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生涯学習センター～市民提案型事業
講 座 づ く り ★ ま ち チ ャ レ
●子どもとの関わりにもっと絵本を
～おとなも楽しむ絵本　
対全回参加できる、子どもに関わる
すべての方（②のみお子さんの同伴
可）日①１０月３１日㈪②１１月６日㈰③
１１月１４日㈪④１１月２１日㈪、午前１０
時～正午、全４回場①②④生涯学習セ
ンター③中央図書館内①ＳＮＳ時代の
絵本と子育て②竹上妙とめくってあ
そぼう③図書館職員さんに学ぶ図書
館活用術④好きな本でブックトーク
講①白鷗大学教育学部教授・浅木尚
実氏②絵本・木版画作家 竹上妙氏定
３０人（申し込み順）申１０月３日午前９
時から電話で生涯学習センターへ。
●こどもからはじまる～子どもの声
をじっくり聴いて、子どもの内なる
声に共感し、子どもの魅力を発見す
る（保育付き）　
対子育て中の方、子どもに関わるす
べての方（８か月未満のお子さんは同
伴可）日①１１月１９日②１１月２６日③
１２月３日④１２月１０日、いずれも土曜
日午後１時３０分～３時３０分、全４回場
玉川学園コミュニティセンター内①
やってみよう！当事者研究②不登校
支援の現在地③こども哲学対話で子
どもの世界と出

で

逢
あ

う④子どもが聴い
てもらったと思える未来講①当事者
研究ファシリテーター・江連麻紀氏
②（特）リトリト・広田ゆう大氏③こ
ども哲学ファシリテーター・文平光
子氏④柏駅前なかやまメンタルクリ
ニック精神保健福祉士・後藤智行氏、
大妻女子大学教授・高橋ゆう子氏定
３５人（申し込み順）申１０月４日正午
～１１月６日にイベントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
２２１００４Ｂへ。保育希望者（１１月１９
日時点で８か月以上の未就学児、申
し込み順に６人）は併せて申し込み
を。

◇
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１
町田市子ども発達センター
２０２３年度認可通園入園児募集
　町田市子ども発達センターは、０
～１８歳未満のお子さんとその家族

を対象に、お子さんの発達相談に応
じています。２０２３年度の同センタ
ーへの認可通園（児童発達支援事業）
入園児を募集します。
対市内在住で、心身の発達に遅れや
障がいのある３～５歳児内①週５日通
園する療育グループ②幼稚園・保育
園等に通いながら週１日通園する療
育グループ申込締切日１１月７日㈪午
後５時まで／申し込みには事前の見
学説明会への参加が必要です
（２０２１年度に参加した方は不要）。
見学説明会の日程や参加
方法はまちだ子育てサイ
ト（右記二次元コード）を
ご覧ください。
問町田市子ども発達センター☎☎７２６
・６５７０
おうち時間をもっと楽しく！
絵本読み聞かせのコツを教えます
　絵本の選び方や読み方についてア
ドバイスします。
対０～２歳児を子育て中で、読み聞か
せの講座を受けたことがない保護者
日１１月１３日、２７日、いずれも日曜日
午前１０時３０分～正午、全２回場町田
市民文学館講よちよち屋店主・中本
茂美氏定１５人（申し込み順）申１０月
１日正午～１１月１１日午後５時に、電
話で同館へ。保育希望者（６か月～２
歳児、申し込み順に５人）は１０月１４
日までに併せて申し込みを（１１月上
旬の土曜日または日曜日に保育面談
有り）。
問同館☎☎７３９・３４２０
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
育て情報の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１０月１１日、１８日、２５日、いずれ

も火曜日午後２時～４時（自由遊び時
間含む）内スキンシップ遊び、子育て
情報の交換、季節に合わせた歌、絵本
の紹介等
●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１０月
１６日㈰午後２時～４時（自由遊び時
間含む）内スキンシップ遊び、手作り
おもちゃ制作等

◇
場同センター定各７組（申し込み順）
申１０月１日午前９時から電話で同セ
ンター（☎☎７２８・００７１）へ。
町田ファミリー・サポート・センター
子育てのお手伝いをしてみませんか
●保育サポート講習会　受講後、同
センターの援助会員（有償ボランテ
ィア）として登録し、活動していただ
きます。
対市内在住の保育サポートができる
満２０歳以上の方／妊婦の方は、安全
のため受講をご遠慮ください日・内
１１月１５日㈫、午前１０時～正午＝入
会説明会、午後１時～３時＝心・体の
発達と病気、１６日㈬、午前１０時～正
午＝子どもの食事、午後１時～３時＝
保育の心、１８日㈮、午前１０時～正午
＝子どもの発達と遊び、午後１時～４
時＝普通救命講習／初日に会員証に
貼付する写真（縦３㎝×横２．４㎝、裏
面にボールペンで記名、６か月以内撮
影）をお持ちください場町田商工会
議所費１５００円（普通救命講習の教材
費）申１１月７日までに電話またはＦＡ
Ｘで同センター（☎☎７０３・３９９０返
７３２・３１９３）へ。講習会の詳細は、同
センターへお問い合わせください。
問子育て推進課☎☎７２４・４４６８

保育士就職支援研修・就職相談会
　就職相談会には民間保育園がブー
スを出展します（履歴書不要、服装自

由、入退場自由）。また、オンラインで
就職支援研修をご覧いただけます
（視聴用ＩＤ・パスワードをメールで
送付予定）。
対都内保育園で就職を希望する保育
士資格をお持ちの方（または資格取
得見込みの方）日１０月２９日㈯午後２
時～４時場世田谷区民会館別館「三茶
しゃれなあどホール」（世田谷区）申
東京都保育人材・保育所
支援センターＨＰ（右記二
次元コード）で申し込み。
問同センター☎☎０３・５２１１・２９１２、
町田市子育て推進課☎☎７２４・４４６８

催し・講座催し・講座
デ ゴ イ チ 祭
　ナンバープレートを取り付けた実
物のＤ５１蒸気機関車や、実際に使わ
れた鉄道用品をご覧いただけます。
今年は５０回目を記念したセレモニ
ーも行います。詳細はま
ちだ子育てサイト（右記
二次元コード）をご覧く
ださい。
日１０月１６日㈰午前１０時～午後２時
３０分場子ども発達センター隣接地
／駐車場はありません内鉄道クイ
ズ、鉄道模型のＮゲージレイアウト
で運転の体験等
問児童青少年課☎☎７２４・４０９７

生涯学習センターまつり
●コロナに負けず　みんなで咲かそ
う　まつりの華　同センターで活動
する団体やサークルの熱いステー
ジ、工夫を凝らした展示、新たな体験
ができるワークショップなどがあり
ます（一部、材料費がかかる催し有
り）。来場者も参加できるプログラム
が充実しています。直接同センター
６階へおいでください。
日１０月２２日㈯、２３日㈰、午前１０時
～午後５時場同センター６・７階
問同センター☎☎７２８・００７１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

秋号を発行しました。
配布場所等の詳細は
こちら▶

市が所有している物件を一般競争入札で売却します
問市有財産活用課☎☎72４・21５1

原町田中央通り・原町田大通り社会実験２０２２

Ｍａｃｈｉｄａ Ｗｅｅｋｅｎｄ ＳＴＲＥＥＴ
問�原町田中央通りについて＝地区街づくり課☎☎72４・４2６６、��
原町田大通りについて＝産業政策課☎☎72４・３2９６

　入札参加案内、契約条件等の詳細
は、「市有物件売却のご案内」（市有財
産活用課〔市庁舎５階〕で配布、市ＨＰ
でダウンロードも可）をご覧くださ
い。郵送希望の方は早めにお問い合
わせください。

入札参加資格個人及び法人
入札日１１月８日㈫
場市庁舎
申１０月３日～２８日に直接市有財産
活用課へ。郵送の場合は１０月２１日
まで（必着）に提出してください。

　賑
にぎ

わいや交流にあふれるまちの実現に向けて、原町田中央通り及び原
町田大通りの沿道を活用した社会実験を実施します。期間中、
さまざまなお店やワークショップ等が日替わりで出店しま
す。詳細は市ＨＰ（右記二次元コード）をご覧ください。
実施期間１０月８日㈯～１１月６日㈰の金・土・日曜日及び祝日
場原町田中央通り（右下記地図内①）及び原町田大通り沿いポケットパー
ク敷地内（右下記地図内②）
【下記の５日間は沿道のお店も一緒にイベントを開催！】

●原町田大通り沿いポケットパー
ク　
　月～木曜日も休憩スペースとし
て利用できます。下記の６日間は付
近にキッチンカーが出店します。
日１０月８日㈯、２１日㈮、２９日㈯、
３０日㈰、１１月４日㈮、５日㈯、午前
１１時～午後５時

　子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」でご案内しています。

問子育て推進課☎☎724・4468
子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

町田市子育て情報配信
サービス、ＬＩＮＥでも
ご覧いただけます

売却予定物件
物件
番号 種 類 所在・地番 地 目 地積（実測）／㎡ 用途地域 建ぺい率

（％）
容積率
（％）

1 土地 相原町
1415番1 山林 3848.35 第一種低層

住居専用地域 40 80

※事情により売却を中止、または一部変更する場合があります。

開催日 内　容

10月8日㈯、9日㈰ わくわく町田歩き～町田大道芸に合わせて沿道でのパフォーマ
ンス、縁日等の開催

10月21日㈮ むかしなつかしマーケット～懐かしい商品を見つけて商店街の
魅力を再発見（協力店舗でシニア特典有り）

10月30日㈰ 通りまるごとハロウィン～ハロウィン仕様の商品販売、ワーク
ショップ等の開催

11月4日㈮ おいしいまち歩きＤay～テイクアウトや飲食物の日替わり出店
（飲食スペース有り）町田市役所
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