバンクは、
自身の知識や経験、特技などを地域
社会に役立てたいと考えている市民
の方や団体と、学習活動のサポート
を必要としている市民団体との橋渡
しを行う制度です。
　地域で行うイベントや講座・講演

会、サークル活動でお悩みの方はご
相談下さい。なお、利用方法やボラン
ティアの登録情報等の詳細は、各市
民センター等で配布の利用ガイドま
たは町田市ホームページをご覧下さ
い。
対市内在住、在勤、在学の方が半数以
上を占める３人以上の団体

【生涯学習ボランティアを募集して
います！】
　活動内容について知識・技術・経験
があり、市民団体やサークル等に対
して講義・実技指導などボランティ
アとして支援ができる個人または団
体であれば、生涯学習ボランティア
として登録できます。まずはご相談
下さい。

◇
問生涯学習センター☎７２８・００７１

援農ボランティア研修生募集
　野菜作りのノウハウを学び、農家
の農作業を手伝い、農家を支援する
援農ボランティア研修生を募集しま
す。
対農家への農作業支援等、都市農業
への市民参加に関心がある方（農業
経験のない方も歓迎）
研修期間４月～２０２０年１月の毎週土
曜日、午前９時～正午
場町田ぼたん園、七国山ファーマー
ズセンターそばの七国山農業研修農
園（野津田町）
定１５人程度（申し込み順）
費３万円
申「援農ボランティア研修生申し込
み」と書き、住所・氏名・電話番号（ＦＡ
Ｘ番号・Ｅメールアドレスがあれば併
せて）を明記し、３月３１日までにＦＡ
Ｘで（特）たがやす（返７９４・９００２）
へ。
問（特）たがやす☎０９０・３４３５・
８６１１、町田市農業振興課☎７２４・

２１６６

催し・講座催し・講座
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９日㈫、１９日㈮、２５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５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１９０３０５Ｄ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
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４日㈭午前８時５０分～午後３
時②４月１８日㈭午前８時５０分～午後
３時③５月２日㉁午前９時２０分～午後
３時、全３回
※集合は①ＪＲ横浜線成瀬駅前②鶴
川駅前やすらぎ公園③京王相模原線
多摩境駅前広場です。
内①成瀬②小野路③絹の道の各コー
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５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１９０３０５Ｃへ。
※当日の詳細については、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
生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催～３水スマイルラウンジ

江戸時代の徴兵制（兵賦）とは
　江戸時代幕末にあった天

てん

狗
ぐ

党事件
や長州征伐などの戦争に参加した農
民の姿を、小野路に伝わる名主の日
記「小島日記」のわずかな手がかりか
ら探ります。
日３月２０日㈬午後１時～２時
場和光大学ポプリホール鶴川１階交

流スペース
講小島日記研究会会長・重政文三郎
氏
問生涯学習センター☎７２８・００７１
大地沢青少年センター

青 空 ア ト リ エ
　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（開催時間内であれば何時
からでも参加可）。特別プログラム
は、魚釣りセットとキューブカレン
ダーの予定です。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日①３月１０日②３月２４日、いずれも
日曜日午前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

備えよう！「いつか」のた
め の「 い つ も 」の 防 災

　東京都発行「東京くらし防災」の編
集・検討委員を講師にお招きし、実際
に冊子を読みながら防災対策を学び
ます。
日３月１８日㈪午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講（株）危機管理教育研究所代表・国
崎信江氏
定３５人（申し込み順）
申３月１日、４日のみ電話で男女平等
推進センター（☎７２３・２９０８、受付
時間＝午前９時～午後５時）へ。３月５
日正午～１４日はイベントダイヤル

（☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード１９０３０５Ｇへ。保育希望者（１歳
６か月以上の未就学児、申し込み順
に６人）は３月１０日までに併せて申
し込みを。
町田市民文学館～保育付き紙芝居上
演会

紙 芝 居・ 大 人 の 時 間
　大人のための紙芝居です。
※保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日４月５日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内森のふしぎなこえ（脚本・画／渡辺
享子）、オオカミのまゆげ（文・絵／Ｙ
ＵＪＩ）　他（予定）
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」 
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は３月１５日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ

町田市立図書館3月、4月の催し
4月から、中央図書館のおはなし会を土・日曜日も開催します!

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

①13日、20日、27日　午後
2時30分から
②13日、27日　午後3時
30分から
③8日、22日　午前10時
30分から、11時から
④6日　午後3時から

①10日、17日、24日　午後
2時30分から、21日　午前
11時から
②6日、13日、20日、27日
　午前11時から
③12日、26日　午前10時
30分から、11時から
④3日　午後3時から

中央図書館
☎728・8220

※日程の変更は中央図書館のみです。詳細は町田市立図書館ホームページをご覧下さい。
※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。
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

http://www.city.machida.tokyo.jp/　　パソコン版・スマートフォン版・モバイル版がありますURL町田市ホームページ
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　町田市・相模原市

ライトダウンイベント情報
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

　３月１１日に実施する町田市・相
模原市全域での消灯に伴い、星空
観望会とライトダウンイベントを
町田市会場で行います。

【星空観望会】
　星のソムリエ®が星空観望会を
開催します。高性能の天体望遠鏡
を使い、星空観察を通して、地球温
暖化や光

ひかり

害
がい

について考えます。ま
た観望会のほか、スタジアムツア
ーも開催します（予定）。
対町田・相模原市に在住、在勤、在
学の方（中学生以下は保護者同伴）
日３月９日㈯午後７時～９時
場市立陸上競技場
定６０人（申し込み順）

申３月７日午後５時までに電話で環
境・自然共生課へ。または３月７日
までにイベシスコード１９０３０１Ａ
へ。

【ライトダウンイベント】
　商店街の街灯を消しながら、ラ
イトダウンを呼び掛けるキャラバ
ン隊の行進や、節電・省エネに関す
るイベントを行います。
日３月１１日㈪午後７時～８時
場小田急町田駅東口広場（カリヨ
ン広場）
※なお、当日は「ＦＭ  ＨＯＴ ８３９」

（８３．９ＭＨｚ）で特別番組を放送し
ます。

問子育て推進課☎724・4468

町田市メール配信サー
ビス（ほっとメールま
ちだ）で子育て情報を
配信中!

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

　子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」でご案内しています。 町田市子育てひろばカレンダー 検索

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）


