
8 2020．11．1 催しや講座など、申込方法の記載がない場合は直接会場へおいでください。

新型コロナウイルス感染防止のため、催し・講座は中止や一部変更になる場合がありますのでご了承ください

催し・講座催し・講座
町田新産業創造センター～創業・起
業に関する

相談会・オンラインセミナー
【町田創業～ファーストステップ相
談会】
日１１月７日、２１日、いずれも土曜日
午後１時～５時（１人１時間）
申参加希望日の前日正午までに同セ
ンターホームページで申し込み。

【町田創業～ファーストステップセ
ミナー】
　Ｚｏｏｍミーティングでのオンラ
インセミナーで創業に関する知識を
学びます。
日①１１月５日㈭午後２時～３時②１１
月５日㈭午後３時１５分～４時１５分③
１１月１６日㈪午後２時～３時④１１月
１６日㈪午後３時１５分～４時１５分
内①応用・経営～創業初期から考え
るブランディング②応用・財務～投
資トレンドから見る資金調達方法③
応用・人材育成～人を雇用するとき
のルール④応用・販路開拓～ＳＥＯの
基礎－自社Ｗｅｂサイトの活用によ
る販路開拓　
講①（株）コマキ・アンド・カンパニー　
小巻朱美氏②クレドパートナー・岡
田勇雄氏③村上社会保険労務士事務
所・村上かおり氏④（株）ウィルパー
トナーズ・馬場郁夫氏
定各３０人（申し込み順）
申参加希望日の前日午後５時までに
同センターホームページで申し込
み。

◇
対創業予定の方、創業し
て間もない方等
場同センター

問同センター☎☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎☎７２４・２１２９
生涯学習センター

親と子のまなびのひろば
【きしゃポッポ】
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の末日まで）とその母親、妊婦の
方
日１１月１０日、１７日、１２月１日、いず
れも火曜日午後２時～４時（自由遊び
時間含む）
内自由遊び、歌・絵本の紹介、スキン
シップ遊び、子育ての情報交換
定各５組（申し込み順）

【パパと一緒にきしゃポッポ】
　お父さんが赤ちゃんと楽しく過ご
すためのヒントが見つかるひろばで
す。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の末日まで）とその父親
日１１月１５日㈰午後２時～４時
内自由遊び、スキンシップ遊び、手作
りおもちゃ制作等
定５組（申し込み順）

◇
場同センター
申１１月２日午前９時から電話で同セ
ンター（☎☎７２８・００７１）へ。

食 育 ツ ー リ ズ ム
【秋の里山を歩いて、食べて、楽しも
う！アウトドアクッキングでピザラ
ンチ】
　食への関心を高め、食に対する感
謝の心を育むウォークツアーです。
秋野菜を収穫し、とれたての野菜で
石窯ピザを作ります。里山散策や、米
袋と新聞紙を使ったマイバッグ作り
も楽しめます。
対市内在住の３歳～中学生とその保
護者（親子参加必須）

日１１月２１日㈯午前９時～午後２時
３０分ごろ、集合・解散は大谷里山農
園
※集合場所までは自家用車（駐車場
有り）または公共交通機関をご利用
ください。
場大谷里山農園、Ｂａｍｂｏｏ Ｖｉｌｌａｇｅ 
 Ｆａｒｍ（下小山田町）
※長い坂のある道（約１㎞）を歩いて
往復します。
定２４人（抽選）
費１人２２００円（各種体験費、食材費、
保険料）
申参加者全員の住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・生年月日・性別を明記
し、ＦＡＸで町田ツーリストギャラリ
ー（返８５０・９３１２）へ（町田市観光コ
ンベンション協会ホームページで申
し込みも可）。
問町田ツーリストギャラリー☎☎８５０
・９３１１（受付時間＝午前１０時～午
後７時）、町田市保健予防課☎☎７２２・
７９９６
花のある道づくり

ヤブカンゾウの苗植え体験
　鶴見川源流保水の森を散策（アッ
プダウン有りの往復約４㎞）し、ヤブ
カンゾウの苗を植えます。参加者に
はヤブカンゾウの苗を差し上げま
す。
対小学生以上の方（小学生は保護者
同伴）
日１１月２１日㈯午前９時～正午
※集合は上小山田みつやせせらぎ公
園調整池（小山田小学校前バス停か
ら徒歩１分）です。
定１５人（申し込み順）
持ち物雨具、飲み物
※歩きやすい服装と靴でおいでくだ
さい。

申ＦＡＸまたはＥメールで、催し名・住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢
・性別を明記（グループの場合は参
加者全員分）し、１１月１０日までに、
農業振興課（返０５０・３１０１・９９１３ 
遍ｍｃｉｔｙ４７３０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋ
ｙｏ．ｊｐ）へ。
問農業振興課☎☎７２４・２１６４
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１１月９日㈪午前１０時～午後１時

（売り切れ次第終了）
場市庁舎前
問農業振興課☎☎７２４・２１６６
かしの木山自然公園

自 然 観 察 会
【草木の実と種】
日１１月１５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

　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。
※災害等の発生により、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

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� 問防災課☎☎724・3218

頑張れＦＣ町田ゼルビア　みんなの応援をゼルビアに届けよう！
Ｊ２リーグは終盤戦に突入！

問スポーツ振興課☎☎724・4０3６

　今シーズンは新型コロナウイル
スの影響でリーグが中断し、例年
より終了が１か月後ろにずれるス
ケジュールとなっています。
　リーグ再開後は過密スケジュー
ルとなる中、ＦＣ町田ゼルビアはな
かなか調子が上がらず、リーグ中
盤に位置していますが、諦めずに
上位を目指して頑張っています。

　ホームゲームは残り６試合とな
りました。ぜひ会場での熱い声援
をお願いします。
　なお、今後も新型コロナウイル
スの影響で入場制限や観戦のルー
ル等が変更される場合がありま
す。ホームゲームの開催情報はＦＣ
町田ゼルビア公式ホームページを
ご確認ください。

ホームゲーム日程
日　時 対戦相手 会　場

11月1日㈰午後4時から 愛媛FC

町田ＧＩＯＮスタジアム

11月11日㈬午後7時から レノファ山口FC
11月15日㈰午後2時から 松本山雅FC
11月29日㈰午後4時から ザスパクサツ群馬
12月6日㈰午後2時から 東京ヴェルディ
12月13日㈰午後2時から 水戸ホーリーホック

２0２0年7月～9月の航空機騒音

　７月～９月に頂いた苦情の件数は
右下表のとおりです。
　市では、騒音解消に向けて国・米軍
に対し要請活動を行っており、今後
も粘り強く要請を行ってまいりま
す。皆さんから頂いた苦情は、国や米
軍へ伝えるほか、要請の際の資料と
して活用しています。苦情は企画政
策課・環境保全課で電話受付してい

るほか、Ｅメール（遍ｍｃｉｔｙ４７０@
ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）でも受け
付けています。なお、具体的な被害状
況を把握するため、苦情をお受けす
る際に、お住まい
の町名、騒音の発
生時間をお聞き
しています。

測定結果（速報値）

苦情受付件数

市HP 航空機騒音測定結果  検索

問企画政策課☎☎724・21０3
市HP 航空機騒音苦情件数  検索

問環境保全課☎☎724・2711

月 件　数
7月 11件
8月 8件
9月 9件

測定場所 測定月 騒音発生回数（回） 月間最高
音（ｄB）70～79ｄB 80～89ｄB 90～99ｄB 100ｄB以上 合　計

本町田東小学校
7月 114 2 0 0 116 81.1
8月 90 1 0 0 91 81.4
9月 84 4 0 0 88 82.9

小山小学校
7月 219 3 0 0 222 85.7
8月 223 9 0 0 232 89.9
9月 215 3 0 0 218 87.7

町田第五小学校
7月 199 32 0 0 231 84.6
8月 144 19 0 0 163 85.5
9月 116 9 0 0 125 85.0

忠生第三小学校
7月 53 2 0 0 55 80.8
8月 47 3 0 0 50 81.5
9月 62 0 0 0 62 79.4

南中学校
7月 34 2 0 0 36 81.1
8月 12 0 0 0 12 77.6
9月 35 2 0 0 37 81.5

※南中学校は、8月7日～17日は停電のため欠測。
※�発生回数は、70ｄB(デシベル)以上の騒音が5秒以上継続した回数です／音の目安は、
70ｄB…新幹線の車内、80ｄB…航空機の機内、90ｄB…騒々しい工場内、大声による
独唱、100ｄB…電車通過時のガード下の最大値

（仮称）町田スポーツ公園 
整 備 工 事 の お 知 ら せ

　熱回収施設等の周辺施設整備基
本構想に基づき、最終処分場の上
部を公園として有効活用するた
め、造成工事を行います。工事期間
は２０２１年３月までの予定です。ご
理解ご協力をお願いします。
問公園緑地課☎☎７２４・４３９８


