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催し・講座催し・講座
町田市フォトサロン
国 際 写 真 サ ロ ン
　応募作品から選ばれた、審査委員
特別賞（海外・国内、各３点）を含む海
外作品５５点、国内作品４５点、Ｕ３０部
門（３０歳以下を対象としたウェブ応
募部門）１１点を展示します。
日程７月２１日㈬～８月２２日㈰場同サ
ロン２階展示室
問同サロン☎☎７３６・８２８１

ま ち な か シ ネ マ
　新型コロナウイルス感染防止のた
め、消毒液の設置、検温の実施、座席
の間隔の確保等を行います。詳細は
市ＨＰをご覧ください。
日７月１６日㈮午後６時３０分から＝
「スチュアート・リトル」／雨天実施
場町田ターミナルプラザ市民広場
問産業政策課☎☎７２４・３２９６
７月講座
さ が ま ち カ レ ッ ジ
　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）をご覧ください（さが
まちコンソーシアムＨＰでダウンロ
ードも可）。
●①ｗｅｂカレッジ～ＡＩ・機械学習を
学ぶ　そもそもＡＩとは？ビジネス
にどう活かす？　Ｚｏｏｍを使った

オンライン講座です。
日７月１６日㈮午後３時～４時３０分講
青山学院大学理工学部教授・大原剛
三氏、パーソルキャリア（株）・矢野正
途氏定５０人（申し込み順）費１０００円
●②北里柴三郎の業績～見えざる
敵、伝染病との戦い　
日７月２１日㈬午前１０時～１１時３０分
場ユニコムプラザさがみはら（相模
原市）講北里柴三郎記念室医学博士
・森孝之氏定３５人（抽選）費１２００円
●③作品鑑賞を楽しみましょう～自
分らしく絵の世界を味わうために　
対１５歳以上の方（中学生を除く）日７
月２５日㈰午後１時３０分～４時４０分、
８月１日㈰午後１時３０分～３時３０分、
全２回場町田市生涯学習センター講
女子美術大学芸術学部非常勤講師・
内野博子氏定１５人（申し込み順）費
３３００円

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、郵送またはＦＡＸでさがまち
コンソーシアム事務局へ（②のみ７月
４日まで〔必着〕）。さがまちコンソーシ
アムＨＰで申し込みもできます。なお、
②は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。
問同事務局☎☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎☎７２８・００７１
飲食事業者応援事業
飲 食 事 業 者 応 援 セ ミ ナ ー
●コロナで変わる飲食店経営！繁盛

請負人が教える次の一手！　コロナ
禍でも繁盛している店舗の成功事例
から、売り上げアップのヒントを学
びます（オンライン〔Ｚｏｏｍ〕でも開
催）。町田商工会議所と共催です。
対飲食事業者日７月２７日㈫午後３時
～５時場同会議所、オンライン＝Ｚｏ
ｏｍ講ＵＮＩＣＯコンサルティング代
表・小峯孝実氏定会場＝３０人、オン
ライン＝１００人／申し込み順申チラ
シ（市ＨＰまたは同会議所ＨＰでダウ
ンロード）に必要事項を記入し、ＦＡ
Ｘで同会議所（返７２９・
２７４７）へ（右記二次元バー
コードでの申し込みも可）
／詳細は、市ＨＰ、同会議所ＨＰをご覧
ください。
問同会議所☎☎７２２・５９５７、町田市産
業政策課☎☎７２４・３２９６
ブルーベリーの美味しい季節です
摘み取りに出かけませんか
　期間・営業時間・料金等は農園ごと
に異なりますので、各農園へお問い
合わせください。
農園名、所在地、予約・問い合わせ先　
○相原ブルーベリー農園（相原町
２０５２、☎☎０８０・５０８８・７５８８）
○町田里山ベリー園（上小山田町
２６６３、☎☎７９７・３２４６）
○小山田ブルーベリー園（下小山田
町１０１４、☎☎７１９・５４８６）
○Ｂ

ビー

　ｆ
ファクトリー

ａｃｔｏｒｙ（山崎町１８７７－１、☎☎
８５１・９２１３）
○浅沼ブルーベリー農園（木曽西５
－１４、☎☎０８０・１１４９・９６３０）
○小野路ブルーベリー園（小野路町
１０１４、☎☎０９０・８３０２・２２０９）
○ななくにブルーベリー農園（野津
田町２２０９、☎☎７３５・３３３４）
○友井ブルーベリーガーデン（小川
６－１２－１、☎☎０９０・４５２６・２４３５）
○南町田ブルーベリー園（鶴間５－
１２－３８、☎☎０９０・９６４５・５５１１）
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

ダンボールコンポスト講習会
　参加者にはダンボールコンポスト
１セット（幅３７㎝、奥行３３㎝、高さ
３２㎝。重さ約７㎏）をお持ち帰りいた
だけます。過去に受講したことがあ
る方は申し込みできません。
対市内在住の方日①７月１９日㈪②７
月２７日㈫③７月２８日㈬、午後２時３０
分～４時場市庁舎講（一財）まちだエ

コライフ推進公社定各１４人（申し込
み順）申①７月２日正午～１１日②③７
月２日正午～１５日に、イベントダイ
ヤルまたはイベシスコード２１０７０２
Ａへ。
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０

スポーツスポーツスポーツ
　申込方法等の詳細は各施設へお
問い合わせいただくか、各ＨＰをご
覧ください。

市 立 室 内 プ ー ル
●小学生短期水泳教室１期・２期　
対市内在住、在学の小学生の初心者
（初参加者優先）日１期＝８月３日～６
日、２期＝８月１７日～２０日、午前９時
～９時５０分、各全４回定各２０人（抽
選）費１０００円
●①幼児ダンス②キッズダンスＡ・Ｂ
・Ｃ　
対①４～６歳の未就学児②小学生日８
月３日～９月２８日の火曜日（８月３１
日、９月２１日を除く）①午後３時３０分
～４時１５分②午後４時３０分～７時５０
分（Ａ～Ｃ各１時間）、各全７回定①１０
人②各１５人／抽選費①４２００円②各
５６００円

◇
申往復ハガキに必要事項を
明記し、７月２０日まで（必
着）に同プールへ
問同プール☎☎７９２・７７６１

市 立 総 合 体 育 館
●第２期ハンドボール教室　除外日
は同館ＨＰからご確認ください。
対小学生日７月１６日～１０月８日の金
曜日、小学１～２年生＝午後３時５０分
～４時５０分、小学３～６年生＝午後４
時５０分～５時５０分、各全８回定各２０
人（抽選）費９６００円／参加回数によ
って費用は異なります
申同館ＨＰで申し込み
問同館☎☎８５０・９７０７

鶴 間 公 園
●ヨガリラックス　
対１６歳以上の方日毎週金曜日、午前
１１時１０分～１１時５５分定各１２人
（申し込み順）費８８０円申電
話または同公園ＨＰで申し
込み
問同公園☎☎８５０・６６３０

●八王子都税事務所～にせ都税職員
にご注意ください
　都税事務所の職員を装って個人情
報を取得したり、金銭をだまし取ろ
うとする事例が発生しています。相
手の電話番号が非通知表示など、不
審に感じた場合は即答せずに必ず一
度電話を切り、下記問い合わせ先ま
でご連絡ください。また、万が一被害
に遭った場合は、すぐに警察にご連
絡ください問東京都主税局総務部総

務課相談広報班☎☎０３・５３８８・２９２５
●企業年金連合会～年金制度のお知
らせ
　「厚生年金基金（企業年金）」とは、
企業が実施している年金制度の１つ
です。この制度のある会社を勤務１０
年未満で退職したことがある方は、
制度への加入期間が１か月でも、同
連合会から年金を受け取れる可能性
があります問同連合会☎☎０５７０・０２
・２６６６、ＩＰ電話・ＰＨＳ＝☎☎０３・５７７７
・２６６６（受付時間＝月～金曜日の午
前９時～午後５時）

情報コーナー情報コーナー

「浮世絵風景画－広重・清親・巴水　三世代の眼－」展
問市役所代表☎☎７２２・３１１１、国際版画美術館☎☎７２６・２７７１、０８６０、２８８９

起業・創業に関する基礎知
識が習得できる無料オンラ
インセミナーと無
料相談会を毎月開
催しています。 ▲詳細はこちら

問町田新産業創造センター☎☎８5０・８5２5、町田市産業政策課☎☎７２4・２１２９
町田創業 ファーストステップセミナー・相談会

　江戸～昭和時代に風景版画を制
作した歌川広重・小林清親・川瀬巴
水の作品を紹介します（出品点数
３７３点、前・後期で全点展示替え）。
会期前期＝７月１０日㈯～８月９日
（振休）、後期＝８月１２日㈭～９月
１２日㈰
休館日月曜日（ただし、８月９日は
開館し、１０日は休館）
※展示替えのため８月１１日は閉室
しますが、企画展示室（本展）以外
は通常どおり開館します。
開館時間火～金曜日＝午前１０時
～午後５時、土・日曜日、祝休日＝
午前１０時～午後５時３０分（いずれ
も入場は閉館３０分前まで）
場同館企画展示室
観覧料一般９００円、高校・大学生
４５０円、中学生以下無料
※展覧会初日は入場無料です。ま
た、７月２８日㈬、８月２５日㈬はシル
バーデーのため、６５歳以上の方は
無料です。
※その他、各種割引があります。詳
細は同館ＨＰをご覧ください。
関連イベント  
　詳細は同館ＨＰ（右記二
次元バーコード）をご覧
ください。
【芹ヶ谷はんび寄席】
　本展の観覧券が必要です（半券
可）。
日８月１日㈰午後１時３０分～３時
３０分
場同館講堂
出演落語＝林家正雀、林家彦三、太
神楽＝鏡味仙成、音曲＝のだゆき
定６０人（申し込み順）
申７月７日正午～２８日にイベント

ダイヤルまたはイベシスコード
２１０７０７Ａへ。
【その他】
○７月１８日㈰＝太田記念美術館・
赤木美智氏による記念講演会「小
林清親の広重学習～《東京名所図》
と《武蔵百景》を中心に」
○７月２４日㈯＝復刻浮世絵版木摺
り体験２０２１
○８月７日㈯＝館長による記念講
演会「︐彩︐と︐趣︐～広重・清親・巴
水をつなぐもの」
○８月１３日㈮＝版画体験イベント
「Ｍｙ　ｌａｎｄｓｃａｐｅ～風景の手ぬ
ぐい」（事前申込制）
○８月２２日㈰＝Ｓｌiｄｅ　Lｅｃｔuｒｅ　iｎ　
Eｎgｌiｓh（英語によるスライドレク
チャー）
○７月１７日㈯、８月２９日㈰＝担当
学芸員によるスライドトーク
○９月１１日㈯＝プロムナードコン
サート

同時開催
ミニ企画展「浮世絵モダーン　
橋口五葉と伊東深水を中心に」
会期９月１２日㈰まで
場同館常設展示室

※図版 歌川広重「東海道五拾三次之内　
庄野　白雨」天保7（1836）年頃、町田市
立国際版画美術館蔵【前期展示】


