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新型コロナウイルス感染防止のため、催し・講座は中止や一部変更になる場合があります

2022．4．15

子ども・子育て

●くらしに役立つ学習会～まちだの
農業のことを知り、地場野菜をおい
しく食べよう
町田市民文学館
日５月２７日㈮午前１０時～正午内町
俳
句
で
ハ
イ
ク
田で収穫できる野菜の実情を聞き、
町田の農業を学ぶ／調理実習はあり
●子ども編～春の町田を散策しよう
ません講（特）たがやす 他定２０人
吟行地へ徒歩またはバスで移動
し、
散策しながら俳句を創作します。 （申し込み順）申１次受付＝４月１５日
正午～１８日午後７時にイベシスコー
吟行地は変更になる場合がありま
ド２２０４１９Ｄへ／２次受付＝４月１９
す。
日正午～５月２２日にイベントダイヤ
対小学生とその保護者日①５月２１日
ル（☎
②６月１８日③７月１６日、いずれも土
☎７２４・５６５６）またはイベシス
曜日午前９時～正午、全３回（雨天実
へ。
施）
、
いずれも集合は町田市民文学館
◇
場①芹ヶ谷公園②薬師池公園③沢谷
対市内在住、在勤、在学の方場町田市
戸自然公園講俳人・市村栄理氏、庄原
民フォーラム
明美氏定１０人（申し込み順）申４月
問消費生活センター☎
☎７２５・８８０５
１６日午前９時から電話で同館（☎
☎７
銅版画一日教室（ドライポイント）
39・３４２０）
へ。
対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）日６月３日㈮、４日㈯、午前１０時
３０分～午後４時（各回とも同一内容）
新緑のさとやまフットパス
場国際版画美術館内銅版画のドライ
ポイント技法で単色刷りの小品（約
相原中央公園周辺の尾根道、古道
１５㎝×１２㎝）を制作（道具、材料は
を散策します。
同館で用意）講版画家・馬場知子氏定
日５月１日㈰午前９時～午後３時ごろ
各１４人（抽選、結果は５月２０日ごろ
（雨天中止）
、集合は午前８時５０分にＪ
郵送 ）費３０００円申４月２１日～５月
Ｒ横浜線相原駅西口定２０人（申し込
１６日にイベントダイヤル（☎
み順）費５００円申４月２４日までに直
☎７２４・
接または電話で同公園管理事務所
５ ６ ５ ６）ま た は イ ベ シ ス コ ー ド
（☎
２２０４２１Ｈへ（申し込みは１人１日ま
☎７７２・１４４９、受付時間＝午前９時
で）
。
～午後８時）
へ。イベントの詳細は同
問同館☎
公園へお問い合わせください。
☎７２６・２８８９
問公園緑地課☎
☎７２４・４３９９
５月、６月講座

催し・講座

消 費 生 活 セ ン タ ー

さ が ま ち カ レ ッ ジ

●くらしに役立つテスト教室～地球
環境にやさしいみつろうエコラップ
を作ろう
日５月２０日㈮午前１０時～正午内み
つろうラップ（大・小、計２枚）を作
り、使い方のポイントを学ぶ講みつ
ろうエコラップ講師・だんのますみ
氏定８人（申し込み順）費８００円申４
月１９日正午～５月１５日にイベント
ダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２２０４１９Ｃへ。保育希
望者
（１歳以上の未就学児、申し込み
順に１人）は５月１２日までに併せて
申し込みを。

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）。
●①こども体験講座～子ども探究チ
ャレンジ連続講座 天秤ばかりをつ
かって計算のしかたを探究しよう
対小学４年生～中学生日５月１５日、
２２日、いずれも日曜日午前９時３０分
～正午、全２回場町田市生涯学習セ
ンター講
（一社）ものづくり文化振興
協会講師・馬渕正彦氏、種田実氏定
１５人（抽選）費３０００円（教材費を含

せせらぎの里
せせらぎの
里

町田市自然休暇村

お申し込みを

問自然休暇村
☎0267・99・2912

4月15日から夏季利用抽選の
受け付けを開始します

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。
新型コロナウイルス感染症に伴う

水道料金・下水道使用料の支払い猶予の受付期間を延長します

問徴収猶予について＝東京都水道局多摩お客さまセンター☎
☎０５７０・０９１・１０１（ナビダイヤ
☎０４２・５４８・５１１０、記事について＝町田市下水道経営総務課☎
☎７２４・４２９５
ル）または☎
新型コロナウイルス感染症に伴い収入が減少している場合など、一時
的に水道料金・下水道使用料の支払いが困難な方に対して、支払い猶予の
受付期間を９月３０日㈮まで延長します。個人、法人ともに対象です。詳細
は、
東京都水道局ＨＰをご覧ください。

4月23日～5月12日は
こどもの読書週間です

問中
 央図書館 
☎728・8220

各市立図書館等では、下記のとおり実施しています。
〇小学校入学のお祝いに図書館利用券用カードケースをプレゼント
〇中垣ゆたかさんイラスト入り「子ども向け読書手帳」を配布
〇どんな本とであえるかな？本のおたのしみぶくろの貸し出し
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。

む）
●②多色使いのオリジナルストール
を作りましょう
対１５歳以上の方（中学生を除く）日５
月２９日㈰午前１０時～午後３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・眞田玲子氏
定１０人（抽選）費６５００円（材料費を
含む）
●③おとなの「遊び講座」～大いに遊
んで、笑ってコロナ疲れを吹き飛ば
しましょう 動きやすい服装、靴で
ご参加ください。
日６月４日㈯午後２時～３時３０分場な
るせ駅前市民センター講元玉川大学
通信教育部助教・千葉佑氏定３０人
（抽選）費１２００円
◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①４月２７日まで②③５月８
日までに、郵送（必着）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☎
☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎
☎７２８・００７１

町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
●出張・就労相談会ｉｎ鶴川市民セン
ター 資格や経験は不問です。希望
職種や勤務形態などに応じた多様な
働き方を支援します。
対介護施設に就職を希望する方日４
月２７日㈬午後１時３０分～４時場鶴川
市民センター第１会議室／事前予約
は電話で同バンク（☎
☎８６０・６４８０、
受付時間＝祝休日を除く月～金曜日
の午前９時～午後５時）へ（同バンク
ＨＰ〔右記二次元バーコー
ド〕で申し込みも可、予約
無しでの参加も可）。
問いきいき総務課☎
☎７２４・２９１６
まちだ市民大学ＨＡＴＳ

公

開

講

座

●“こころ”と“からだ”の健康学～最
期まで食べられるお口を目指して
オーラルフレイルを防ぐために
健康長寿のために大切なこと、食
べる楽しみを続けるために気を付け
ることを学びます。

日５月２６日㈭午前１０時～正午場健
康福祉会館講相模女子大学栄養科学
部管理栄養学科准教授・望月弘彦氏
定３０人（申し込み順）申４月１９日正
午～５月１２日にイベントダイヤル
（☎
☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード２２０４１９Ｈへ。
●録画配信・まちだの水とみどり入
門～鶴見川流域治水・グリーンイン
フラ整備における町田の貢献 豪雨
氾濫の被害を防いでいる町田のみど
りについて考えてみませんか。５月
２８日に会場で実施する連続講座（第
２回）の様子を録画し、その後、公開
講座としてオンライン（Ｗｅｂｅｘ）で
配信します。受講にはパソコン・タブ
レット等の端末とネット環境が必要
です。なお、配信日は申込者に後日連
絡します。
講慶應義塾大学名誉教授・岸由二氏
定３０人（申し込み順）申４月１６日正
午 ～ ３ ０ 日 に イ ベ シ スコード
２２０４１６Ａへ。
◇
問生涯学習センター☎
☎７２８・００７１
はん らん

自由民権資料館

古

本

市

歴史書を中心とした古本を販売し
ます。売り上げは日本赤十字社を通
じて寄付します。
日５月３日㈷～５日㈷、午前１０時～午
後４時（雨天中止）場同館前庭
問同館☎
☎７３４・４５０８
子ども創造キャンパスひなた村

キャンプスキルワークショップ
●ロープワーク2 ハンモック・ジャ
ングルジム編 ロープなど手軽な道
具でダイナミックな遊具を作りま
す。ロープワークのトレーニングと
してもご活用ください。
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日６月１２日㈰午前１０時～午後３
時（小雨実施、荒天中止）定１１人（申
し込み順）費１人３００円申４月１７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
ＨＰ等をご覧ください。

小・中学校に通うお子さんのための

就学援助費・奨励費のお知らせ

問学務課☎
☎７２４・２１７６

お子さんを小・中学校に就学さ
せることが経済的に困難な保護者
に対して、
学校で必要な費用の一部
や入学準備金等を援助しています。
市内在住で町田市立以外の小・
中学校（義務教育学校前期・後期課
程及び中等教育学校の前期課程を
含む）及び私立小・中学校に在籍の
方も申請できます。
なお、小学１・４年生、中学１年生の
お子さんがいる方で援助費・奨励
費を希望する方は、2021年度に認
定を受けていても申請が必要です。
【就学援助費】
対①生活保護を受けている方②生
計を共にしている家族全員の
２０２１年中の合計所得額が一定の
基準額未満の方
内学用品通学用品費・入学準備金
・給食費・修学旅行費等の援助
※町田市立小・中学校以外に在籍

の方は、給食費は対象外です。
【就学奨励費】
対①町田市立小・中学校の特別支
援学級に在籍する児童・生徒の保
護者②小・中学校の通常の学級に
在籍し、特別支援学校に入学可能
な障がいの程度に当てはまる児童
・生徒の保護者
内学用品通学用品費・入学準備金
・給食費・修学旅行費・宿泊訓練費
等の援助（前年の世帯の所得によ
って支給する費目が異なります）。
※通級指導学級に在籍の方には、
通級費のみを支給します。
◇
申４月２８日までに直接学校または
学務課（市庁舎１０階、郵送も可、４
月３０日消印有効）へ。
※申請書は市立小・中学校で配布
します（まちだ子育てサイトでダ
ウンロードも可）。

