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録画配信します
乳 幼 児 の 保 護 者 向 け 講 座
●悩み多い子育て！だからこそ子ど
もを信じよう　１０月１２日㈬に実施
する講座をＷｅｂｅｘで録画配信しま
す。
対市内在住の乳幼児の保護者講東京
大学名誉教授・汐見稔幸氏定３０人
（申し込み順）申９月１５日正午～１０
月２日にイベシスコード２２０９１５Ａ
へ。
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１

催し・講座催し・講座
町田新産業創造センター
まちだ女性創業スクール２０２２　実践編
　女性ならではの視点を生かした創
業を応援する創業スクールです。創
業に関する基礎知識を習得し、ビジ
ネス化の実現に向けて、より実践的
なビジネスプランを作成します。創
業時の特典も受けられます。
対創業を考えている、または創業５年
未満の女性日１０月１６日、２３日、３０
日、１１月１３日、２０日、いずれも日曜日
午前９時～正午、全５回場町田新産業
創造センター定１５人（申し込み順）
費１万１０００円申町田新産業創造セ
ンターＨＰ（右記二次元コ
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

地 区 別 懇 談 会
　地区の未来について、みんなで話
し合う地区別懇談会を開催します。
地区・日①高ヶ坂・成瀬＝１０月２３日
②鶴川＝１１月１３日③忠生＝１１月
２０日④町田第二＝１２月４日⑤南＝
１２月１８日、いずれも日曜日午後２時
～４時場①成瀬コミュニティセンタ

ー②鶴川市民センター③忠生市民セ
ンター④市庁舎⑤南市民センター申
①１０月７日まで②１０月２１日まで③
１１月４日まで④１１月１８日まで⑤１２
月２日までに、電話で市民協働推進
課または福祉総務課へ
（市ＨＰ〔右記二次元コー
ド〕で申し込みも可）。
問市民協働推進課☎☎７２４・４３６２、福
祉総務課☎☎７２４・２１３３

MACHIDA BOOK PICNIC
●青空のもと、本とつながり、ひとと
出会おう　みかん箱一箱に店主こだ
わりの古本が並ぶ「町田一箱古本市」
をメインに、移動図書館など本にま
つわるさまざまな企画を楽しめま
す。芝生に寝転んで、とっておきの一
冊を見つけませんか。詳
細は、未来町田会議ＨＰ
（右記二次元コード）をご
覧ください。
日９月２３日㈷午後１時～４時場町田
シバヒロ
問産業政策課☎☎７２４・３２９６

芝 生 で ご ろ ん シ ネ マ　vol.６
　詳細は未来町田会議ＨＰをご覧く
ださい。
日１０月９日㈰午後６時～８時３０分場
町田シバヒロ上映作品「ゴーストバ
スターズ／アフターライフ」定２５０
人（申し込み順）申９月１６日午前１０
時～１０月９日午後４時３０
分に未来町田会議ＨＰ（右
記二次元コード）で申し
込み。
問産業政策課☎☎７２４・３２９６
男女平等推進センター特別講演会
こ れ か ら の 男 の 子 た ち へ
　弁護士として離婚や性暴力の問題
に関わってきた講師に、２人の男の
子を育てた経験等を伺いながら、「女

の子らしさ」「男の子らしさ」にとら
われない子育てについて考えます。
日１０月１６日㈰午後２時～４時場町田
市民フォーラム講弁護士・太田啓子
氏定１８８人（申し込み順）申１次受付
＝９月１５日正午～２０日午後７時にイ
ベシスコード２２０９２１Ｄへ／２次受
付＝９月２１日正午～１０月６日にイベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）また
はイベシスへ。保育希望者（１歳以上
の未就学児、申し込み順に２人）は、
１０月３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

こころとからだのストレスの 
理 解 と 受 け 入 れ 方
　ストレスの原因や自律神経への影
響を知り、自分のコンディションを
自分で整える方法等を紹介します。
日１０月１８日㈫午前１０時～正午場町
田市民フォーラム講スポーツ医科学
マスター・土屋未来氏定２０人（申し
込み順）申９月２１日正午～１０月１１日
にイベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード２２０９２１Ｅへ。
保育希望者（１歳以上の未就学児、申
し込み順に２人）は、１０月４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

町田市民文化祭「秋の催し」
　町田市民ホールの改修工事に伴
い、会場を分散し、舞台、展示、文芸、
バザー等を開催します。詳細は市ＨＰ
（下記二次元コード）をご覧くださ
い。なお、内容に関することは町田市
文化協会（☎☎０９０・７９４６・５８３４）ま
たは町田市民ホール（☎☎
７２８・４３００）へお問い合わ
せください。
日程９月２６日㈪～１０月１６日㈰、１１
月２７日㈰場和光大学ポプリホール
鶴川　他
問文化振興課☎☎７２４・２１８４
１０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）。
●①特別講座～学びを楽しむインク
ルーシブセミナー　こころのリフレ

ッシュ　自分をコントロールする心
理学　
対中学生以上の方日１０月２２日㈯午
前１１時～午後０時３０分場相模女子
大学（相模原市）講相模女子大学人間
社会学部教授・石川勇一氏定３０人
（抽選）
●②正しく学ぼう、乳がんのこと～
治療と薬剤師の役割について　
日１０月２９日㈯午前１０時３０分～正
午場昭和薬科大学（東玉川学園）講昭
和薬科大学実践薬学部門教授・渡部
一宏氏定２０人（抽選）費１２００円
●③学生講師プログラム～こども体
験講座　さがまち山脈をつくろう　
シルクスクリーンで手ぬぐいに印刷
しよう　東京造形大学造形学部の佐
竹ゼミの学生による講座です。
対小学４～６年生日１０月２９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
生涯学習センター定各８人（抽選）費
９００円（材料費込み）

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、１０月２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）／申込締
切日までに定員に達しない場合は、
引き続き募集します。
問同事務局☎☎０４２・７４７・９０３８、町
田市生涯学習センター☎☎７２８・
００７１

特 殊 詐 欺 被 害 防 止 訓 練
　市内における特殊詐欺発生件数
は、高止まりの傾向が続いており、
２０２１年の被害額は約２億６０００万円
に上りました。特殊詐欺の被害を防
ぐため、都や警察と連携して、申込者
が指定した電話番号に電話やＳＭＳ
（ショートメッセージ）が届き、特殊
詐欺の電話やメールがどのようなも
のかを模擬体験できる訓練を実施し
ます。
対都内在住の方訓練日１０月２７日
㈭、２８日㈮定１０００人（抽選）申１０月
２４日までに電話で特殊詐欺被害防
止訓練事務局（☎☎０３・５３５７・１８４１、
受付時間＝祝休日を除く月～金曜日
の午前１０時～午後６時）
へ（申し込みフォーム〔右
記二次元コード〕で申し
込みも可）。
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３

９月２１日～３０日

秋の全国交通安全運動が始まります
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３、町田警察署☎☎７２２・０１１０、南大沢警察署☎☎０４２・６５３・０１１０

そばの花が見頃を迎えます
問ふるさと農具館☎☎７３６・８３８０、町田市農業振興課☎☎７２４・２１６６

【運動の重点】
○子どもと高齢者を始めとする歩
行者の安全確保　
　子どもは飛び出し等による交通
事故が多い傾向にあります。また、
歩行中の交通事故による死者のう
ち、高齢者が占める割合が高くな
っています。斜め横断や、横断禁止
場所の横断を行わないようにする
など、交通ルールを守りましょう。
○夕暮れ時と夜間の歩行者事故等
の防止及び飲酒運転の根絶　
　歩行者は、ドライバーからよく見
えるように明るく目立つ服装を心
掛け、反射材を身に着けて外出し
ましょう。自動車の運転手は、「歩行
者がいるかもしれない」という意識
を持ち、安全確認をしましょう。
　飲酒運転は本人だけでなく、酒
類の提供者や車両の同乗者等も罪
に問われます。絶対にやめましょ
う。
○自転車の交通ルール遵

じゅん

守
しゅ

の徹底　
　自転車に乗る際は、「自転車安全
利用五則」を守り、安全運転を心掛
けましょう。
①自転車は車道が原則、歩道は例
外／②車道は左側を通行／③歩道

は歩行者優先で、車道寄りを徐行
／④飲酒運転、二人乗り、並進の禁
止や夜間はライトを点灯等、安全
ルールを守る／⑤子どもはヘルメ
ットを着用
○二輪車の交通事故防止　
　二輪車（オートバイ）で交差点を
通過する際は、安全確認をしっかり
行い、カーブの手前では十分に速
度を落としましょう。長袖、長ズボ
ンを着用し、ヘルメットの顎

あご

紐
ひも

をし
っかりと締めて、胸部、腹部を守る
プロテクターで身を守りましょう。
○電動キックボード等の交通ルー
ル遵守の徹底　
　電動キックボードは、道路交通
法等により原動機付自転車に該当
するため、以下のことが義務付け
られています。
①原動機付自転車を運転すること
ができる運転免許が必要、車道通
行、ヘルメットの着用義務等があ
る／②制動装置、前照灯、後写鏡等
を備えている／③自賠責保険（共
済）の契約をしている／④軽自動
車税の納付の際に交付される標識
（ナンバープレート）を取り付けて
いる

　町田薬師池公園四季彩の杜 薬
師池の北西、町田ぼたん園やふる
さと農具館、七国山ファーマーズ
センター近くにある畑で、そばの
花が見頃を迎えます。このそばの
花は、地元農家が組織する七国山
ふれあいの里組合が、農ある景観
を保全するために栽培していま
す。花を楽しんだ後は、そばの実を
採取してそばやそば粉として、毎
年４月ごろにふるさと農具館で販
売します。
　天候の状況により、開花時期が
前後することがあります。開花状
況は、ふるさと農具館へお問い合
わせください（月曜日は休館）。
場七国山ファーマーズセンター周

辺（野津田町）
交通小田急線町田駅北口ＰＯＰビ
ル先２１番乗り場から本町田経由
野津田車庫行き、または本町田経
由鶴川駅行きバスで「薬師ヶ丘」下
車、徒歩約１０分
※駐車場はありません。公共交通
機関をご利用ください。路上駐車
は近隣の住民の迷惑になりますの
で、絶対におやめください。

昨年の様子


