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ミニ講座
シニア世代で起こりやすいお口のトラブル
　歯科衛生士による講座です。参加
者には、口

こう

腔
くう

ケアグッズをプレゼント
します。なお、ふれあい館に入館する
際は、靴下の着用にご協力ください。
対町田・相模原市在住の６０歳以上の
方日①１月１２日㈭午前１０時３０分～
１１時１０分②１月１７日㈫午後２時３０
分～３時１０分場①ふれあいもみじ館
②ふれあいくぬぎ館定①２０人②３０
人／申し込み順申１２月１６日から①
１月６日まで②１月１２日までに、各開
催場所に設置の予約簿へ氏名等を記
入。または１２月２０日正午から①１月
６日まで②１月１２日までに、イベン
トダイヤル（☎☎７２４・５６５６）へ。
問保健予防課☎☎７２５・５４３７

子ども・子育て子ども・子育て
子ども創造キャンパスひなた村
●たきびのじかん　小学２年生以下
のお子さんは保護者同伴でおいでく
ださい。なお、軍手等の必要な物はご
持参ください。
日１月７日、２１日、いずれも土曜日午
前１０時～１１時３０分（正午に消火、雨
天・強風中止）／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。
問同キャンパスひなた村
☎☎７２２・５７３６

こ と ば ら ん ど で お 正 月！
●①新年を寿

ことほ

ぐ！はじめてのお能体
験教室
対小学生以上の方（小学生は保護者
同伴）日１月７日㈯午後１時～３時内

お能についての講義と謡・仕舞・道具
の体験講シテ方金春流能楽師・井上
貴覚氏定小学生と保護者合わせて８
人、中学生以上８人／申し込み順
●②はじめての人のための百人一首
かるた大会　
対百人一首についてある程度知識の
ある小・中学生日１月８日㈰午前１０
時～正午内百人一首についての講義
と競技カルタの体験講歌人・天野慶
氏定１８人（申し込み順）

◇
場町田市民文学館申１２月１６日正午
から電話で同館（☎☎７３９・３４２０）へ。
思春期の子を持つ保護者向け講座
ウチの子の“思春期”…って？ワ
タシにもあった“１５歳の頃”…
対小学生以上の子どもがいる保護者
日①１月２８日㈯②２月１１日㈷③２月
２５日㈯、午前９時４５分～１１時４５分、
全３回場玉川学園コミュニティセン
ター内①思春期と向き合うおとなの
基礎知識②大学生の書いた「思春期
の自分への手紙」を読む～大学生と
の交流③不安な思春期時代とゆった
りかかわる視点～いじめ・体罰・不登
校が示すもの講都留文科大学特任教
授・宮下聡氏定２５人（申し込み順）申
１２月１６日正午～１月１５日にイベン
トダイヤル（☎☎７２４・５６５６）または
イベシスコード２２１２１６Ｂへ。
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１
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
●幼児の保護者向け講座「まぁいっ
か」と思える子育て～家と身体が整
うヒント　
対２歳～未就学児の保護者日１月２２
日、２９日、２月１２日、２６日、いずれも

日曜日午前１０時～正午、全４回場生
涯学習センター内①オリエンテーシ
ョン＆みんなで話して楽になろう～
片付け②みえる・わかる・楽になる　
一人で抱えないお片付け③みんなで
話して楽になろう～子育て中の女性
の身体④のんびり・ゆったり・楽にな
る　一人で抱えない私の不調講②整
理収納アドバイザー・水谷妙子氏④
帝京短期大学非常勤講師・宗藤純子
氏定２０人（申し込み順）申１２月１６日
午前１０時から電話で同センター（☎☎
７２８・００７１）へ。

催し・講座催し・講座
消費生活センター
く ら し に 役 立 つ 学 習 会
●賢い“あぶら”の摂

と

り方を学ぼう
対市内在住、在勤、在学の方日１月３１
日㈫午後１時～３時場町田市民フォ
ーラム講東京家政学院大学現代生活

学部准教授・岩本直樹氏定２８人（申
し込み順）申１次受付＝１２月１５日正
午～１９日午後７時にイベシスコード
２２１２２０Ｆへ／２次受付＝１２月２０日
正午～１月２４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１月１７日までに
併せて申し込みを。
問消費生活センター☎☎７２５・８８０５

ふ る さ と 農 具 館
●なたね油しぼりの実演と販売　野
津田町の七国山地区で栽培している
菜種から油をしぼります。油は２５５ｇ
ビン１本７００円で販売します。駐車
場はありません。
日１２月１７日㈯、１月２１日㈯、２月１８
日㈯、３月１８日㈯、販売時間＝午前９
時３０分から（売り切れ次第終了）、実
演時間＝午前１１時～午後２時
問同館☎☎７３６・８３８０

歳末特別警戒のお知らせ

計画策定に当たり　ご意見を募集します

薬物乱用防止ポスター・標語表彰
問健康推進課☎☎７２４・４２３６

南町田駅前連絡所（南町田リエゾン）

閉所に伴う業務のご案内
問同駅前連絡所☎☎７９９・７７６６

町田市文化芸術パートナーシップ協定を更新しました
問文化振興課☎☎７２４・２１８４

【町田駅周辺合同歳末特別警戒を
実施します】
　市では、相模原市と警察、各関係
団体と合同で、町田駅を中心とし
た防犯パトロールを実施します。
日１２月２３日㈮午後７時～８時１５
分（雨天中止）
場ぽっぽ町田屋外広場（開会式）
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３

【町田市消防団が歳末特別警戒を
実施します】
　地域の方々が明るい新年を迎え
られるよう、歳末の無災害を願い、
市内全域で消防車両による巡視警
戒を行い、火の取り扱いへの注意
を呼び掛けます。
日１２月２９日㈭、３０日㈮、午後８時
～深夜０時
問防災課☎☎７２４・３２５４

①町田市公園利用促進計画（素案）�
問公園緑地課☎☎７２４・４３９９�
　市では、社会状況の変化や地域ニ
ーズに対応した公園づくりを行うた
め、今後の公園の在り方や、それらを
実現していくための方針
などを示した「町田市公
園利用促進計画」を策定
します。
資料の閲覧公園緑地課（市庁舎８
階）、各市民センター
※各窓口で開所日時が異なります。
※市ＨＰでもご覧いただけます。
ご意見の提出方法１月１０日～３１日
に、直接、郵送またはメールで公園緑
地課（〒１９４－８５２０、森野２－２－

２２、墳ｍｃｉｔｙ５９２０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．
ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
②町田市街路樹更新計画（素案）�
問道路政策課☎☎７２４・１１２４�
　市では、街路樹を質の高いみどり
として充実させるため、「町田市街路
樹更新計画」を今年度策定予定です。
計画（素案）は市ＨＰ（右記
二次元コード）でご覧い
ただけます。
ご意見の提出方法１２月２０日～１月
１９日に、Ｗｅｂフォームまたはメール
で道路政策課（墳ｍｃｉｔｙ５８９０＠ｃｉｔｙ．
ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。インターネ
ット環境が整っていない方は、お問
い合わせください。

　青少年の薬物乱用防止対策の一
環で、薬物乱用に対する問題意識
を持ち、啓発活動への積極的な参
加を促すことを目的として、ポス
ターと標語を募集しました。
　市内中学校からポスター４１４作
品、標語４６２作品の応募があり、選
考の結果、東京都薬物乱用防止推
進町田地区協議会会長賞４作品、
市長賞２作品が選ばれました。
　１１月７日に市庁舎で表彰式を行
い、同協議会の山下会長と石阪市
長から表彰状が手渡されました。

作品は市ＨＰ（右記二次
元コード）でご覧いた
だけます。

　市では、２０１３年１２月から締結し
ている「町田市文化芸術パートナ
ーシップ協定」について、１１月２９
日に３回目の更新を行いました。
　（株）ヒューマンデザインは、音
楽座ミュージカルとして町田市に
拠点を置きながら全国的に活動し
ている文化芸術団体です。協定更
新後も引き続き、町田市では音楽
座ミュージカルに関する広報活動
の支援を行い、音楽座ミュージカ

ルは、市民が文化芸術に触れる機
会を創出し、シティセールスを行
っていきます。市内公演が開催さ
れる際は、ぜひご参加ください。

　同駅前連絡所は、１月３１日㈫に
閉所します。それに伴い、同駅前連
絡所で取り扱っていた各種申請書
の受け付けは、日本郵便（株）と業
務委託契約を結び、南町田グラン
ベリーパーク駅近くのグランベリ
ーパーク郵便局で行います。住民
票等の各種証明書は、グランベリ
ーパーク郵便局内にある行政証明
書自動交付機（キオスク端末）でマ
イナンバーカードを利用して取得

できます。操作の支援をご希望の
方には、郵便局の社員がお手伝い
します。
　また、図書館の本の受け渡しは、
（一社）まちライブラリーと業務委
託契約を結び、スヌーピーミュージ
アム隣のまちライブラリー＠南町
田グランベリーパークで行います。
　詳細は市ＨＰ（右記二
次元コード）をご覧く
ださい。

表彰名 部　門 氏名（敬称略） 学　校

東京都薬物乱用防止推進
町田地区協議会会長賞

ポスター
安井　いりす 鶴川中学校2年
小原　大和 薬師中学校2年
高多　希実 山崎中学校2年

標語 山﨑　快志 町田第三中学校1年

市長賞 ポスター 久保　芳瑠 成瀬台中学校1年
標語 和田　くらら 町田第三中学校3年

前列左から、安井さん、小原さん、高多
さん、山﨑さん、後列左から山下会長、
久保さん、和田さん、石阪市長


