
6 2018．2．1 ☎042・724・5656（電話受付時間＝午前7時〜午後7時）番号間違いにご注意下さい町田市イベントダイヤル

2月1日～28日「障害者差別解消法」 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

自由民権資料館企画フィールドワーク
町田の歴史を歩く２０１８
　自由民権資料館をスタートして、
神社やお寺など歴史上の場所を同館
学芸員と歩きます。
日①２月１８日②２月２５日③３月１１日
④３月１８日、いずれも日曜日午前９
時３０分～午後０時３０分、集合は自由
民権資料館
※解散場所は各回で異なります。
コース①薬師池公園内・野津田神社
・ぼたん園等②野津田学校跡・華厳
院・村野常右衛門生家等③川島御嶽
神社・村野家墓地・春日神社等④井の
花堰・私立南多摩農村図書館・鶴川村
役場跡等
定各３０人（申し込み順）
費１００円（資料代、保険料）
申電話で同館（☎７３４・４５０８）へ（受
付時間＝月曜日を除く午前９時～午
後４時３０分）。
生涯学習センター
講 座 受 講 者 募 集

【学びの機会を保障するには】
　「夜間中学」「自主夜間中学」「識字教
室」等の学習機会について考えます。
日２月２４日、３月３日、１０日、１７日、
３１日、いずれも土曜日午前１０時～
正午、全５回
場同センター（３月３日のみ町田市民
文学館）
内「教育機会確保法」とは、韓国・文解
教育の展開、あつぎえんぴつの会の
実践、映画「こんばんは」上映会、町田
での取り組み・意見交換会

講夜間中学校と教育を語る会・庄司
匠氏、東京大学大学院教育学研究科
准教授・李正連氏、あつぎえんぴつの
会代表・岩井富喜子氏、えんぴつの会
・見城慶和氏、東京科学少年応援計
画代表・生地陽氏
定３０人、映画上映会のみ１２８人（申
し込み順）
申２月１日午前９時から電話で同セン
ター（☎７２８・００７１）へ。
さがまちカレッジ
講 座 受 講 者 募 集
　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）をご覧下さい（さがま
ちコンソーシアムホームページでダ
ウンロードも可）。
【①特別講座　薬・健康市民講座～余
るクスリでリスクも増える！あなた
のお薬管理、お手伝いします】
日３月４日㈰午前１０時３０分～正午
場相模女子大学（相模原市）
内薬の飲み忘れを減らす方法や薬の
保管・管理について
講相模原市薬剤師会会員さくら薬局
相模原店薬剤師・越田裕恵氏
定５０人（申し込み順）
【②ベストセラー作家を支える～大
沢在昌・京極夏彦・宮部みゆきのマネ
ジメント】
　人気作家のマネジメントを担当し
ている講師に語っていただきます。
対１６歳以上の方
日３月１３日、２０日、いずれも火曜日
午後３時～４時３０分、全２回
場相模女子大学（相模原市）
講（株）ラクーンエージェンシー事業
統括プロデューサー・中田一正氏
定５０人（抽選）

費１５００円
【③人間関係の心理学～コミュニケ
ーションを通してより良い関係につ
いて考える】
日３月１８日㈰午前１０時～１１時３０分
場ユニコムプラザさがみはら
講北里大学健康管理センター講師・
大町知久氏
定５０人（抽選）
費７００円

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①３月３日まで②③２月２０
日まで（必着）に、郵送または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ホームペ
ージで申し込みも可）。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
親と子のまなびのひろば
きしゃポッポ＠成瀬
　お母さん同士で育児の工夫等を語
り合いましょう。

対市内在住の０～１歳児とその保護
者、妊婦の方
日２月１９日㈪午後２時～４時
場成瀬コミュニティセンター
定２０組（申し込み順）
申２月１日午前９時から電話で生涯学
習センター（☎７２８・００７１）へ。

脂質異常症予防講習会
対市内在住の両日参加できる１８～
６４歳の方
日２月２１日㈬午後１時１５分～４時１５
分、２月２６日㈪午前１０時～午後３時、
全２回
場健康福祉会館
内保健師・栄養士講話、グループワー
ク、血管年齢測定、調理実習、健康運
動指導士講話・運動実技
定１８人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申２月２日正午～１２日にイベントダ
イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コ ー ド
１８０２０２Ｂ）へ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

催し・講座催し・講座

　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
（12日を除く）前週の金曜日から電話で予約

②交通事故相談 14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） 2日、9日㈮ 電話予約制（随時）／午後1時30分～4時

④国税相談 6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 13日㈫
⑥登記相談 1日㈭
⑦行政手続相談 8日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 7日㈬

⑨少年相談 13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 6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 7日㈬

⑫電話による女性悩み
ごと相談（家庭、人間関
係、女性への暴力等）

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7～11ページを参照

暮らしに関する相談

市HP 暮らしに関する相談 検索

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。

●市立総合体育館
【ジャイアンツアカデミー
指導による親子ではじめる
野球教室】
対市内在住、在学、在園の2010年4
月2日～2013年4月1日生まれの幼
児とその保護者日3月4日㈰午前9時
～10時30分定５0組（抽選）申往復ハ
ガキ（1組1枚）に必要事項を明記し、
2月1５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）
【なわとび教室】
対①③市内在住、在園の2011年4月
2日～2013年4月1日生まれの幼児
②④市内在住、在学の小学生日①3
月16日㈮午後3時1５分～4時1５分
②3月16日㈮午後4時30分～５時30
分③3月23日㈮午後3時1５分～4時
1５分④3月23日㈮午後4時30分～５
時30分定各30人（抽選）費５00円申
往復ハガキ（1人1枚）に必要事項を
明記し、2月1５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）
【トライ・スポーツ！まちだ２０１８】
対市内在住、在勤、在学の方日2月11
日㈷午前9時～午後4時場同館内オ
リンピアン・パラアスリートによる
トークショー、パラスポーツの体験、
子ども向け体力測定、健康測定会等

◇
問同館☎724・3440

●野津田公園
【元五輪選手が教えるウォ
ーキング（ジョギング）教
室】
対市内在住、在勤、在学の20歳以上
の方日4月2日～6月2５日の月曜日

（4月30日を除く）、午前10時30分
～正午、全12回定５0人（申し込み
順）費6000円申電話で同公園管理
事務所（☎736・3131、受付時間＝
午前9時～午後５時）へ
【元五輪選手が教えるキッズ陸上競
技教室】
対市内在住、在学の小学生日4月2日
～2019年3月18日の月曜日（8月
13日、12月31日、1月7日、祝休日を
除く）、4月～9月＝午後4時1５分～５
時4５分、10月～3月＝午後4時～５
時30分、全40回内基本的なフォー
ムから速く長く走るコツまで、時期
別に各種目を練習定80人（抽選）費
2000円申往復ハガキ（1人1枚）に必
要事項を明記し、2月28日まで（消印
有効）に同公園管理事務所（☎736・
3131、受付時間＝午前9時～午後５
時）へ
●町田市フォトサロン～臨時休館の
お知らせ
　館内定期清掃のため、臨時休館し
ます日2月19日㈪～21日㈬問同サ
ロン☎736・8281

情報コーナー
●町田商工会議所～市民公開セミナ
ー
　（公社）東京都宅地建物取引業協会
町田支部主催で開催（同会議所は協
賛）日２月１３日午後１時～４時場町田
市民フォーラムホール内法改正！新
住宅セーフティ＆インスペクション
制度等／セミナーのお問い合わせは
宅建協会町田支部（☎７２３・１３５１）
へ問同会議所☎７２２・５９５７
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【ポイント方式（家族向）、単身者向、

車いす使用者向、シルバーピア（単身
者向・二人世帯向）、病死等の発見が
遅れた住宅等】
　都内に３年以上居住等、要件あり
／詳細は募集案内（２月９日まで、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、都庁等で配布〔各施設で開所日時
が異なる〕）を参照（同公社ホームペ
ージで配布期間中に限りダウンロー
ドも可）申郵送で２月１５日まで（必
着）問同公社都営住宅募集センター
☎０５７０・０１０・８１０

開催します！　マチ×ヨガ＃町田で発見
問地区街づくり課☎7２４・４２67

　春に向けて健康な体づくりをしま
せんか。イベントの様子などをＳＮＳ
で発信できる方を募集します！
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
対１８歳以上のＳＮＳを利用できる方
日３月１８日㈰午前１０時～正午

場ぽっぽ町田
講ヨガインストラクター・増田恵美氏
定２０人（申し込み順）
申２月７日正午～２１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１８０２
０７Ａ）へ。


