
8 2022．11．15 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

催し・講座催し・講座
車ごと出店できる！
まちエコ・フリーマーケット出店者募集
　家庭で不用になったものをリユー
ス（繰り返し使う）する「まちエコ・フ
リーマーケット」の出店者を募集し
ます。
対市内在住、在勤、在学の方日１２月
１１日㈰午前９時～午後２時場町田市
バイオエネルギーセンター隣接地定
４０台（申し込み順）費２０００円申１１
月１６日～３０日に電話でまちだエコ
ライフ推進公社（☎☎７９７・９６１７）へ。
詳細は同公社へお問い合わせくださ
い。
問環境政策課☎☎７９７・０５３０

町田市電子書籍サービス使い方講座
　１０月から始まった町田市電子書
籍サービスの利用について、タブレ
ットまたはスマートフォンを使用し
て操作を学ぶ講座です。当日は利用
券とタブレットまたはスマートフォ
ンをご持参ください。
対市内在住、在勤、在学のタブレット
またはスマートフォンをお持ちの方
／利用券をお持ちでない方は、１２月
６日までに利用登録に必要な書類を
持って、各市立図書館へおいでくだ
さい。詳細は町田市立図書館ＨＰをご
覧ください日１２月１３日㈫、午前１０
時３０分から、午後１時３０分から（各
回とも同一内容）場中央図書館定各
３０人（申し込み順）申１１月１６日正午
～１２月７日にイベントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
２２１１１６Ｂへ（申し込みは２人まで）。
問中央図書館☎☎７２８・８２２０

染 付 体 験
●そばちょこやおつまみ皿に本格的
な絵付けをしよう　素焼きをした磁
器の上に、本格的な染付の技法を用
いて絵付けを行います。講師が釉

ゆう

薬
やく

を掛けて焼成し、完成品は１～２か月
後に着払いで郵送します。
対１０歳以上の方（小学生は保護者と
の参加が必須、１グループ３人まで、
見学のみは不可）日①１２月１８日②
２０２３年１月２２日、いずれも日曜日
午後１時３０分～４時３０分／連続講座
ではありません場玉川学園コミュニ

ティセンター内①そばちょこに絵付
けをする②おつまみ皿に絵付けをす
る講愛知県立芸術大学准教授・小枝
真人氏定各１２人（抽選）費１人２０００
円（送料別）申１１月２２日正午～１２月
２日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）またはイベシスコード①
２２１１２２Ａ②２２１１２２Ｂへ。
問市立博物館☎☎７２６・１５３１

国際版画美術館　「版画×写真１８３９－１９００」展関連催事
公開制作～写真から版画へ
　写真を元にした版画技法で制作す
る作家が、自身の作品や制作方法に
ついて一部実演を交えて解説しま
す。
日１１月２６日㈯午後１時３０分～３時
ごろ場同館講堂講銅版画家・藤田修
氏定６０人（先着順、入退室自由）／録
音・録画等はご遠慮ください。
問同館☎☎７２６・２８８９

ふ れ あ い 落 語
対６歳以上の方日２０２３年１月１５日
㈰午後２時３０分～３時３０分場鶴川市
民センター出演柳家吉緑、三遊亭遊
かり定１４０人（申し込み順）費５００円
（全席自由）申１１月１７日正午～
２０２３年１月８日にイベントダイヤル
（☎☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード２２１１１７Ａへ。
問町田市民ホール☎☎７２８・４３００、町
田市鶴川市民センター☎☎７３５・
５７０４
犬と楽しく暮らすための
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１２月１４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
マナー等を学ぶ講セラピスト動物病
院院長・原田智獣医師、東京都動物愛
護推進員・藤塚茜氏定２０人（申し込
み順）申１１月１６日正午～１２月１１日
にイベントダイヤル（☎☎７２４・

５６５６）またはイベシスコード２２
１１１６Ｃへ。
問生活衛生課☎☎７２２・６７２７

障 が い 者 雇 用 セ ミ ナ ー
　職場での雇用の事例などを紹介し
ながら、障がい者雇用を進めるうえ
での悩みや不安を取り除きます。併
せてハローワークから障がい者雇用
の現状について説明します。
対市内事業所の経営者・従業員日１２
月１４日㈬午後２時～４時場市庁舎講
医療法人社団輝生会事務局長・堅田
由美子氏定５０人（申し込み順）申氏
名・事業所名等を明示し、電話または
ＦＡＸで町田商工会議所（☎☎７２４・
６６１４返７２９・２７４７）へ（同会議所令
和４年度セミナー申込フ
ォーム〔右記二次元コー
ド〕で申し込みも可）。
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３

消 費 生 活 セ ン タ ー
●くらしに役立つ学習会～値上げラ
ッシュ！家計管理の方法と工夫を学
ぼう！　家計管理の基本を学んで、
実際に家計簿をつけてみましょう。
対市内在住、在勤、在学の方日１２月
１６日㈮午前１０時～正午場町田市民
フォーラム講町田友の会定２８人（申
し込み順）申１１月１６日正午～１２月
１１日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
２２１１１６Ａへ。保育希望者（１歳以上
の未就学児、申し込み順に２人）は１２
月４日までに併せて申し込みを。
●イベントスタジオ～子どものヒヤ
リハット　子どもを事故から守りま
しょう　子どもの日常生活には危険
がいっぱい潜んでいます。住宅模型
や等身大着せ替え人形パネルを見
て、触って、確認できます。また、消費
生活センターのパネルも展示しま
す。
日１１月２１日㈪～２５日㈮、午前８時
３０分～午後５時（２３日を除く、初日
は正午から、最終日は午後３時まで）
場イベントスタジオ（市庁舎１階）

◇
問同センター☎☎７２５・８８０５

防 犯 で シ ョ ー タ イ ム
　大道芸を楽しみ“ながら”、「ながら
防犯」や子どもが犯罪から身を守る
方法などについて学びませんか。
日・内１１月２６日㈯、防犯でショータ
イム！パフォーマンス＝午前１１時か
ら、午後１時３０分から、午後３時か
ら、防犯バルーンワークショップ＝
午前１１時３０分から、午後２時から、
午後３時３０分から／防犯パフォーマ
ンス終了後に、防犯バルーンワーク
ショップ参加券を配布します（先着
順）場ぽっぽ町田屋外広場・ピロティ
出演イベント限定ユニット「ＢＯ－Ｈ
ＡＮズ」（ひぃろ、松鶴家天太）、クラ
ウンはっち
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３
いつもの景色の中の「安全」と「危険」が見える！
地域安全マップの作り方講座
　講義と実際の地域の映像から、防
犯の視点をお伝えします。景色の中の
「安全」と「危険」を予測する力を高め、
お住まいの地域の安全について考え
てみませんか。
対市内在住の方日１２月２日㈮午後１
時３０分～３時場市庁舎講立正大学教
授・小宮信夫氏定２０人（申し込み順）
申氏名・電話番号・メールアドレスを
明示し、電話またはメールで町田市
地域活動サポートオフィス（☎☎７８５
・４８７１墳ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ－ｓｕｐｐｏｒ
ｔ．ｏｒ．ｊｐ）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

星空シバヒロピクニック
●夜空に広がる惑星たち、芝生で寝
ころぶ宇宙旅行！　
日１１月２６日㈯午後５時～９時場町田
シバヒロ内天体観望会、秋の星座の
神話のおはなし会、ソフトウェアを
使った惑星ツアー等／一部のイベン
トは事前に申し込みが必要です。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。
問産業政策課☎☎７２４・３２９６

ＦＣ町田ゼルビアのグッズをプレゼント！
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

　国は、マイナンバーカードと民
間のキャッシュレス決済サービス
との連携でマイナポイントを付与
する、マイナポイント事業第２弾
を行っています。ポイントを受け
取るためには１２月末までにマイ
ナンバーカードの申請を完了する
必要があります。
　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２か月程かかります。申請した
方には、ＦＣ町田ゼルビアのグッズ
をプレゼントします（各日１００人
〔先着順〕）。
※マイナポイント事業第２弾につ
いては、国のマイナポイント事業Ｈ

Ｐをご覧いただくか、マイナンバー
総合フリーダイヤル（錆０１２０・９５
・０１７８）へお問い合わせください。
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
日①１１月１９日㈯②１１月２３日㈷
③１１月２６日㈯④１１月２７日㈰、午
前１０時～午後５時
場①成瀬コミュニティセンター２
階多目的室Ｃ②和光大学ポプリホ
ール鶴川３階会議室③藤の台ショ
ッピングセンターシェアオフィス
間（藤の台１丁目１－４９－１０５）④
堺市民センター１階第一会議室
※堺市民センターではＦＣ町田ゼ
ルビアのグッズのお渡しができま
せん。

指定収集袋へ掲載する広告を募集しています！
問環境政策課☎☎７２４・４３７９

　燃やせるごみ専用袋（２０ℓ・４０
ℓ）、燃やせないごみ専用袋（２０ℓ
・４０ℓ）、おむつ専用袋（２０ℓ）の
外袋に、およそ６か月間広告を掲
載することができます。詳細は市
ＨＰ（右記二次元コー
ド）をご覧ください。
費燃やせるごみ専用袋
（２０ℓ）＝２２万７７００円、燃やせる
ごみ専用袋（４０ℓ）＝１７万２７００
円、燃やせないごみ専用袋（２０ℓ）

＝３万９６００円、燃やせないごみ専
用袋（４０ℓ）＝５万６１００円、おむ
つ専用袋（２０ℓ）＝７万５９００円
申町田市有料広告掲載申込書と誓
約書（市ＨＰでダウンロード）に必
要事項を記入し、広告原稿案を添
えて、１１月３０日までに直接また
は郵送（必着）で環境政策課ごみ政
策係（市庁舎７階、〒１９４－８５２０、
森野２－２－２２）へ。

両日ともシャトレーゼスキーリゾートでの実施を予定していま
す。詳細は自然休暇村ＨＰ（右記二次元コード）をご覧ください。

せせらぎの里せせらぎの里  町田市自然休暇村町田市自然休暇村 問自然休暇村
☎☎0267・99・2912

ご参加を 2023年1月14日㈯～15日㈰2023年1月14日㈯～15日㈰
スキー・スノーボードツアー1回目スキー・スノーボードツアー1回目


