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催し・講座催し・講座
地 域 公 開 講 座

【発達から見た学習の困難をどう考
えるか～頑張っているのにできなく
て困っている子への理解と配慮】
対市内在住の方
日７月２４日㈬午前１０時～正午
場生涯学習センター
講東戸塚子ども発達クリニック院長
・小澤武司医師
定１００人（申し込み順）
申７月２日正午～１７日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０７０２Ｃへ。保育希望
者（４か月以上の未就学児、申し込み
順に１５人）は併せて申し込みを。
※附室からの親子鑑賞希望者（未就
学児、申し込み順に８人）は電話で併
せて申し込みを。
問子ども発達支援課☎７２６・６５７０
７月は野菜がいっぱい！

まち☆ベジ夏野菜の直売
　いずれも売り切れ次第終了です。

【①日曜朝市】
　認定農業者とまち
だ名産品の店が、野
菜や菓子等を販売し
ます。
日７月７日、２８日、
いずれも日曜日午前７時～８時

【②市役所まち☆ベジ市】
　認定農業者が新鮮な野菜を販売し
ます。
日７月１６日㈫午前１１時～午後１時

【③ＪＡ町田市青壮年部会夏野菜市】
　市内の若手農業者が集合し、採れ

たて野菜を販売します。
日７月２２日㈪午前１０時３０分～午後
１時３０分

【④町田のＮＥＷファーマーズが農
産物の直売を行います】
　遊休農地を借り受け、新たに農業
経営を始めた、町田のＮＥＷファー
マーズが農産物の直売を行います。
日７月２９日㈪午前１０時～午後１時

◇
場①教育センター駐車場②③④市庁
舎前
問農業振興課☎７２４・２１６６

特殊詐欺被害防止教室
　振り込め詐欺等の特殊詐欺被害が
増えています。町田警察署で実際に
特殊詐欺対応をしている警察官か
ら、最新の詐欺の手口や対処法を学
びます。詐欺被害防止に有効な「迷惑
電話防止機能付き電話」の展示もあ
ります。
日７月３日㈬、４日㈭、午前１０時～午
後４時
場ぽっぽ町田広場ピロティ
内特殊詐欺被害防止の動画上映、対
処機器等の展示、相談窓口等
問市民生活安全課☎７２４・４００３
市立図書館～乳幼児向けおはなし会
ボランティア

養 成 講 座
対市内在住、在勤、在学の、全回参加
でき、受講後にさるびあ・鶴川・鶴川
駅前・金森・木曽山崎・堺図書館のい
ずれかに、乳幼児向けおはなし会ボ
ランティアとして必ず登録できる方
日１０月１日、８日、１５日、２９日、いず
れも火曜日午前１０時～正午、全４回
場中央図書館

内０～２歳を対象にした絵本の読み
方やふれあい遊び、わらべ歌、おはな
し会の流れを学ぶ　
定１０人（抽選）
申７月３日～９月５日に、各市立図書
館で開催している「乳幼児向けおは
なし会」を見学後に申し込み。
※おはなし会の日程は町田市立図書
館ホームページをご覧いただくか、
お問い合わせ下さい。
問中央図書館☎７２８・８２２０
町田市で働こう！

保 育 の お 仕 事 ひ ろ ば
　市内の保育園等で働きたい方向け
に、就職相談会を開催します。市内
２４法人（予定）の保育園等採用担当
者に、就職に関する相談ができます。
来場者には、オリジナルの記念品を
プレゼントします（カフェスペース
ではドリンク・お菓子のサービスも
有り）。
※履歴書は不要です（服装自由）。
対市内の保育園・幼稚園・認定こども
園等で働きたい方
日７月７日㈰午前１０時～午後４時（入
退場自由）
場ベストウェスタンレンブラントホ
テル東京町田　地下１階珊瑚の間
問子育て推進課☎７２４・４４６８

家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日７月２０日㈯午後１時３０分～３時３０
分
場特別養護老人ホーム第二清風園
内自分でできるストレス・介護疲れ
解消法～自力整体、タッピングの手
法を使って
定３０人（申し込み順）
申電話で鶴川第１高齢者支援センタ

ー（☎７３６・６９２７）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

ＰＯＰコンテストまちだ２０１９
【本を読んでみたら、意外といいこと
があった】
　あなたが人に薦め
たい本の魅力を伝え
るＰＯＰ（ 紹 介 カ ー
ド）を作成してみま
せんか。
対小学４年生～１８歳
の方
※図書館の利用券をお持ちでない方
は、利用登録が必要です。
各賞・賞品グランプリ＝図書カード
３０００円、優秀賞＝図書カード１０００
円
ＰＯＰの規格各市立図書館、町田市民
文学館で配布する専用用紙または官
製ハガキ程度の大きさ（１００ｍｍ×
１４８ｍｍ）で厚みのあるもの（画材は
自由）
応募方法７月１２日～９月２９日に、直
接各市立図書館または町田市民文学
館へ。
※詳細は、町田市立図書館ホームペ
ージをご覧下さい。
問中央図書館☎７２８・８２２０　

観 光 ま ち づ く り 
シ ン ポ ジ ウ ム ２ ０ １ ９

　（公財）日本交通公社観光地域研究
部主席研究員・吉澤清良氏による基
調講演や町田市の観光の担い手によ
るクロストークを行います。「町田の
観光」について一緒に考えましょう。
日８月３日㈯午後２時～４時
場町田市民文学館大会議室
定８０人（先着順）
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８

屋上花畑で収穫した

野菜を使った料理教室
問市有財産活用課☎7２４・２１６５

さがまちカレッジ
問さがまちコンソーシアム事務局☎7４7・９０３８、町田市生涯学習セン�
　ター☎7２８・００7１

　相模原の夏の夜空を彩る風物
詩。スターマインを中心に、約１万
発の花火が夜空いっぱいに広がり
ます。
日７月１５日㈷午後７時～８時１５分
場相模原市中央区水郷田名相模川

「高田橋」上流（荒天・相模川増水時
は中止）
交通ＪＲ横浜線相模原駅南口から

「水郷田名」行きバスで終点下車、
徒歩５分（午後２時以降は「田名バ
スターミナル」で下車、徒歩１５分）
※当日は大変混雑しますので、午
後３時までの乗車をおすすめしま
す。

※大会当日、ＦＭ ＨＯＴ８３９（８３．９
ＭＨｚ）で交通情報・実況中継を放
送します。
※花火大会臨時駐車場は有料です

（駐車場利用協力金１台２０００円）。

　市庁舎４階にある屋上花畑で収穫
した野菜を、たっぷり使った料理を
作ります。
対市内在住、在勤、在学の方
日７月２８日㈰、①午前１０時～正午②
午後１時３０分～３時３０分
場生涯学習センター
内野菜たっぷりカレーナン、人参の
マリネ、じゃがいものジェノベーゼ
和え（予定）

講フードコーディ
ネーター・松岡明理
氏
定①３０人②１０人／
申し込み順
費５００円
申７月３日正午～１１
日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード１９０７０３Ｆへ。

　詳細は講座案内チラシ（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）をご覧下さい（さがま
ちコンソーシアムホームページでダ
ウンロードも可）。

【今より確実に元気になれる「半端な
い健康講座」】
　誰もが安心して続けられる健康づ
くりについて、生活習慣・食事・運動
のそれぞれの側面から分かりやすく
解説します。
日８月３１日㈯午前１０時～正午
場町田市生涯学習センター
講東京家政学院大学現代生活学部食
物学科准教授・岩本直樹氏、同大学教
授・三澤朱実氏、同大学教授・山田正
子氏
定４０人（抽選）
費１０００円
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、８月２日まで（必着）に、郵
送またはＦＡＸでさがまちコンソー
シアム事務局へ（さがまちコンソー
シアムホームページで申し込みも
可）。
※申込締切日までに定員に達しない
場合は、引き続き募集します。

中学・高校生対象講座
【中学生のための初級薬学講座～薬
の秘密を確かめよう】
　医薬品の工夫や効用について簡単

な実験を行いながら学びます。
対中学生
日８月４日㈰午後１時～４時
場ウエルネスさがみはら（相模原市）
講相模原市薬剤師会会員くろーばー
薬局薬剤師・岡田裕司氏
定２０人（抽選）
費１５００円（教材費含む）

【月探査機が撮影したデータを解析
しよう】
　月探査機セレーネ（かぐや）が送っ
てきた月のデータを実際に見ながら
月の探査などについて解説し、その
後、個人またはグループでデータ解
析を行います。
対中学生以上の方
日８月２０日㈫、２２日㈭、午前９時３０
分～午後０時４０分、全２回
場相模女子大学（相模原市）
講同大学非常勤講師・春山純一氏
定２０人（中学・高校生を優先のうえ、
抽選）
費２０００円

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、７月１５日まで（必着）に、郵
送またはＦＡＸでさがまちコンソー
シアム事務局へ（さがまちコンソー
シアムホームページで申し込みも
可）。
※申込締切日までに定員に達しない
場合は、引き続き募集します。

となりの
まちから
相模原市

相模原納涼花火大会
問�相模原市コールセンター☎77０・7777（受付時間＝午前
８時〜午後９時）／当日の開催状況は、テレホンサービス
（☎０１８０・９９・１２３３、有料、自動音声）でご確認下さい。


