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町田市イベントダイヤル ☎042・724・5656（電話受付時間＝午前7時〜午後7時）番号間違いにご注意下さい

催し・講座
忠生市民センターまつり
日１１月１６日㈯、１７日㈰、午前１０時
～午後４時３０分
場同センター
※駐車場に限りがあります。
内展示・即売
（パッチワーク・木彫・書
道・絵手紙・折り紙・塗り絵・シャドー
ＢＯＸ・カフェ・各種体験コーナー
等）
、舞台発表
（舞踊・楽器演奏・詩吟
・太極拳等）
問同センター☎７９１・２８０２

三輪センター文化祭
日１１月２３日㈷午前１０時～午後５時
（開会式は午後１時から）、２４日㈰午
前１０時～午後４時
場三輪コミュニティセンター
※駐車場は使用できません。
内作品展
（絵画・書・写真・彫刻・陶芸
等）
、
音楽・舞踊発表会（独奏・独唱・合
唱・舞踏・神楽等）
、展示即売会（地場
野菜等）
問三輪コミュニティセンター☎０４４
・９８７・１９５１

まちだ動物愛護フェスタ２０１９
日１１月１７日㈰午後１時～３時（小雨
実施）
場小田急町田駅ビル東口広場（カリ
ヨン広場）
内ペットと一緒の撮影会、ペット写
真コンテスト、うちの子自慢コーナ
ー、
犬のトリミングコーナー、保護犬
の紹介スペース、
保護猫の紹介
【
「町田動物愛護の会」の会員を募集
しています】
人と動物のより良い共生社会の実
現を目指し、動物の適正な飼育管理
とその知識を普及する活動を行って
います。
同会の活動に賛同し、活動に
参加できる方はご連絡下さい。
◇
問町田動物愛護の会☎０９０・１７０９・
２３２１（受付時間＝月～金曜日〔祝休

日を除く〕）、町田市生活衛生課☎
７２２・６７２７

町田わんにゃん譲渡会＠市庁舎
町田動物愛護の会に所属するボラ
ンティア団体が保護犬、保護猫の譲
渡会を開催します。
※新しく飼い主になる場合は諸経費
がかかります。また、身分証明書を持
参して下さい。
対犬、猫を迎えたい家族
日１１月２４日㈰午前１０時～正午
場市庁舎前
問生活衛生課☎７２２・６７２７
犬と楽しく暮らすための

基

礎

講

座

対犬を初めて飼育する方、これから
飼育を考えている方
日１２月４日㈬午後２時～４時
場町田市保健所（中町庁舎）
内犬のしつけ、飼育マナー等を学ぶ
講町田市獣医師会所属の獣医師、ド
ッグトレーナー
定４０人（申し込み順）
申１１月７日正午～２７日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９１１０７Ａへ。
問生活衛生課☎７２２・６７２７
頑張れＦＣ町田ゼルビア！今シーズン
のホームゲームは残り２試合

みんなの応援でゼルビア
を 勝 利 に 導 こ う！

ＦＣ町田ゼルビアは、今季序盤から
勝ち星に恵まれず、なかなか調子が
上がらない状況が続いていました。
しかし、８月後半からは徐々に調子
を上げ、現在少しでも上位でシーズ
ンを終えられるように頑張っていま
す。１１月のホームゲーム２試合を勝
利し、来季に向けて勢いをつけられ
るよう、ぜひスタジアムで大きな声
援をお願いします。
日①１１月１０日㈰②１１月１６日㈯、午
後２時キックオフ
対戦相手①レノファ山口ＦＣ②柏レ
イソル

場市立陸上競技場
※観戦入場券の席種と価格は、ＦＣ町
田ゼルビア公式ホームページをご確
認下さい。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
生涯学習センター

お ー い！ 踊 り っ て
素 晴 ら し い ぞ！

【ヘンテコでも気にするな！自分だ
けの踊りと出会う旅】
「旅」をテーマに、参加者のさまざ
まな個性を組み合わせて創作ダンス
をします。
対次のいずれかに該当する、全回参
加できる方 ①市内在住の１８歳以
上で、障害者手帳を持っている②１８
歳以上で、ダンスに興味がある
日講座＝１１月２４日、１２月８日、いず
れも日曜日午後１時３０分～４時、発
表会＝１２月２２日㈰午前１０時～正
午、全３回
場生涯学習センター
講ダンス振付師・アオキ裕キ氏
定２０人（申し込み順）
申氏名、年齢、障がいの種別を明示
し、電話またはFAXで同センター
（☎７２８・００７１返728・0073）へ。
生涯学習センター・昭和薬科大学共
催講演会

地域医療とは、在宅医療とは

日１１月３０日㈯午後２時～４時
場生涯学習センター
内講演①「地域医療での質の高い医
療の提供とは」、講演②「在宅医療の
現状」
※質疑応答も行います。
講①昭和薬科大学・宮﨑美子氏②北
海道町立沼田厚生クリニック内科主
任部長・兼村俊範医師

Ｊアラート
（全国瞬時警報システム）の試験放送

緊急地震速報訓練
推定震度5弱以上の地震の際に
発信する緊急地震速報を、町田市
防災行政無線屋外拡声スピーカー
で市内全域に放送する訓練です。
※気象・地震活動の状況により、予
告なく中止となる場合があります。

日11月5日㈫午前10時ごろ
内緊急地震速報のチャイム音が鳴
り、
「緊急地震速報。大地震です。大
地震です。これは訓練放送です」
と
いう音声を3回繰り返し放送
市HP 緊急地震速報 検索

ご協力下さい
義援金名

問防災課☎724・3218

受付期間

定１５８人（申し込み順）
申１次受付＝１１月１日正午～５日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード１９１１０６Ｅへ／２次受付＝１１
月６日正午～２６日にイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
へ。
※親子で附室からの受講を希望の方
は電話で併せて申し込みを。
問同センター☎７２８・００７１
かしの木山自然公園

自

然

観

察

会

【秋の自然観察】
日１１月１７日㈰午前９時３０分～１１時
（雨天中止）
場同公園
※集合は同公園管理事務所前です。
※駐車場はありません。
問同公園☎７２４・１６６０
木版画一日教室

手 作 り の 年 賀 状

対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）
日１２月３日㈫、４日㈬、午前１０時３０
分～午後４時（各回とも同一内容）
場国際版画美術館
内木版画で単色または２色摺りの年
賀状を作成（図柄は干支の図案を含
め同館で用意）
講版画家・木下泰嘉氏
定各１６人（抽選、結果は１１月１４日ご
ろ郵送）
費３０００円
申１１月１０日までにイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード１９１０２９Ｈへ（同館ホームペ
ージで申し込みも可）。
※両日への申し込みはできません。
問同館☎７２６・２８８９
ず

認定農業者・認定新規就農者認定書授与式を行いました
問農業振興課☎７２４・２１６６
認定農業者・認定新規就農者へ認
定書の授与式を、１０月１５日に市庁
舎で行いました。
認定農業者制度は、市内の農家の
中で特に意欲をもって経営の改善・
発展に取り組む方を、市が支援する
制度です。今回は１０人を認定しまし
た。
また、認定新規就農者制度は、将来
農業の担い手となるような方を、市
が支援する制度です。今回は１人を
認定しました。

災害義援金の受け付け
ゆうちょ銀行での振替による送金
（※1）

令和元年8月豪雨災害
2020年2月28日㈮まで
義援金

口座番号＝00120-7-696975
加入者名＝日赤令和元年8月豪雨災害義援金

令和元年台風第15号
11月30日㈯まで
東京都義援金

口座番号＝00190-5-487603
加入者名＝日赤令和元年台風第15号東京都義援金

令和元年台風第15号
12月30日㈪まで
千葉県災害義援金

口座番号＝00100-8-451648
加入者名＝日赤令和元年台風第15号千葉県災害義援金

令和元年台風第19号 2020年3月31日㈫まで
災害義援金
（延長の可能性有り）

口座番号＝00190-8-515005
加入者名＝日赤令和元年台風第19号災害義援金

授与式では、木島副市長から一人
ひとりに認定書が手渡されました。

問日本赤十字社パートナーシップ推進部☎０３・３４３７・７０８１、
町田市福祉総務課☎７２４・２５３７
銀行による送金（※2）
三井住友銀行＝すずらん支店（普）2787547
三菱ＵＦＪ銀行＝やまびこ支店（普）2105544
みずほ銀行＝クヌギ支店（普）0620421
三井住友銀行＝すずらん支店（普）2787552
三菱ＵＦＪ銀行＝やまびこ支店（普）2105550
みずほ銀行＝クヌギ支店（普）0620456
三井住友銀行＝すずらん支店（普）2787549
三菱ＵＦＪ銀行＝やまびこ支店（普）2105547
みずほ銀行＝クヌギ支店（普）0620448
三井住友銀行＝すずらん支店（普）2787555
三菱ＵＦＪ銀行＝やまびこ支店（普）2105553
みずほ銀行＝クヌギ支店（普）0620464

義援金箱

福祉総務課（市庁舎7階）、市
民課（市庁舎1階）、各市民セ
ンター、木曽山崎連絡所、各
駅前連絡所の窓口に設置

※1 ゆうちょ銀行での振替による送金は、窓口での取り扱いの場合、
振替手数料が無料です。
受領証発行希望の方は、
併せて
「受領証希望」と明記して下さい。
※2 銀
 行による送金は、振込手数料が別途かかる場合があります。口座名義はいずれも
「日本赤十字社」
です。受領証発行希望の方は、
氏名
（受領証の宛名）
・住所・電話番号・寄付日・寄
付額・振込金融機関名と支店名を同パートナーシップ推進部へご連絡下さい。

エフエムさがみ 83.9MHz 「東京町田インフォメーション」
で町田の情報を放送中

