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移動図書館そよかぜ号

巡回日程表を配布しています
そよかぜ号の日程表は、各市立図
書館、各市民センター等で配布して
います（町田市立図書館ＨＰでダウン
ロードも可）
。
そよかぜ号では本の貸
し出し・返却・予約のほか、利用券の
発行もできます。日程表をご覧いた
だき、
ぜひご利用ください。巡回場所
等の詳細は、町田市立図
書館ＨＰ（右記二次元バー
コード）
をご覧ください。
問さるびあ図書館☎
☎７２２・３７６８、堺
図書館☎
☎７７４・２１３１
１月８日に実施します

冬 季 献 血 キ ャ ン ペ ー ン
当日、献血にご協力いただいた方
には、
記念品を差し上げます（数に限
り有り）／骨髄バンクドナー登録会
も同時開催します。
日１月８日㈯午前１１時３０分～午後３
時４５分（骨髄バンクドナー登録の受
け付けは午後３時まで）場ぽっぽ町

田、まちだ献血ルームｃｏｍｆｙ
問福祉総務課☎
☎７２４・２５３７

シニア

こころいきいきつながろう

シ

ル

バ

ー

展

町田市シルバー人材センターや町
田市老人クラブ連合会、町田市ゲー
トボール協会の活動を紹介します。
日１月４日㈫～７日㈮、午前８時３０分
～午後５時（初日は午前１０時から、最
終日は午後３時まで、各団体の活動
紹介以外は午前１０時～午後３時）場
イベントスタジオ、みんなの広場／
市庁舎１階内町田市シルバー人材セ
ンター＝入会・受注相談、会員作製の
小物販売、初めてのスマホ教室等、町
田市老人クラブ連合会＝輪投げ体
験、町田市ゲートボール協会＝ゲー
トボール体験、各団体の活動紹介
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４１

認 知 症 カ フ ェ（ Ｄ カ フ ェ）
認知症の方や家族、支援者などが

町田市成人式

「二十祭まちだ２０２２」は２回に分けて開催します

問文化振興課（二十祭まちだ実行委員会事務局）
☎７２４・２１８４

今年度は、市立中学校通学区域 ○新型コロナウイルス感染防止の
（学区）
ごとに参加する部を指定し ため、マスク着用・入場時の手指消
ています。事前に予約いただいた 毒をお願いします。また、あらかじ
部にご参加ください。
め案内状兼入場券内にあるチェッ
対２００１年４月２日～２００２年４月１ クリストにご記入いただき、当日
日生まれの方
ご持参ください。
日１月１０日㈷、第１部＝午前１１時 ○新成人以外の入場はご遠慮くだ
３０分～正午（午前１０時３０分受付 さい（支援や配慮が必要な方の付
開始）
、第２部＝午後２時３０分～午 き添いを除く）。
後３時
（午後１時３０分受付開始）
二十祭まちだ応援事業
場市立総合体育館
内二十祭まちだ実行委員会の制作
誕生日の新聞のコピーを
による動画の上映等（予定）
差し上げます
※式には手話通訳がつきます。
問中央図書館☎
☎７２８・８２２０
※当日成人式に参加できない方の
ために、同実行委員会制作の動画
新成人の皆さんにお誕生日の新
を、
市ＨＰでも配信する予定です。
聞のコピーを、後日郵送でプレゼ
【注意事項】
ントします（３ページまで）。
○新型コロナウイルスの感染状況 対市内在住の２００１年４月２日～
等により、開催を中止する場合が ２００２年４月１日生まれの方
あります。
最新の情報、参加に関す 日１月５日㈬～３０日㈰の図書館開
る注意事項及び交通規制区間等の 館日
詳細は、市ＨＰ（右記二
場各市立図書館
次元バーコード）をご
申申込書に必要事項を記入し、直
覧ください。
接各市立図書館のカウンターへ
○当日午前９時～午後５時に会場 （申し込みは本人に限る）。
周辺で交通規制を行います。

新春恒例

町田市消防団出初式

問防災課☎
☎７２４・３２５４

出初式は、消防団員の士気高揚と
市民の防災意識の向上に向けて、決
意を新たにする式典です。
当日は、消防団長による訓示のほ
か、長年にわたって消防団活動に尽
力した団員や、優れた功績を残した
団員に対する表彰等を行います。
なお、
今回は、
新型コロナウイルス
感染防止のため、無観客での開催と
し、消防演習や玉川大学吹奏楽団に
よる演奏等は行いません。
※午前７時に市内消防器具置場のサ
イレンを鳴らします。火災とお間違

えのないようご注意ください。
日１月９日㈰午前９時～１０時（雨天中
止）
場町田消防署

一昨年の出初式の様子

町田市消防団では、共に地域を守る消防団員を募集しています。

気軽に集まり、情報交換や交流を行
う場「認知症カフェ（Ｄカフェ）」の取
り組みをオンラインで実施していま
す。お気軽にご参加ください。
対認知症の方や家族、支援者等日１
月２０日㈭、２月１８日㈮、３月７日㈪、
午後１時～３時参加方法Ｚｏｏｍでミ
ーティングＩＤ（７３１　 ３０２６　 ６９６４）
・
パスコード（ｄｃａｆｅ）を入
力し、入室（右記二次元バ
ーコードで入室も可）。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４０

子ども・子育て

生涯学習センター

子 育 て カ フ ェ

つ ば め

先輩ママたちと子育て情報を交換
してみませんか。
対市内在住の未就学児とその保護
者、妊婦の方日１月１７日、２月７日、３
月７日、いずれも月曜日午前１０時～
正午（出入り自由）場同センター６階
保育室定各７組（先着順）／おいでい
ただいた時点で定員に達している場
合、お断りする場合もあります。
問同センター☎
☎７２８・００７１
生涯学習センター

親と子のまなびのひろば
●きしゃポッポ お母さん同士で子
育て情報交換等しましょう。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の末日まで）とその母親、妊婦の
方日１月１１日、１８日、２５日、２月１日、
いずれも火曜日午後２時～４時（自由
遊び時間含む）内自由遊び、スキンシ
ップ遊び、子育て情報交換、歌・絵本
の紹介等定各７組（申し込み順）
●パパと一緒にきしゃポッポ お父
さんが赤ちゃんと楽しく過ごすため
のヒントが見つかるひろばです。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の末日まで）とその父親日１月
２３日㈰午後２時～４時（自由遊び時
間含む）内自由遊び、スキンシップ遊
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び、手作りおもちゃ制作等定７組（申
し込み順）
◇
場同センター６階保育室申１月４日午
前９時 か ら 電 話 で 同 セ ン タ ー（ ☎
７２８・００７１）へ。
生涯学習センター

み ん な で し ゃ べ ろ う
トークテーマに沿って、子育ての
悩み等を話しませんか。テーマ以外
の悩みや、パパの参加、保護者のみの
参加も歓迎です。
対市内在住の子育て中の保護者とそ
の子ども日１月２１日、２月１８日、３月
１１日、
いずれも金曜日午前１０時３０分
～１１時３０分／参加日（複数可）を選
んで申し込みしてください場同セン
ター内子育て情報交換、トークテー
マ
「イヤイヤ期」
「兄弟子育て」
「断乳・
卒乳」／トークテーマは変更する可
能性があります定各５組（申し込み
順）申１月７日午前９時から電話で同
センター
（☎
☎７２８・００７１）
へ。
子ども創造キャンパスひなた村

お星さま見えるかな 星空シアター
小学生以下は保護者同伴でおいで
ください。
日１月２９日㈯午後４時３０分～６時３０
分（雨天・強風中止）内たき火にあた
りながら１６ミリフィルム映画を楽
しむ野外上映会（主に児童向け作品
鑑賞）定２０人（申し込み順）申１月６
日午前１０時から電話でひなた村（☎
☎
７２２・５７３６）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Ｈ
Ｐ等をご覧ください。

講座・イベント情報誌

生涯学習ＮＡＶＩ 好き！学び！
問生涯学習センター☎
☎728・0071
冬号を発行しました。
配布場所等の詳細は
こちら▶

町田市名産品セットをプレゼント

南町田グランベリーパークで
マイナンバーカードの申請を受け付けます

問市民課☎
☎８６０・６１９５

申請用写真を無料で撮影し、そ 対マイナンバーカードの申請をし
の場でカードの申請ができます。 ていない市民の方
また、申請した方には、町田市名産 日１月１６日㈰午前１１時３０分～午
後５時
品セットをプレゼントします。
会場の混雑を避けるため、先着 場南町田グランベリーパーク内
順で整理券を配布します（定員に 「グランベリーホール ｂｙ ｉＴＳＣＯ
（グランベリーパー
達し次第、整理券の配布を終了）。 Ｍ 大ホール」
※カードの発行には１か月半程か クセントラルコートＢ１）
定３３０人（先着順、整理券配布）
かります。

消防ポンプ車をブータン王国へ寄贈しました

問防災課☎
☎７２４・３２５４

町田市消防団で使用していた消防ポ
ンプ車２台を、日本外交協会を通じて、
２０２１年９月にブータン王国へ寄贈し
ました。
寄贈した消防ポンプ車は、ブータン
王国内のハ県及びサムドゥプ・ジョン
カル県に配備され、それぞれ活用され
ています。
ブータン王国に対する消防ポンプ車
の寄贈は、１９９４年、１９９５年、１９９６年 現地の警察本部前で行われた引き渡
に次いで４回目です。
し式の様子

