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消費生活センター
くらしに役立つ料理教室

【国産大豆で手作りみそ】
　毎年好評のみそ造り教室です。

対市内在住、在勤、在学の方
日１月２３日㈫午後１時～３時
場町田市民フォーラム　
内遺伝子組み換え食品の現状と表示
を学び、国産大豆を使ったみそ造り
を体験
講コンシューマー技術教育研究会・
福岡ひとみ氏

定２４人（抽選）
費８５０円（材料費）
申往復ハガキ（１人１枚）に、講座名・
住所・氏名・電話番号・在勤または在
学の方はその旨を明記し、１２月２２
日まで（消印有効）に消費生活センタ
ー（〒１９４－００１３、原町田４－９－
８、町田市民フォーラム３階）へ。保育

希望者（１歳以上の未就学児）は、保
育希望の旨と子どもの氏名・年齢（２
歳以下は月齢まで）・性別を併せて明
記して下さい。
※１月１７日までに抽選結果が届かな
い場合は、お問い合わせ下さい。
問同センター☎７２５・８８０５

催し・講座催し・講座

情報コーナー
●東京都住宅供給公社のお知らせ
　詳細は各募集案内等を参照配布場
所市庁舎１階総合案内、各市民セン
ター、町田・南町田・鶴川の各駅前連
絡所、木曽山崎・玉川学園の各コミュ
ニティセンター、同公社町田窓口セ
ンター、都庁等（②のみ）で配布／各
施設で開所日時が異なります
【①公営住宅入居者募集】
　市営住宅（一般世帯２人以上向＝１
戸、３人以上向＝１戸、単身者向シル
バーピア＝１戸、若年ファミリー向
＝６戸）、都営住宅地元割当分（一般
世帯家族向＝１０戸）／募集案内は

１２月１１日まで配布（配布期間中に
限り同公社ホームページでダウンロ
ードも可）申郵送で１２月１３日まで
（必着）に同公社都営住宅募集センタ
ーへ
【②東京都施行型～都民住宅入居者
募集】
　今回から、募集期間のある「抽せん
募集」と、通年の「先着順募集」に分か
れます（都内に居住していること、所
得が定められた基準に該当すること
等、固有の資格が必要）／同時期に募
集する市営住宅・都営住宅とは住宅
の種類が異なります
○抽せん募集
　募集案内は１２月４日～１２日に配
布（配布期間中に限り同公社ホーム

ページでダウンロードも可）申郵送
で１２月１５日まで（必着）に同公社都
営住宅募集センターへ
○先着順募集
　募集案内は１２月４日から配布（無
くなり次第終了）／同公社ホームペ
ージでも閲覧可。あき家の発生等、情
報は随時更新申同公社ホームページ
または同公社都営住宅募集センター
で受け付け

◇
問同公社都営住宅募集センター①☎
７１３・５０９４②☎０３・３４９８・８８９４
●東京労働局～東京都最低賃金改正
のお知らせ
　東京都最低賃金（地域別最低賃金）
は２０１７年１０月１日から、時間額

９５８円に改正されました。都内で働
くすべての事業場及び同事業場で働
くすべての労働者（都内の事業場に
派遣中の労働者を含む）に適用され
ます。詳細はお問い合わせを問東京
労働局労働基準部賃金課☎０３・
３５１２・１６１４、東京都最低賃金総合
相談支援センター（ワン・ストップ無
料相談窓口）錆０１２０・３１１・６１５
●町田市シルバー人材センター～入
会説明会
対市内在住の６０歳以上で、健康で働
く意欲のある方／趣旨に賛同のう
え、会員になっていただきます日１２
月１１日、１月９日、午後１時３０分から
場わくわくプラザ町田３階講習室問
同センター☎７２３・２１４７

●市立総合体育館
【初心者気功教室】
対市内在住、在勤、在学の
１８歳以上の方日１月１１日～３月１５
日の木曜日、午前９時３０分～１１時、
全１０回定５０人（抽選）費３４００円
【小学生球技教室】
対市内在住、在学の小学生日１月１１
日～３月１５日の木曜日、午後４時３０
分～６時、全１０回定４０人（抽選）費
１６００円

◇
申往復ハガキ（１人１枚）に、必要事項
を明記し、１２月８日まで（消印有効）
に同館へ（同館ホームページで申し
込みも可）問同館☎７２４・３４４０
●サン町田旭体育館
【①親子体操教室】
対市内在住、在園の、２０１４
年１月１１日～２０１５年７月１０日生ま
れの幼児とその保護者日１月１０日～
３月１４日の水曜日、午前１０時～１１
時、全１０回定２５組（抽選）費４７００円
【②小学生体操教室】
対市内在住、在学の小学生日１月１０
日～３月１４日の水曜日、午後４時３０
分～６時、全１０回定３０人（抽選）費
１４００円

◇
申往復ハガキに教室名・住所・氏名

（ふりがな必須）・電話番号・①生年月
日②学年を明記し、１２月１５日まで

（消印有効）に同館へ問同館☎７２０・
０６１１
●市立室内プール
【フィン専用コースを設置】
　冬期限定で、５０ｍプール
にフィン専用コースを設置します

（フィンの無料貸し出し有り、フィン
ゴーグル用シュノーケル〔プール以
外で使用していないもの〕の持ち込
みも可）／期間中フィンコースの開
催日以外は周回コースとします対中
学生以上で５０ｍ以上の泳力がある
方日３月１６日までの月・水・金・日曜
日場５０ｍプール採暖室側１コース費
施設利用料申５０ｍプール監視控え

イベントカレンダー 詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、各ホームページをご覧下さい。

室前で受け付け／誓約書に署名をお
願いします
【フードドライブを実施します】
　家庭で消費しきれない食材を持ち
寄り、地域の福祉団体や施設等に寄
付をする活動です／受け取れない食
品もありますので、持ち込みの前に
お問い合わせ下さい日１２月２３日㈷
～２０１８年１月８日㈷の午前９時～午
後５時（年末年始を除く）場同プール
受付

◇
問同プール☎７９２・７７６１
●野津田公園
【①バラの魅力に触れよう
～栽培講座とお手入れ体
験】
対バラについて知識を深めたい方、
バラの栽培でお悩みの方日１２月９日
㈯午前１０時～正午場同公園ばら広
場内バラ栽培の講義とつるバラの誘
引等（予定）講町田ばら会会長・西尾
譲司氏定３０人（申し込み順）費大人
８００円（保険料込み）
【②しめ縄飾りづくり教室】
対小学生以上の方日１２月２７日㈬午
前１０時～１１時３０分、午後２時～３時
３０分場同公園内わらで綯

な

うしめ縄
づくり体験、季節の草花や木の実を
使った飾り付け定各１５人（申し込み
順）費大人５００円（保険料、材料費込
み）
【③家族でタスキをつなごう！野津田
公園お楽しみファミリー駅伝大会】
対小学生以下の子どもとその家族

（父母または祖父母）で構成される３
～４人のチーム日３月１７日㈯午前９
時～正午（小雨実施、雨天時は２４日
に延期）場市立陸上競技場、競技場外
周コース内１人約１ｋｍ、全４区間をタ
スキでつなぐ定５０組（申し込み順）
費１チーム４０００円（保険料込み）

◇
申１２月１日午前９時から①②電話で
同公園管理事務所へ③募集要項（同
公園ホームページでダウンロード）
を参照し、指定の申込用紙に記入の

うえ、参加料金を添えて、直接または
郵送（現金書留）で同公園管理事務所
へ問同 公 園 管 理 事 務 所 ☎７３６・
３１３１（受付時間＝午前９時～午後５
時、土・日曜日、祝日も可）
●忠生公園～定例自然観察会「冬の
いきもの」
日１２月３日㈰午前９時３０分～１１時
３０分（雨天中止）場同公園自然観察
センター（忠生がにやら自然館）問同
公園☎７９２・１３２６
●町田市フォトサロン
【①ダリア作品展】
　町田ダリア園で開催した
撮影会の作品を中心とした写真の公
募展です日１２月２７日㈬～２０１８年１
月８日㈷
【②秋の薬師池公園作品展】
　薬師池公園の秋景色をとらえた作
品の公募展です日１２月２７日㈬～
２０１８年１月８日㈷

◇
場同サロン①１階展示室②２階展示
室問同サロン☎７３６・８２８１
●町田市自然休暇村～スキー・スノ
ーボードツアー受付開始
　スキー・スノーボード教室（自費）

もあります／添乗員は同行しませ
ん。現地係員が対応します対市内在
住、在勤、在学の方とその同行者日２
月３日㈯午前７時～４日㈰午後５時ご
ろ、１泊２日、集合は町田ターミナル
プラザ、解散は町田駅周辺（予定）場
町田市自然休暇村（長野県南佐久郡
川上村）定４０人（申し込み順）／最少
催行人数は３５人です費中学生以上
１万８８００円、小学生以下１万６８００
円（交通費・宿泊費・リフト代・１日目
夕食から２日目昼食、保険料含む）／
旅行条件書、振込先は申込者に連絡
します旅行企画・実施ＪＷＴジャパン
ウインズツアー（株）、長野県知事登
録第２－３９９号、全国旅行協会会員・
長野県旅行業協会会員（長野県佐久
市今井５３３－１、☎０２６７・６６・１２６８

〔代〕）、利用バス会社＝信濃バス（長
野県南佐久郡川上村樋沢２３４）申１２
月１日午前９時から電話で自然休暇
村（錆０１２０・５５・２８３８）へ（スキー
のレンタル希望者は併せて申し込み
を）／１月２４日以降の取り消しはキ
ャンセル料が必要です

12月1日～31日「中学生職場体験」 町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索

暮らしに関する相談
　予約制の相談は、電話で①～⑧市民相談室（☎７２４・２１０２）⑨八王子少年センター（☎
０４２・６７９・１０８２）へ対①③～⑪市内在住の方⑫市内在住、在勤、在学の女性

名　称 日　程 予約方法／相談時間
①法律相談 月～金曜日 前週の金曜日から電話で予約
②交通事故相談 １３日㈬ 相談日の１週間前から電話で予約／午後１時３０分～４時
③人権身の上相談(人権侵
害などの問題） １日、８日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 ５日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）／午後１時
３０分～４時

⑤不動産相談 １２日㈫
⑥登記相談 ７日㈭
⑦行政手続相談 １４日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 ６日㈬
⑨少年相談 １２日㈫ 事前に電話で八王子少年センターへ／午前９時～午後４時
⑩国の行政相談 ５日㈫ 直接市民相談室（市庁舎１階）へ/午後１時３０分

～４時⑪建築・耐震相談 ６日㈬
⑫電話による女性悩みごと
相談（家庭、人間関係、女性
への暴力）

月～土曜日
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎７２１・
４８４２）へ/午前９時３０分～午後４時（水曜日のみ午後１
時～８時〔第３水曜日は除く〕）※法律相談有り＝要予約

各種相談別冊タウンページ　町田市わたしの便利帳６～９ページを参照

市HP 暮らしに関する相談 検索


