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子ども創造キャンパスひなた村
人 形 劇 を つ く ろ う
●巨大ビニラ、現る！　
対市内在住、在勤、在学の小学生～
１８歳の方日１２月１９日㈰午前９時３０
分～正午内ビニール袋で巨大操り人
形「ビニラ」を作る定１１人（申し込み
順）費３５０円申１１月１７日午前１０時
から電話でひなた村へ。その他講座
やワークショップについ
ては、同キャンパスひなた
村ＨＰ等をご覧ください。
問同キャンパスひなた村☎☎７２２・
５７３６

催し・講座催し・講座
障 が い 者 雇 用 セ ミ ナ ー
　職場での雇用の事例などを紹介し
ながら、障がい者雇用を進めるうえ
での悩みや不安を取り除きます。併
せてハローワークから障がい者雇用
の現状について説明します。
対経営者・従業員日１２月９日㈭午後

２時～４時場町田商工会議所講ぜん
ち共済（株）・榎本重秋氏、ハローワー
ク雇用指導官定３０人（申し込み順）
申氏名・事業所名を明示し、電話また
はＦＡＸで同会議所（☎☎７２４・６６１４返
７２９・２７４７）へ。
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３
物語を追体験
聖蹟桜ヶ丘“聖地”巡礼ツアー
　市では、周辺自治体と連携した観
光事業の一環として、多摩市にある
聖蹟桜ヶ丘駅周辺の人気アニメ映画
のモデル地と言われるスポットを巡
ります。プロカメラマンが同行する
ため、シーンを再現した写真を撮っ
てもらうこともできます。その他、都
内でも有数の“お酒の聖地”やケーキ
屋を巡り、買い物を楽しむことがで
きます。
対町田・稲城・多摩市在住、在勤、在学
の方で、アニメの聖地巡礼に興味の
ある方日１２月１９日㈰正午～午後４
時４５分ごろ（小雨実施）／集合・解散

は京王線聖蹟桜ヶ丘駅「青春のポス
ト前」講せいせき観光まちづくり会
議座長・森田利夫氏定１５人（抽選）費
３０００円（食事代、お土産代、保険代
等）申「多摩ウォーク　広報」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・性別を明記し、１２月６日午
後５時までにメールで（株）ＪＴＢ東京
多摩支店「南多摩３市イベント係」

（墳ｍｉｎａｍｉｔａｍａ＠ｊｔｂ．ｃｏｍ）へ。
問（株）ＪＴＢ東京多摩支店☎☎０４２・
５２１・５５５０、町田市観光まちづくり
課☎☎７２４・２１２８
車ごと出店できる！
まちエコ・フリーマーケット出店者募集
　家庭で不要になったものをリユー
ス（繰り返し使う）する「まちエコ・フ
リーマーケット」の出店者を募集し
ます。
日１２月１２日㈰午前９時～午後２時場
町田リサイクル文化センター隣接地
定４０台（申し込み順）費２０００円申
１１月１５日～３０日に電話でまちだエ
コライフ推進公社（☎☎７９７・９６１７）
へ。詳細は同公社へお問い合わせく
ださい。
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０

使 い 切 り 料 理 教 室
　食品ロス削減をテーマにした料理
教室です。食材の使い切り方法や上
手なアレンジ方法など、料理中に出
るごみを減らすポイントを、実践を
交えて紹介します。
対市内在住の小学６年生以下のお子
さんのいる方日１２月１０日㈮午前１０
時～正午場町田市民フォーラム講ク
ッキングスペースアミューズ主宰・
峯岸照子氏定１５人（申し込み順）費
２００円申１１月１７日正午～３０日にイ
ベントダイヤルまたはイベシスコー
ド２１１１１７Ｂへ。保育希望者（１歳以
上の未就学児、申し込み順に３組）は
併せて申し込みを。
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０
１２月・１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）。
●こども体験講座～学生講師プログ
ラム　熱の力で動く「くるくるイル
ミネーション」をつくろう！
対小学３～６年生日１２月１８日㈯、午
前１０時３０分～正午、午後１時３０分

～３時（各回とも同一内容）場町田市
生涯学習センター内電球の熱で温め
られた空気の力でまわるランプシェ
ードを作る講東京造形大学造形学部
の学生定各６人（申し込み順）費８００
円（材料費含む）
●こども体験講座～カラフルなコラ
ージュペーパーで作ろう！かわいい
クリスマスツリー
対小学１・２年生とその保護者日１２月
１８日㈯午後２時～４時場町田市生涯
学習センター講女子美術大学芸術学
部非常勤講師・しのだみほ氏定１２組

（申し込み順）費１８００円（材料費含む）
●さがまちｗｅｂカレッジ～保育に
おける遊びと援助　子どもにとって
「遊び」ってなんだろう？　Ｚｏｏｍ
によるオンライン開催です。
日２０２２年１月８日㈯午前１０時～１１
時５０分講和泉短期大学児童福祉学
科准教授・八代陽子氏定２０人（申し
込み順）費１０００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（さがまち
コンソーシアムＨＰで申し込みも可）。
問同事務局☎☎０４２・７４７・９０３８返
０４２・７０３・８５３６、町田市生涯学習
センター☎☎７２８・００７１
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
●まちだの粘土で、土器づくり　縄
文時代の町田は土器の生産地でし
た。鶴川周辺でもたくさんの土器が
出土しています。今回は小皿または小
さな花器を作ります。でき上がった作
品は、後日、焼成してお渡しします。
日１２月１５日㈬午前１０時～正午場和
光大学ポプリホール鶴川講陶芸アト
リエ主宰・安諸一朗氏定２０人（申し
込み順）費５００円（材料費、焼成を含
む）申１１月１８日午前９時から電話で
同センター（☎☎７２８・００７１）へ。

プレママ・パパクラ
ス、乳幼児・母性相談
母乳育児相談、離乳
食講習会等のご案内
　開催日等の詳細
は右記二次元バー
コードをご確認く
ださい。
問保健予防課☎☎７２５・５４７１

町田の野菜や農を楽しもう

まちだＶＥＧＥＨＵＢフェスタ開催中！
問土地利用調整課☎☎７２４・４２５４

　ネットショップを活用して、町
田産の野菜を直接自宅へお届けす
る地産地消の取り組みや、農家さ
んの畑を訪問して少しだけ農業を
体験するイベント、畑を会場にし
たイベントなど、町田の野菜や農

を楽しむフェスタを実施中です。
　各イベントの実施日等の詳細
は、同フェスタＨＰ（右
記二次元バーコード）
でご覧いただけます。
日程１２月１９日㈰まで

交付しています

原動機付自転車のオリジナルナンバープレート
問市民税課☎☎７２４・２１１３

市が所有している土地を一般競争入札で貸し付けします
問市有財産活用課☎☎７２４・２１５１

　原動機付自転車（総排気量５０ｃｃ
以下・９０ｃｃ以下・１２５ｃｃ以下）に
町田市オリジナルデザインのナン
バープレートを市民税課（市庁舎
２階）で交付しています。
　今回、下表のとおり番号を追加
します。通常のナンバープレート
との選択制ですが、オリジナルナ
ンバープレートは、先着順で在庫
の中から希望の番号を選ぶことが
できます。また、現在お持ちの通常
のナンバープレートとの交換も可
能です。
　新規登録時、通常のナンバープ
レートとの交換時、いずれの場合
も無料で交付しています。なお、現
在お持ちのオリジナルナンバープ
レートを、新しいオリジナルナン

バープレートに変更することはで
きません。
※通常のナンバープレートは、忠
生・鶴川の各市民センターでも交
付していますが、オリジナルナン
バープレートは、市民税課のみで
の交付です。
※今回追加するオリジナルナンバ
ープレートの交付は、新規登録・交
換ともに、１１月１６日㈫からです

（先着順）。
※詳細はお問い合わせください。
市HP オリジナルナンバー  検索

　入札参加案内、契約条件等の詳
細は、「市有地貸付公募実施要領」

（市有財産活用課〔市庁舎５階〕で
配布、市ＨＰでダウンロードも可）
をご覧ください。郵送希望の方は
早めにお問い合わせください。
入札参加資格個人及び法人
入札日１２月２０日㈪
場市庁舎

※貸し付けについて質問がある場
合は、１１月１５日㈪～１８日㈭にメ
ールで市有財産活用課（墳ｍｃｉｔｙ
５２１０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
で受け付けます。
申１１月２４日～１２月８日に直接市
有財産活用課へ。郵送の場合は１２
月１日まで（必着）に提出してくだ
さい。

貸付予定物件
物件
番号 所在・地番 地　目 地積（㎡） 用途地域 貸付期間 指定用途 最低貸付価格

（月額）

１
森野１丁目
１０３７番地
１の一部

雑種地 １８８０．６８
第一種中
高層住居
専用地域

２０２２年４月
１日～２０２７
年３月３１日

駐車場 ８１万４０００円

２
森野１丁目
１０３７番地
１の一部

雑種地 ４００
第一種中
高層住居
専用地域

２０２２年４月
１日～２０２７
年３月３１日

自転車等
駐車場 １７万４０００円

※事情により貸し付けを中止、または一部変更する場合があります。

オリジナルナンバー追加分
種　別　(　)内はプレートの色 文字 追加ナンバー
総排気量５０ｃｃ以下（白） ま ７７６５～８０７9
総排気量１２５ｃｃ以下（桃） ま ４６２２～４８３１

※末尾が「０４・０9・４２・４４・４9」の交付はありません。

総排気量５０ｃｃ以下用

公開している会議　傍聴のご案内
会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み

町田市環境審議会 １１月３０日㈫
午後６時～８時

市庁舎
※会場の詳細は申込
時にお伝えします。

３人
（申し込み順）

１１月２9日までに
環境政策課（☎☎７２４
・４３８６）へ


