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里 山 イ ベ ン ト
●里山の木でつくってみよう！樹木
プレート＆小枝鉛筆　里山の間伐材
や小枝を使って樹木プレートと小枝
鉛筆を作り、林道散策をして里山に
ついて学ぶイベントです。汚れても
良い服装、歩きやすい靴でおいでく
ださい。
対市内在住の小学生以下のお子さん
とその保護者日１１月２０日㈯午前１０
時～正午（雨天時は、林道散策は行い
ません／荒天中止）場相原中央公園
定１５人（同伴者含む、申し込み順）申
１１月１日午前１０時から電話で環境
・自然共生課（☎☎７２４・４３９１）へ。

日 曜 朝 市
　市内の認定農業者が作った町田産
の新鮮野菜の販売です。
日１１月７日㈰午前７時～８
時（売り切れ次第終了）場教
育センター駐車場
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

観 光 セ ミ ナ ー
●０から始めるＴｗｉｔｔｅｒの楽しみ方　
　稲城・多摩市と連携した観光事業
の一環として開催します。Ｔｗｉｔｔｅｒ
を使った情報の収集と発信方法を学
び、日頃のお出かけをより楽しんで
みませんか。
対町田・稲城・多摩市在住、在勤、在学
の、写真撮影及びインターネットを
使えるスマートフォンまたはタブレ
ットを持っている方／あらかじめ 
Ｔｗｉｔｔｅｒへ投稿する写真データを何
枚かご用意ください日１２月１１日㈯
午後１時～４時ごろ場稲城市地域振
興プラザ定２０人（抽選）申「観光セミ

ナー」と書き、住所・氏名（ふりがな）
・携帯電話番号・年齢・性別、同行者
の氏名（ふりがな）・年齢・性別・下記
の質問事項の回答を明記し、１１月
２２日午後５時までにＦＡＸ（ＦＡＸ返信
可能な方）またはメールでＪＴＢ東京
多摩支店「観光セミナー係」（返０４２
・５２１・５５５８墳ｍｉｎａｍｉｔａｍａ＠ｊｔｂ．
ｃｏｍ）へ。
〈質問事項について〉　
①スマートフォンで写真を撮る習慣
の有無②Ｔｗｉｔｔｅｒアカウントの有無
③Ｔｗｉｔｔｅｒ投稿のスキル（全く無し・
投稿方法は知っているが投稿経験は
ほぼ無し・日頃から投稿している）
問観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８、
ＪＴＢ東京多摩支店☎☎０４２・５２１・
５５５０
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。歩きやす
い服装と靴でおいでください。
対小学生以上の方（小学生は保護者
同伴）日１１月２０日㈯午前９時５０分
～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）定１５人（申し込み
順）申１１月２日正午～１１日にイベン
トダイヤルまたはイベシスコード
２１１１０２Ｄへ。
問農業振興課☎☎７２４・２１６４
下半期～文学館でたのしむ
おとなのためのおはなし会
日１１月１８日、１２月１６日、２０２２年２
月１７日、３月１７日、いずれも木曜日
午前１０時３０分～１１時３０分（受け付

けは午前１０時から）場町田市民文学
館２階大会議室語り手（特）まちだ語
り手の会定５０人（先着順）
問同館☎☎７３９・３４２０
下半期～保育付き紙芝居上演会
紙 芝 居・大 人 の 時 間
　保育希望者以外は直接会場へおい
でください。
日①１１月５日②１２月３日③２０２２年
２月４日④３月４日、いずれも金曜日
午前１０時３０分～１１時３０分（受け付
けは午前１０時から）場町田市民文学
館２階大会議室上演町田かみしばい
サークル「ふわふわ座」定４０人（先着
順）／保育希望者（１歳以上の未就学
児、申し込み順に６人）は、②１１月１６
日③２０２２年１月１５日④２月１５日、
午前９時から電話で同館へ。なお、①
は受け付け中です。
問同館☎☎７３９・３４２０

つくし野コミュニティセンターまつり
　新型コロナウイルス感染防止のた
め、活動団体による演奏等をオンラ
インでライブ配信します。視聴方法
については市ＨＰ（右記二
次元バーコード）をご覧
ください。
日１１月７日㈰午前１０時３０分～午後
３時３０分
問同センター☎☎７９６・１９５５

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
●①フェンシング教室②ハンドボー
ル教室　
対小学生日①毎週木曜日②毎週金曜

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分定各２０人（申し込
み順）費１２００円申往復ハガキに必
要事項を明記し同館へ（同
館ＨＰで申し込みも可）。
問同館☎☎８５０・９７０７

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
１２月７日～２０２２年１月２５日の火曜
日（１月４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、１１月２３
日まで（必着）に同プール
へ。
問同プール☎☎７９２・７７６１

鶴 間 公 園
●サーキットトレーニング　 
対１６歳以上の方日水曜日（偶数週）、
午前１１時３０分～午後０時１５分定各
１４人（申し込み順）費８８０円申１１月
１日から電話で同公園へ（同
公園ＨＰで申し込みも可）。
問同公園☎☎８５０・６６３０

野 津 田 公 園
●ジュニア陸上教室「ゆめチャレ！」
記録への挑戦会　
対市内在住、在学の小学生日１１月
１３日㈯午後１時～５時（小雨実施）定
１００人（申し込み順）費５００円申１１
月１日～１０日午後３時に同公園ＨＰで
申し込み（定員に余裕があ
る場合は当日参加も可）。
問同公園☎☎７３６・３１３１

　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

Ｊ２リーグも残りわずか！
ＦＣ町田ゼルビアへの応援をお願いします

問スポーツ振興課☎☎724・40３６

　Ｊ２リーグは終盤に差し掛かり、
ＦＣ町田ゼルビアのホームゲーム
も残すところあと３試合になりま
した。新型コロナウイルスの影響
により、今年はＪ１リーグに昇格で
きるのは上位２チームだけとなっ
ていますが、北朝鮮代表でも活躍
した鄭
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選手を始めとした新戦
力の活躍もあり、ＦＣ町田ゼルビア

は上位を狙える好位置につけてい
ます。悲願のＪ１昇格を目指すＦＣ
町田ゼルビアに熱い応援をお願い
します。
　ホームゲームの開催情報は、ＦＣ
町田ゼルビアの公式ＨＰ（下記二次
元バーコード）でご確
認ください。

情報コーナー情報コーナー
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【①世帯向（一般募集住宅）②若年夫
婦・子育て世帯向（定期使用住宅）③
居室内で病死等があった住宅】
　都内に居住等、いずれも要件有り
／詳細は募集案内を参照配布期間
１１月１日～１０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１１月１５日まで
（必着）問同公社都営住宅募集センタ
ー☎☎０５７０・０１０・８１０
●東京労働局～東京都最低賃金改正
のお知らせ
　東京都最低賃金（地域別最低賃金）
は時間額１０４１円に改正されまし
た。都内で働くすべての労働者（都内
の事業場に派遣中の労働者を含む）
に適用されます問同局労働基準部賃
金課☎☎０３・３５１２・１６１４、八王子労
働 基 準 監 督 署 町 田 支 署 ☎☎７１８・
８６１０、東京働き方改革推進支援セ
ンター錆０１２０・２３２・８６５

Ｊ２リーグ　ＦＣ町田ゼルビアホームゲーム日程
開催日 時間 対戦相手 会　場
１１月３日㈷

午後２時から
松本山雅ＦＣ 町田ＧＩＯＮ

スタジアム１１月１４日㈰ ザスパクサツ群馬
１１月２８日㈰ 大宮アルディージャ

問自然休暇村
☎☎0２67・99・２91２

せせらぎの里せせらぎの里  町田市自然休暇村町田市自然休暇村

１日目は星空観察、２日目はプラネタリウム鑑賞・国立天文台
見学を行います。詳細は自然休暇村ＨＰ（右記二次元バーコー
ド）をご覧ください。

ご参加を 1２月4日㈯～5日㈰
冬の星空観望会

※１１月１日午前８時３０分から受付開始。

「キラリ☆２０２１町田私の好きなお店大賞」投票受付中！
問町田商工会議所☎☎722・5957、産業政策課☎☎724・３29６

　「キラリ☆２０２１町田私の好き
なお店大賞」では、市内商業の活性
化を目的として、個性ある魅力的
な店づくりに意欲的に取り組んで
いるお店を表彰しています。
　現在、その受賞候補店舗を選ぶ
投票を受け付けています。投票い
ただいた方の中から抽選で５０人
に、お店大賞受賞店舗で使える
５０００円分の商品券を差し上げま
す。皆さんからの投票をお待ちし
ています。
　なお、大賞は投票の多かった上
位の店舗を実行委員会で審査のう
え、決定します。

投票方法あなたの好きなお店の名
前と場所・選んだ理由・住所・氏名
・電話番号・年齢・「町田私の好き
なお店大賞」の応募を何で知った
かを明記し、１１月１日～１２月３１
日（消印有効）にハガキまたはＦＡ
Ｘで町田商工会議所「町田私の好
き な お 店 大 賞 」係（ 〒１９４－
００１３、原町田３－３－２２、返７２９
・２７４７）へ（同会議所Ｈ
Ｐ〔右記二次元バーコー
ド〕で投票も可）。
※投票は１人１回のみ、小売業・飲
食業・サービス業の各１店舗を記入
してください（重複投票は無効）。


