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催し・講座催し・講座
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
●覗いてみよう！鶴川の自然　鶴見
川にいる、いろいろな昆虫や動物など
を室内で一緒に観察してみませんか。
日８月１８日㈬、午前１０時～１１時、午
後１時～２時（各回とも同一内容）場
和光大学ポプリホール鶴川３階多目
的室講和光大学地域連携研究センタ
ー地域・流域共生フォーラム　齋藤
透氏定各２５人（先着順）
問同センター☎☎７２８・００７１
認知症サポーター
ス テ ッ プ ア ッ プ 講 座
対市内在住、在勤、在学で、認知症サ
ポーター養成講座を受講したことの
ある方日９月２日㈭午後１時３０分～４
時３０分場わくわくプラザ町田内認
知症の基礎知識の復習と、認知症の
方とのコミュニケーションの取り方
について実践的な事例で学ぶ定２０
人（申し込み順）申８月３日正午～２９
日にイベントダイヤルまたはイベシ
スコード２１０８０３Cへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

分譲マンション管理に関する相談会
●マンション管理士があなたのご相
談にお答えします　
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等日９月７日㈫午後１時
３０分～４時／相談時間は１組３０分で
す場市庁舎講（一社）東京都マンショ
ン管理士会町田・たま支部定４組（申
し込み順）申電話で住宅課（☎☎７２４・
４２６９）へ。
ふるさと農具館
なたね油しぼりの実演と販売
　野津田町の七国山地区で栽培して
いる菜種から油をしぼります。油は
２５５ｇビン１本７００円で販売します。
日８月２１日㈯、９月１８日㈯、１０月１６
日㈯、１１月２０日㈯、販売時間＝午前
９時３０分から（売り切れ次第終了）、
実演時間＝午前１１時～午後２時
問同館☎☎７３６・８３８０

町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン
●写真展開催～キヤノンイーグルス

写真展　オフィシャルフォトグラフ
ァー・水谷たかひと氏撮影による写
真展です（キヤノンギャラリーで開
催した写真展を再構成）。
日程８月２６日㈭～９月５日㈰場同サ
ロン２階展示室
●はすの花写真展　薬師池公園の大
賀ハスをはじめ、各地で撮影した写
真を展示します。
日程８月２６日㈭～９月６日㈪場同サ
ロン１階展示室
〈臨時休館のお知らせ〉� �
　館内清掃のため、８月２３日㈪～２５
日㈬は臨時休館します。
問同サロン☎☎７３６・８２８１

普 通 救 命 講 習 会
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）日９月１８日㈯午
後１時～４時場健康福祉会館内心肺
蘇生法、ＡＥＤの使用方法、窒息の手
当て、止血の方法等／救命技能認定
証を発行します定２０人（申し込み
順）費１５００円（教材費）申８月３日正
午～１３日にイベントダイヤルまた
はイベシスコード２１０８０３Ｄへ。
問保健総務課☎☎７２４・４２４１
町田市自然休暇村　せせらぎの里
き の こ 狩 り ツ ア ー
　地元のきのこ鑑定人と職員が同行
します。
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者（１８歳以上の方に限る）日①９月
２６日㈰～２７日㈪②１０月３日㈰～４
日㈪、１泊２日、集合は①９月２６日②
１０月３日、午後０時３０分に自然休暇
村／町田ターミナルプラザからの送
迎バスはありません宿泊先町田市自
然休暇村（長野県南佐久郡川上村）／
最少催行人数は各２０人です（定員を
超えた場合は抽選）費１万１８００円
（宿泊費、１日目夕食～２日目昼食、保
険料、ガイド料含む）旅行企画・実施Ｊ
ＷＴジャパンウインズツアー（株）、
長野県知事登録第２－３９９号、全国
旅行業協会会員・長野県旅行業協会
会員（長野県佐久市今井５３３－１、☎☎
０２６７・６６・１２６８〔代〕）申８月１日午
前８時３０分～１１日午後５時に電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）
へ。①９月６日以降②９月１４日以降の
取り消しはキャンセル料が必要で
す。

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
●①幼児スクール②小学生スクール　
　４月から進級基準が変更になって
います。小学生初級はどの時間でも
選択できます。
対①４～６歳の未就学児（火・木曜日
はＡクラス、水曜日はＡ・Ｂクラス）②
小学生（火・木曜日はＡ～Cクラス、水
曜日はＡ・Ｂクラス）日９月７日～１０
月２８日の火～木曜日、午後３時３０分
～７時４５分（Ａ～Cクラス各１時間）
定①各２０人②各４０人／抽選費火・
木コース＝各５６００円（各全７回）、水
コース＝６４００円（全８回）
申往復ハガキに必要事項
を明記し、８月２６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
●チャレンジマッスル２０２１　子ど
もたちが体を動かせるアスレチック
エリア（マットや跳び箱、平均台等）
や、大人向けのパラスポーツ体験、健
康測定会ブースもありま
す。
日８月３日㈫午前９時３０分
～午後４時
問同館☎☎７２４・３４４０

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円申電話で同公
園へ（同公園ＨＰで申し込
みも可）。
問同公園☎☎８５０・６６３０

●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【①ポイント方式（家族向）②単身者
向、車いす使用者向、シルバーピア
（単身者向・二人世帯向）、病死等の発
見が遅れた住宅等】
　都内に３年以上居住等、いずれも
要件有り／詳細は募集案内を参照配
布期間８月２日～１１日配布場所市庁
舎１階総合案内、各市民センター、各
連絡所、同公社町田窓口センター、都
庁等（各施設で開所日時が異なる）／
同公社ＨＰで配布期間中に限りダウ
ンロードも可申郵送で８月１６日まで
（必着）問同公社都営住宅募集センタ
ー☎☎０５７０・０１０・８１０
●（一社）東京バス協会～東京都シル
バーパス更新手続きのお知らせ
【今年度の更新手続きは郵送となり
ます】
　新型コロナウイルス感染症への対
応のため、昨年度と同様、郵送で行い
ます。現在、東京都シルバーパスをお
持ちの方には、８月中旬に同協会か
ら「シルバーパス更新手続きのご案
内」が送付されます。更新を希望する
方は、必ずご確認のうえ、更新手続き
をしてください対現在、有効期限が
２０２１年９月３０日までの東京都シル
バーパスをお持ちの方／新しいパス
の有効期限は、２０２２年９月３０日ま

でです問同協会シルバーパス専用電
話☎☎０３・５３０８・６９５０（受付時間＝
土・日曜日、祝休日を除く午前９時～
午後５時）
●自衛隊町田募集案内所～一般曹候
補生・航空学生募集
　詳細は同案内所へお問い合わせい
ただくか、自衛隊東京地方協力本部
ＨＰを参照対①一般曹候補生＝採用
予定月の１日現在、１８歳以上３３歳未
満の方（ただし、３２歳の方は採用予
定月の１日から起算して３か月後に
達する日の翌月の末日現在、３３歳に
達していない方に限る）②航空学生
（海上）③航空学生（航空）＝高校卒業
者または高等専門学校３年次修了者
（いずれも見込み含む）で、②１８歳以
上２３歳未満の方③１８歳以上２１歳未
満の方申①９月６日まで②③９月９日
まで／必着問同案内所☎☎７２３・１１８６
●町田商工会議所～まちだの飲食店
の未来を応援する地域飲食店応援プ
ロジェクト「みらい飯」を実施してい
ます
　新型コロナウイルス感染症拡大の
影響により、厳しい経営を余儀なく
されている市内飲食店を、クラウド
ファンディングを通じて応援する事
業です。下記二次元バーコードから
参加できます実施期間８
月３１日まで問同会議所☎☎
７２２・５９５７

情報コーナー情報コーナー

大人も子どもも非日常体験！
大地沢に行こう　２０２１秋

問大地沢青少年センター☎☎７８２・３８００

まちだ創業スクール２０２１
問町田商工会議所☎☎７２４・６６１４、町田市産業政策課☎☎７２４・２１２９

　本格的な創業を目指す「本格コ
ース」と、コロナ禍にマッチした副
業を学ぶ「副業コース」がありま
す。事前に無料で受講できる「プレ
セミナー」も用意しました。受講ス
タイルはコースによって異なりま
すので、下表をご確認ください。創
業知識取得の場としてご利用くだ

さい。
場同会議所
※ＷＥＢ講座はまちだ創業スクー
ル２０２１特設サイトで行います。
申電話で同会議所（まちだ創業ス
クール２０２１特設サイ
ト〔右記二次元バーコー
ド〕で申し込みも可）へ。

　同センターでは、９月・１０月はた
くさんの新規事業を企画して皆さ
んの参加をお待ちしています。日帰
りで野外炊事場や風呂の利用もで
きます。人気の定番事業である青
空アトリエや陶芸教室、キャンプ体
験会など、大自然の中で非日常体
験をしてみませんか。イベントの詳
細や申込方法等は市ＨＰ
（右記二次元バーコー
ド）をご覧ください。
【新しい事業（予定）】
○境川源流散歩とフレイル予防
○俳画
○火おこし体験
○はたらく自動車展示
○乳幼児イベント
○ニュースポーツ体験　等

　まちだ子育てサイ
トやＩｎｓｔａｇｒａｍで、
イベントの様子を発
信中！

日　時 定員（抽選） 費用（税込み）
通学講座 ＷＥＢ講座 通学講座 ＷＥＢ講座

プレセミナー ８月２１日㈯午後１時～３時
いずれも
３０人

上限無し 無　料

本格コース
９月４日、１１日、２５日、い
ずれも土曜日午前１０時～
午後４時、全３回

３０００円

副業コース
１０月５日、１２日、１９日、
２６日、１１月２日、９日、い
ずれも火曜日午後６時３０
分～９時、全６回

１００人 １０００円


