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催し・講座催し・講座
和光大学連続市民講座
人間中心主義的世界観を再考する
　Ｚｏｏｍを使ったオンライン講座
です。
日①１０月６日㈬②１０月１３日㈬③１０
月１９日㈫④１０月２７日㈬、午後６時
３０分～８時３０分、全４回内①人間と
非人間の関係史～脱人間中心主義的
世界観に向けて②人と動物の物語③
人と動物の歴史④アメリカの脱人間
中心主義の思想史的系譜講①和光大
学表現学部教授・馬場淳氏②同大学
表現学部教授・松村一男氏③同大学
現代人間学部教授・堂前雅史氏④同
大学経済経営学部准教授・森下直紀
氏定５０人（申し込み順）費２０００円
（学生は無料）申学生の方＝メールの
件名に「連続市民講座２０２１学生申
込」と明記し、住所・氏名（ふりがな）
・携帯番号・学校名（学部・学科）を本
文に入力のうえ、９月２２日までに、和
光大学大学開放フォーラム（墳ｏｐｅ
ｎ＠ｗａｋｏ．ａｃ．ｊｐ）へ。一般の方＝９月
２２日までに、小田急まな
たびウェブサイト（右記
二次元バーコード）から
申し込み。
問和光大学☎☎０４４・９８８・１４３３、町
田市文化振興課☎☎７２４・２１８４
怒りの感情と上手につきあう技術
「アンガーマネジメント」を学ぼう
　怒りと上手に付き合う技術があり
ます。ストレスの少ない人間関係の
ために、アンガーマネジメントを学
びませんか。
日１０月１５日㈮午前１０時～正午場町
田市民フォーラム講（一社）日本アン
ガーマネジメント協会ファシリテー
ター定２４人（申し込み順）申９月３日
正午～１０月７日にイベントダイヤル
またはイベシスコード２１０９０３Ｃ
へ。保育希望者（１歳６か月以上の未
就学児、申し込み順に６人）は、９月
３０日までに併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎☎７２３・
２９０８

絵本の読み聞かせ講座（基礎編）
対市内小学校・学童クラブなどで読
み聞かせに関わる活動をしている保
護者・ボランティア日９月２８日㈫午
前１０時～正午場中央図書館内主に
小学校低学年を対象にした本の選び
方や読み聞かせ方について定１５人
（申し込み順）申９月２日から直接ま
たは電話で同館へ（１回の申し込み
につき２人まで）。
問同館☎☎７２８・８２２０

女性のための就職準備セミナー
●子育て中の方のためのパソコン講
習　
対現在子育て中で、全回参加でき、早
期の再就職を考えている女性日９月
２８日㈫～３０日㈭、午前１０時１５分～
午後４時、全３回場町田市民フォーラ
ム内就職活動に必要な職務経歴書を
パソコン（ワード・エクセル）で作成
する定１２人（申し込み順）申直接ま
たは電話でハローワーク町田マザー
ズコーナー（☎☎７３２・８５６３、受付時
間＝祝休日を除く月～金曜日の午前
８時３０分～午後５時）へ。保育希望者
（６か月以上の未就学児、申し込み順
に６人）は併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎☎７２３・
２９０８
男女平等推進センター特別講演会
日本のジェンダー問題を知ろう
　メディアでも活躍中の社会学者を
講師に迎え、ユーモアのある鋭い視
点から現代に生きる私たちの暮らし
方をさまざまな切り口で見てみま
す。
日１０月２日㈯午後２時～４時場町田
市民フォーラム講國學院大學教授・
水無田気流氏定１８８人（申し込み順）
申９月３日正午～２６日にイベントダ
イヤルまたはイベシスコード
２１０９０３Ｅへ。保育希望者（１歳６か月
以上の未就学児、申し込み順に８人）
は、９月２０日までに併せて申し込み
を。
問男女平等推進センター☎☎７２３・
２９０８

町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン
●ダリア撮影会　秋咲きのダリアを
撮影してみませんか。直接町田ダリ
ア園においでください。
日１０月２日㈯１０時～正午場町田ダ
リア園／入園料がかかります。
問同サロン☎☎７３６・８２８１

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 総 合 体 育 館
●フラダンス教室　
対１８歳以上の方日１０月１日～１２月
３日の金曜日、午後４時３０分～５時
３０分、全１０回定３０人（初参加者優先
のうえ、抽選）費８０００円申往復ハガ
キに必要事項を明記し、９月８日まで
（必着）に同館へ（同館ＨＰで
申し込みも可）。
問同館☎☎７２４・３４４０

市 立 室 内 プ ー ル
●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
１０月５日～１１月３０日の火曜日（１１
月２３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８回定①１０人
②各１５人／抽選費①４８００円②各
６４００円申往復ハガキに必要事項を
明記し、９月２１日まで（必着）に同プ
ールへ。
●５０ｍプールの採暖室側１コース分
を貸し出します　期間限定です。先
着順で貸し出します。
日程１０月１日㈮～２０２２年３月２０日
㈰／２時間１単位で貸し出します費１
単位につき、月～土曜日＝３９２０円、
日曜日・祝休日＝４７１０円／申請時
に支払い申同プール２階インフォメ
ーションで受け付け。
●５０ｍプール採暖室側１コース分に
フィン専用コースを設置します　期
間限定です。無料貸出用のフィンも
あります。フィンゴーグル用シュノ

ーケル（プール以外で使用していな
いもの）の持ち込みが可能です。な
お、期間中、フィンコースの開催日以
外は周回コースとします／コースの
貸し出しを行う時間は、フィン・周回
コースともに利用できません。
対中学生以上で５０ｍ以上の泳力が
ある方日１０月１日㈮～２０２２年３月
２０日㈰の月・水・金・日曜日費施設利
用料申５０ｍプール監視控え室前で
受け付け／誓約書に署名をお願いし
ます。

◇
問同プール☎☎７９２・７７６１

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）費各８８０円申電話で鶴
間公園へ（鶴間公園ＨＰで申
し込みも可）。
問鶴間公園☎☎８５０・６６３０

野 津 田 公 園
●パークヨガ～園内屋外を利用した
ヨガ教室　雨天、猛暑・真冬日はスタ
ジアムで行います。
対２０歳以上の方日１０月５日～１２月
２１日の火曜日（１１月２３日を除く）、
午前１０時３０分～正午、全１１回講全
米ヨガアライアンス２００Ｈ認定講師
・河本真由子氏定１５人（申し込み順）
費６６００円（保険料込み）申９月１５日
午前９時から電話で野津田公園（受
付時間＝午前９時～午後５
時）へ。
問野津田公園☎☎７３６・３１３１

相 原 中 央 公 園
●小学生硬式テニス教室　相原テニ
スクラブメンバーによる初心者向け
テニス教室です。
対市内在住、在学の小学生日９月１９
日㈰午前９時～正午定２０人（申し込
み順）費３００円申９月１０日までに電
話で相原中央公園管理事務
所（受付時間＝午前９時～
午後８時）へ。
問相原中央公園☎☎７７２・１４４９

情報コーナー情報コーナー
●東京都住宅供給公社～公営住宅入
居者募集
　詳細は募集案内を参照募集戸数市
営住宅（一般世帯単身者向＝１戸、一
般世帯家族向〔２人以上向＝１戸、３人
以上向＝１０戸〕、単身者向シルバー
ピア＝１戸）、都営住宅地元割当（単
身者向シルバーピア＝７戸、二人世
帯向シルバーピア＝４戸）配布期間９
月１０日まで配布場所市庁舎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９月１４日まで（必着）問同公社
都営住宅募集センター☎☎７１３・
５０９４
●八王子年金事務所からのお知らせ
【年金の住所変更はお済みですか】
　住民票の住所変更をした方は、年
金各種手続きの際、住所変更の届け
出は原則不要です。住民票の住所と
違う場所にお住まいの場合、または
成年後見を受けている方等は、届け

出が必要です。届け出がお済みでな
いと、「ねんきん定期便」等、日本年金
機構からのお知らせが届かないこと
があります。詳細はお問い合わせを
／共済年金を受け取っている方は各
共済組合へお問い合わせください
【扶養親族等申告書が送付されます】
　国民年金や厚生年金等から支給さ
れる年金のうち、老齢または退職に
より支給される年金は、雑所得とし
て所得税及び復興特別所得税が課さ
れます（障害年金・遺族年金は課税さ
れません）。原則、年金額が６５歳未満
の方は１０８万円以上、６５歳以上の方
は１５８万円以上の場合は、年金支払
い時に所得税が源泉徴収されます。
日本年金機構から対象者に、２０２２
年分の年金の所得税額の計算に必要
な「扶養親族等申告書」が９月下旬か
ら順次送付される予定です。提出す
ることで、扶養控除等の各種控除が
受けられますので、期限までに提出
してください

◇
問ねんきんダイヤル☎☎０５７０・０５・
１１６５、同事務所☎☎０４２・６２６・３５１１

わくわく仲間づくりカレッジ

講座参加者募集
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

対市内在住の６５歳以上の方
申希望講座を選び（重複申し込み不可）、９月３日正午～９日にイベントダ
イヤルまたはイベシスコード２１０９０３Ｂへ。
※当日の詳細は町田市シルバー人材センター（☎☎７２３・２１４７、受付時間
＝午前９時～午後４時）へお問い合わせください。

講座名 定員
（抽選） 日　時 会　場 費　用

はじめての水彩画 １５人
１０月６日～１１月１０
日の水曜日、午後１時
３０分～３時３０分（１１
月３日を除く）、全５回

わくわく
プラザ町田

各２５０円
（別途材料費とし
て、はじめての水
彩画は５００円、
はじめてのパッ
チワークは１０００
円が必要）

お茶の間ジム① ２０人
１０月８日～１１月５日
の金曜日、午前９時
３０分～１１時３０分、
全５回

はじめてのパッチ
ワーク １５人

１１月９日～１２月１４
日の火曜日、午前９時
３０分～１１時３０分
（１１月２３日を除く）、
全５回

お茶の間ジム② ２０人
１１月１９日～１２月１７
日の金曜日、午前９時
３０分～１１時３０分、
全５回

※抽選結果は９月２５日ごろまでに発送します。


