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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
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子ども・子育て

子ども創造キャンパスひなた村
●ひなたであそぼう〜七夕の竹あそ
び ひなた村の竹を切り出して、七
夕飾りやささ舟で遊びましょう。
対市内在住、
在学、
在園の年少クラス
～小学生とその保護者日７月３日㈰
午前１０時～正午定１５人（申し込み
順）費１人２００円申６月３日午後１時
か ら 電 話 で ひ な た 村（ ☎ ７ ２ ２・
５７３６）
へ。その他の講座やワークシ
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。
生涯学習センター

親子ひろば「わくわくサマーパーティー」
子育て中のママたちが企画しまし
た。おうち遊びのヒントを見つけま
しょう。
対市内在住の１歳６か月～３歳児とそ
の保護者日７月５日㈫午前１１時～１１
時３０分場同センター内歌遊び、手遊
び、パネルシアター定８組（申し込み
順）申６月２日午前１０時から電話で
同センター
（☎
☎７２８・００７１）へ。

催し・講座

町田薬師池公園四季彩の杜西園

やくしＬＯＣＡＬファーマーズマーケット
毎月第３土・日曜日に開催してい
ます。
地産地消・地域活性化をコンセ
プトに、
町田市とその近隣、武相エリ
アの生産者・事業者で実施
しています。詳細は同公園
四季彩の杜ＨＰ（右記二次元
バーコード）
をご覧ください。

日６月１８日㈯、１９日㈰、午前１０時か
ら（荒天中止）場同公園四季彩の杜西
園
問同公園四季彩の杜西園☎
☎ ８５１・
８９４２、町田市公園緑地課☎
☎７２４・
４３９９

絵本の読み聞かせ講座
（基礎編）

町田市民文化祭秋の催し
町田市民ホールが休館中のため、
日程や会場を分散して開催します。
●観覧のご案内
日程６月１８日㈯、１９日㈰場町田市文
化交流センター内華道・俳句
●舞台・展示・文芸部門 参加者募集
詳細は町田市民ホールＨ
Ｐ（右記二次元バーコード）
をご覧ください。
日程１０月１日㈯～１６日㈰場和光大
学ポプリホール鶴川 他申電話で
（一社）町田市文化協会へ。
問（一社）町田市文化協会☎
☎ ０９０・
７９４６・５８３４、町田市民ホール☎
☎
７２８・４３００、町田市文化振興課☎
☎
７２４・２１８４

ダンボールコンポスト講習会
毎日出てしまう生ごみをダンボー
ルコンポストで減量してみません
か。参加者はダンボールコンポスト
１セット（幅３７㎝、奥行３３㎝、高さ

高齢者へごみ袋を配付します

問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４１

６月～７月に町田市シルバー人
材センターの会員が順次ご自宅に
お 届 け し ま す（ 不 在 の 場 合 は、
２０２３年３月まで再配付も可）。
※受け取りを辞退する方は、配付
時にお申し出ください。
対４月１日現在、市内在住の７０歳
以上の方がいる世帯で、かつ世帯
員全員の令和３年度市・都民税が
非課税の世帯
※４月２日以降に転入出した方、
生活
保護受給者、税申告が未申告等の
ため税情報がない方は対象外です。
内燃やせるごみ専用袋（小袋２０枚
＋中袋４０枚）
、燃やせないごみ専
用袋（中袋１０枚）
、１世帯当たり年
間７０枚を配付
○南地区（容器包装プラスチック
の指定収集袋による収集の対象地

域）は次のとおり配付します
内燃やせるごみ専用袋（小袋２０枚
＋中袋２０枚）、燃やせないごみ専
用袋（中袋１０枚）、容器プラスチッ
ク専用袋（中袋２０枚）、１世帯当た
り年間７０枚を配付
※再配付の依頼・お問い合わせは、
ごみ袋配付事務局（町田市シルバ
ー人材センター内、専用ダイヤル
☎７１０・７１０１、受付期間＝７月３１
日まで）へ。配付期間中は電話での
お問い合わせが大変混み合いま
す。つながらない場合は、時間をお
いてかけ直してください。
【配付後の交換について】
配付されたごみ袋の大きさや種
類の交換を希望する方は、原則未
開封の状態（１０枚単位）で等量交
換ができます。

臨時交換窓口

交換窓口
小山市民センター
木曽山崎コミュニティセンター
南市民センター
なるせ駅前市民センター
堺市民センター
鶴川市民センター

常設交換窓口

交換窓口

３２㎝、重さ約７㎏）をお持ち帰りいた
だけます。講習会を受講したことが
ある方は申し込みできません。
対市内在住の方日６月１６日㈭、１８日
㈯、午後２時３０分～４時（各回とも同
一内容）場町田市バイオエネルギー
センター講（一財）まちだエコライフ
推進公社定各１４人（申し込み順）申６
月２日正午～９日にイベントダイヤ
ル（☎
☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード２２０６０２Ｂへ。
問環境政策課☎
☎７９７・０５３０

6月20日㈪
6月27日㈪
7月1日㈮
7月4日㈪
7月6日㈬
7月11日㈪

受付日時

午後1時～4時

受付日時
午前8時30分～午後5時
高齢者福祉課（市庁舎1階）
（土・日曜日、祝休日、
年末年始を除く）
もっこく・くぬぎ 7月12日からの午前9時～午後4時
・けやき
（日曜日、祝休日、
年末年始を除く）
ふれあい館
もみじ・いちょう 7月12日からの午前9時～午後4時
・桜
（月曜日、祝休日、
年末年始を除く）

対市内の小学校・学童保育クラブ等
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６月２９日
㈬午前１０時１０分～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６月２日から
直接または電話で同館４階児童カウ
ンターへ（１回の申し込みにつき２人
まで）。
問同館☎
☎７２８・８２２０
中央図書館

一

日

図

書

館

員

●夏休み期間中に、図書館の仕事を
体験してみませんか？
２０２２年度

対市内在住、在学の中学生～大学生
日７月２８日、８月４日、１８日、２５日、い
ずれも木曜日午前８時３０分～午後４
時ごろ（各回とも同一内容）場中央図
書館内カウンターでの応対、予約が
入った本を探す、本の装備等定各３
人（初参加者を優先のうえ、抽選）申
申込書（各市立図書館・町田市民文学
館で配布、町田市立図書館ＨＰでダウ
ンロードも可）に必要事項を記入し、
６月３０日までに直接中央図書館４階
カウンター、各市立図書館または町
田市民文学館へ。
問中央図書館☎
☎７２８・８２２０
認知症サポーター

ス テ ッ プ ア ッ プ 講 座
対市内在住、在勤、在学で、認知症サ
ポーター養成講座を受講したことの
ある方日７月８日㈮午後１時３０分～４
時３０分場わくわくプラザ町田内認
知症の基礎知識の復習と、認知症の
方とのコミュニケーションの取り方
について実践的な事例で学ぶ定２０
人（申し込み順）申６月７日正午～３０
日 に イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル（ ☎ ７２４・
５ ６ ５ ６）ま た は イ ベ シ ス コ ー ド
２２０６０７Ｂへ。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４０

春の花壇コンクール

最優秀賞に「ききょう保育園」

問公園緑地課☎
☎７２４・４３９９

花壇コンクールは、花の香り漂う美しいまちづくりに寄与することを
目的に開催しています。
今年度の春のコンクールには３２１団体が参加し、審査の結果、以下の団
体が最優秀賞・優秀賞を受賞しました。
※その他の受賞団体等コンクールの詳細は、市ＨＰでご覧いただけます。
なお、審査会は４月２７日に実施したため、掲載した写真と現在の開花状態
は異なります。
○最優秀賞 ききょう保育園（鶴川）
審査員コメント「春の長雨や急な高
温など、春の花壇にとっては厳しい条
件が重なりましたが、日頃の手入れが
きちんとされており、それぞれの植物
が生き生きと育っていて審査員一同感
心しました。全体のバランスも良く整
ったデザインも秀逸でした」
○優秀賞（学校花壇の部） 金井中学校ＰＴＡ花だん委員会（金井）
○優秀賞（道路花壇の部） サンフィール保育園（小山町）
○優秀賞
（公園・団地等花壇の部） 武蔵岡団地８号棟 花壇同好会
（相原町）

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６月７日正午～１３日にイベント
ダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）または
イベシスコード２２０６０７Ａへ（重
複申し込み不可）。
講座名
①楽しく学ぶ書
道講座
②簡単リメイク
講座
③初めての水彩
画
④脳トレ書道
⑤お茶の間ジム

※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。

日 時
7月7日～8月25日の木曜日、
午後1時30分～3時30分（7月
21日、
8月11日を除く）、全6回
7月15日～8月26日の金曜日、
午後1時30分～3時30分（8月
5日を除く）、全6回
7月13日～8月17日の水曜日、
午後1時30分～3時30分、全6
回
7月5日～8月16日の火曜日、
午後1時30分～3時30分（7月
12日を除く）、全6回
7月26日～8月30日の火曜日、
午前9時30分～11時30分、全
6回

※抽選結果は6月24日ごろまでに発送します。

会

場

定

員

費

用

忠生市民
センター
小山市民
センター

1回当たり
250円
南市民セ 各16人 （別途材料費
ンター （抽選） として①③④
500円②300
円が必要）
鶴川市民
センター
なるせ駅
前市民セ
ンター

