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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

生涯学習センター

親と子のまなびのひろば
●スマイルきしゃポッポ 子育て中
のママたちが運営しています。お母
さん同士で子育ての情報交換等をし
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７月７日㈭午前１０時～正午（自
由遊び時間含む）場同センター内ス
キンシップ遊び、
子育ての情報交換、
季節に合わせた歌、絵本の紹介等定
７組（申し込み順）申６月１６日午前９
時から電話で同センター（☎
☎７２８・
００７１）
へ。

月２３日、３０日、８月６日、２０日、２７
日、９月３日、１０日、いずれも土曜日
午後１時３０分～５時３０分、全７回／８
月６日、２７日はオンライン（Ｚｏｏｍ）
場同センター定２０人（選考）申７月
１５日までにＵ－２５ビジネス創造プ
ログラム申し込みフォーム
（右記二次元バーコード）で
申し込み。
問同センター☎
☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎
☎７２４・２１２９

こども体験講座

さ が ま ち カ レ ッ ジ
夏休みに１７講座（工作、手芸、英
語、
プログラミング体験等）を開催し
ます。夏休みの自由研究にも役立ち
ます。親子で学ぶ講座やＺｏｏｍを利
用したオンライン講座もあります。
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、さがまちコンソーシア
ムＨＰ〔右記二次元バーコー
ド〕
でダウンロードも可）を
ご覧ください。
申受講申込書（さがまちコンソーシ
アムＨＰでダウンロード）に記入し、７
月３日までに、郵送
（必着）またはＦＡ
Ｘ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〔右記二次元バーコー
ド〕
で申し込みも可）。
問同事務局☎
☎０４２・７４７・９０３８、町
田 市 生 涯 学 習 セ ン タ ー ☎ ７２８・
００７１

催し・講座

若者創業スクール事業

Ｕ－２５ビジネス創造プログラム
市では、町田新産業創造センター
と協力し、２５歳以下の若年層を対象
に、自分のやりたいことや実現した
い世界観を、ビジネスを通じて形に
する７日間の集中型プログラムを実
施します。ビジネスについて知らな
い人でも一から学ぶことができ、自
分の想いをビジョンとして表現し、
商品開発やビジネスモデルづくりを
ワークショップ形式で実践します。
現役起業家によるトークセッション
もあります。
対１６～２５歳のビジネスに少しでも
興味があり、全回参加できる方日７
おも

生ごみをダンボールコンポストで
減量してみませんか。ダンボールコ
ンポスト１セット（幅３７㎝、
奥行き３３
㎝、
高さ３２㎝、
重さ約７㎏）
をお持ち帰
りいただけます。過去に受講したこ
とがある方は申し込みできません。
対市内在住の方日７月１３日㈬、１５日
㈮、午後２時３０分～４時（各回とも同
一内容）場市庁舎講（一財）まちだエ
コライフ推進公社定各１５人（申し込
み順）申６月１６日正午～３０日にイベ
ントダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード２２０６１６Ｂへ。
問環境政策課☎
☎７９７・０５３０
犬と楽しく暮らすための

家

ダンボールコンポスト講習会

基

礎

講

座

対犬を初めて飼育する方、これから
飼育を考えている方日７月２９日㈮午
後２時～４時場町田市保健所（中町庁
舎）
内犬の健康管理、しつけ、飼育マ
ナー等を学ぶ講ドッグライフカウン
セラー・佐久間久美氏定２０人（申し
込み順）申６月１６日正午～７月２４日
にイベントダイヤル
（☎
☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード２２０６１６Ｄへ。
問生活衛生課☎
☎７２２・６７２７
町田市農業研修事業

夏

野

菜

収

穫

体

験

市では、農業研修（２年間）の修了
生を対象に、農業経営のノウハウの
習得などを目標にしたフォロー研修
を行っています。研修生が育てた夏
野菜を収穫してみませんか。収穫し
た夏野菜は持ち帰れます。また、新鮮
野菜も販売予定です。
対市内在住、在勤、在学の方（小学生
以下は保護者同伴）日７月１０日㈰、午
前９時～１０時、
午前１０時３０分～１１時
３０分（各回とも同一内容）／雨天及
びその他の状況で中止となる場合は
連絡します場町田市農業研修第２圃
場（小野路町）／後日、詳細地図を送
付します内１口＝トマト２個、ナス３
個、ピーマン５個、キュウリ２本（当日
までの栽培状況により、変更になる
場 合 も 有 り ）定 各１０組（１組４人 ま
ほ

市内各地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

当日、
会場で申請用写真を無料で撮影し、その場でカードの申請ができ
ます。なお、
カードの発行には１か月半程かかります。申請した方には、町
田市名産品セットをプレゼントします（各日１００人〔先着順〕）。
対市内在住で、
マイナンバーカードの申請をしたことがない方
受付時間

６月１７日㈮

正午～午後５時３０分

６月１８日㈯

午前１１時３０分～午後５時

６月２５日㈯
６月２６日㈰
７月１日㈮
７月２日㈯

午前１０時～午後５時
午前１１時～午後６時
午前１０時～午後５時

女性のための就職準備セミナー
●かしこく働くための基礎講座 今
後の就職活動に役立つ情報と、今年
１０月に変わる社会保険制度につい
て説明します。
対就職を考えている女性日７月１５日
㈮午前９時３０分～正午場町田市民フ
ォーラム内就職を取り巻く環境と心
構え、所得に応じた社会保険制度や
税について講東京都金融広報委員会
金融広報アドバイザー・音川敏枝氏、
ハローワーク町田マザーズコーナー
職員定２０人（申し込み順）申６月２１
日正午～７月８日にイベントダイヤ
ル（☎
☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード２２０６２１Ｂへ。保育希望者（１
歳以上の未就学児、申し込み順に２
人）は、７月１日までに併せて申し込
みを。
問男女平等推進センター☎
☎ ７２３・
２９０８

町田市名産品セットをプレゼント！

実施日

で、申し込み順）費１口５００円（１組２
口まで）申６月１６日正午～２３日にイ
ベントダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード２２０６１６Ｃへ。
問農業振興課☎
☎７２４・２１６６

会 場
南町田グランベリーパーク内
グランベリーホール ｂｙ ｉＴＳＣＯＭ
（鶴間３－４－１）
ＭｒＭａｘ町田多摩境ショッピング
センター
（小山ヶ丘６－１－１０）
木曽山崎コミュニティセンター

族

介

護

者

教

室

おむつの導入の仕方、パッドの選

び方など、他人には相談しにくい介
護の悩みを専門職が説明します。
対市内在住で、高齢者の介護をする
家族介護者日７月１６日㈯午後２時～
３時３０分場南第３高齢者支援センタ
ー講王子ネピア（株）ケアサポート事
業本部カウンセラーチーム・磯山佳
与子氏 他定２５人（申し込み順）申
電 話 で 南 第３高 齢 者 支 援 セ ン タ ー
（☎
☎７２０・３８０１）へ。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４０

からだ測定会×運動プログラム
市と包括連携協定を結んでいる明
治安田生命保険相互会社による血管
年齢等の測定や、センサーに手をか
ざして野菜摂取レベルを測定できる
ベジチェックを行います。また、ＦＣ
町田ゼルビアによる運動教室、歯科
衛生士による咀 嚼 力測定、管理栄養
士の講話等もあります。
対市内在住の１８歳以上の方日７月
１４日㈭、午前１０時１０分～１１時３０
分、午前１１時４０分～午後１時（各回
とも同一内容）場堺市民センター定
各２０人（申し込み順）申６月１７日正
午～７月５日にイベントダイヤル（☎
☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
２２０６１７Ａへ。
問保健予防課☎
☎７２２・７９９６
そ しゃく

Ｆリーグ２０２２－２０２３シーズン

日程が決定しました

問スポーツ振興課☎
☎７２４・４０３６

ＡＳＶペスカドーラ町田は、市立総合体育館でホームゲームを１１試合行
います。今シーズンから甲斐修侍監督が就任し、チームもさらに若い戦力
が整い、経験のあるベテラン選手と融合した戦いが注目されます。会場に
足を運んでＡＳＶペスカドーラ町田を応援しましょう。
なお、開催状況や観戦のルール、新型コロナウイルス感染症対
策等の詳細は、ＡＳＶペスカドーラ町田公式ＨＰ（右記二次元バー
コード）をご覧ください。

2022 ＡＳＶペスカドーラ町田ホームゲーム日程
節

日

程

キックオフ時間

対戦チーム

1

6月18日㈯

午後2時15分

エスポラーダ北海道

2

6月26日㈰

午後5時

バルドラール浦安

5

7月18日㈷

午後1時

バサジィ大分

7

8月12日㈮

午後2時

ボルクバレット北九州

10

10月29日㈯

午後4時30分

名古屋オーシャンズ

11

11月6日㈰

午後7時

ボアルース長野

14

11月27日㈰

午後6時

フウガドールすみだ

15

12月4日㈰

午後4時30分

湘南ベルマーレ

17

12月18日㈰

午後6時

Y.S.C.C.横浜

19

２０２３年1月15日㈰

午後4時30分

シュライカー大阪

20

２０２３年1月22日㈰

午後6時

立川アスレティックFC

ご意見を募集します

芹ヶ谷公園“芸術の杜”パークミュージアム
（仮称）公園案内棟／喫茶／工房・アート体験棟基本計画（案）
問文化振興課☎
☎７２４・２１８４、公園緑地課☎
☎７２４・４３９７

（仮称）公園案内棟／喫茶／工房・
アート体験棟は、この場所ならでは
の体験や過ごし方ができる芹ヶ谷公
園、みんなでつくる“パークミュージ
アム”の実現にふさわしい拠点とな
ることを目指しています。その基本
計画（案）について、ご意見を募集し
ます。
資料の閲覧・配布文化振興課（市庁舎
１０階）
、
各子どもセンター、
各市民セン
ター等（市ＨＰでダウンロードも可）
ご意見の提出方法書面にご意見・住
所・氏名・電話番号を明記し、７月１４

日までに直接、ＦＡＸまたはメールで
文化振興課または公園緑地課へ。
提出先文化振興課＝市庁舎１０階、返
０５０・３０８５・６５５４、公園緑地課＝市
庁舎８階、返０５０・３１６１・６２６９
※メールの場合は墳ｍａｄｅ．ｉｎ．ｓｅｒｉｇａｙ
ａ＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐへ送付し
てください（アドレスは各課共通）。
※意見提出の注意事項等の詳細は、
お問い合わせください。なお、寄せら
れたご意見の概要及び市の考え方
は、個人情報を除き、８月ごろに市ＨＰ
で公表します。

