
10 2018．4．15 インターネットのイベント申込システムで申し込みができます。コード番号を入力し
２４時間申し込みができます。町田市イベント申込システム 検索イベシス

詳細はお問い合わせ下さい。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131 検索町田市立図書館移動図書館“そよかぜ号”ご利用下さい！

おいで下さい　特定の期日に行うイベント

市民の広場 　「市民の広場」は、市民の皆さんの交流や、仲
間づくりを応援するコーナーです。
　サークル活動のイベントをお知らせする「お

【コーナー掲載の申込方法】
●必ず「掲載ルール」をご覧下さい。
●おいで下さい：毎月15日号です。掲載された場合、次は３か月後以降
に申し込めます。申込期間＝掲載したい月の前月の1日～２０日
●仲間に：年２回掲載で、次回は5月15日号です。次回申込締切日＝４
月２０日
　申込用紙と掲載ルールは広報課（市庁舎４階）で配布しています（町
田市ホームページでダウンロードも可）。市HP 検索市民の広場
問広報課☎７２４・２1０1

いで下さい」のコーナーと、会員募集を掲載する「仲間に」があり、「おい
で下さい」は毎月15日号、「仲間に」は年２回掲載しています。
※ 活動内容の確認やトラブルの解決は、当事者間でお願いします（市は関与

していません）。また、各開催施設へのお問い合わせはご遠慮下さい。
※ 市民サークルに関しての情報は まちだ施設案内予約システム 検索 の「団体・サ

ークル紹介」でもご案内しています。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
フラメンコを踊りませんか？　未経験者大歓迎！ ４月１7日㊋午後7時３０分から なるせ駅前市民センター ５００円 山崎☎０９０・９１０7・３77０　要電話予約 簡単なルンバを踊ります
話し方勉強会　大勢の前で話せる為の勉強会です ４月２１日㊏午後１時１５分～３時１５分 原町田三丁目会館 無料 加賀谷☎7２３・３５２９ シニアの方歓迎
春のたのしい英会話①幼児とママ②成人 ４月２１日㊏①午前９時１５分②午前１０時 玉川学園コミュニティセン

ター １０００円 オダムラ☎7２９・３６６６ 要電話予約
フラダンスと生演奏でハワイの風を楽しんで下さい ４月２２日㊐午後０時３０分開演 町田市民フォーラムホール 無料 石川るり子☎０９０・５５４５・９３１５ フラ３０曲と生演奏２４曲
バイオリンとわらべうたの公開レッスン　参加型 ４月２２日㊐午前９時～午後０時３０分 生涯学習センターホール 無料 羽矢☎０９０・６６５８・４８４7 わらべうた参加できます
年金まちだ歌声　元ともしびバクさん出演 ４月２３日㊊午後１時３０分～４時３０分 町田市民フォーラムホール １０００円 年金歌声の会・酒井☎7３５・３６９４ ５月３０日㊌、7月１２日㊍開催
吹き矢お試し会　朝の吹き矢呼吸法で爽やか人生 ４月２４日㊋午前９時３０分～１１時３０分 サン町田旭体育館多目的室 ５００円 奈良☎０９０・7４２４・０２7０
話し方勉強会～５月開講説明会～ ４月２６日㊍午後１時３０分～３時３０分 町田市民フォーラム４階 無料 水口宏道☎7９６・１９８４ 話のしかたを習います
趣味のピアノの会弾きたい曲を一緒に弾きましょう ５月３日㊗午後１時１５分から 生涯学習センター7階 ５００円 須佐玲子☎7２２・３４９９ 経験は問いません　要予約
町田野鳥の会　城山探鳥会　夏鳥を探しに！ ５月7日午前7時５０分集合～午後２時 ＪＲ相原駅改札出口集合 無料 相本☎7９7・7５８２ 雨天中止　弁当　現地解散
ピアノや指などを使って認知症予防実践講座 ５月7日㊊午前１０時から 木曽森野コミュニティセン

ター １０００円 高野☎０８０・４８０４・４８7２　要予約 お気軽においで下さい
盆踊り講習会～新曲など　うちわ持参 ５月９日、６月６日㊌午後１時 市立総合体育館 ５００円 野口敏子☎7２２・５２５３
高尾山、だれにも会わない森の山歩き教室 ５月１２日㊏、１５日㊋、２５日㊎ ＪＲ高尾駅北口集合 １５００円 森の遊歩隊・益田☎０９０・３０９０・９８２５ 要申込み、午前１０時集合
町田グラウス山の会公開講座やさしい山登り学習会 ５月１９日㊏午前１０時～午後５時　机上 町田市民フォーラム活動室 １０００円 渋谷☎7２３・１１０３返7２１・１１０３ ５月２０日㊐実践山行
新緑の成瀬尾根と恩田川周辺の歴史ガイドツアー ５月２５日㊎午前９時３０分～午後３時 ＪＲ成瀬駅改札口集合 ５００円 ガイドボランティアの会☎7２7・４２４９ 約６㎞の散策です・要申込

●市立総合体育館
【障がい者卓球教室】
対市内在住、在勤、在学の
１８歳以上で体育館まで通うことの
できる障がいのある方日５月１９日～
６月１６日の土曜日、午前１０時～１１
時３０分、全５回定２０人（抽選）費７００
円申往復ハガキ（１人１枚）に必要事
項を明記し、４月２２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）
【初心者和弓教室】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日５月１９日～７月７日の土曜日、
午前９時３０分～１１時３０分、全８回定
２５人（抽選）費５０００円申往復ハガキ
（１人１枚）に必要事項を明記し、４月
２９日まで（消印有効）に同館へ
【まちだ★こどもフェスタ】
　イベントによって入場制限・整理
券配布・先着順等があります対市内
在住、在勤、在学、在園の方日５月５日
㈷午前９時～午後５時（各ゾーンによ
り開始時間が異なる）内巨大エア遊
具、工作体験、健康測定会、飲食コー
ナー（有料）等

◇
問同館☎７２４・３４４０
●サン町田旭体育館～リラ
ックス＆リフレッシュ体操
教室
対市内在住、在勤、在学の４０歳以上
の方日５月１１日～７月２０日の金曜日
（７月６日を除く）、午後１時１５分～２
時３０分、全１０回定５０人（抽選）費
３４００円申往復ハガキに必要事項を
明記し、４月２２日まで（消印有効）に
同館へ問同館☎７２０・０６１１
●市立室内プール
【フラダンススクール１期】
対１６歳以上の方日５月９日
～７月１８日の水曜日（５月３０日を除
く）、午前１０時～１１時、全１０回定２０
人（抽選）費８０００円申往復ハガキに

必要事項を明記し、４月２６日まで（必
着）に同プールへ
〈お知らせ〉� �
　第２８回関東学生春季公認記録会
のため、５月１２日㈯、１３日㈰はプー
ルの一般利用はできません（トレー
ニング室は通常どおり利用可）。な
お、大会前日は、５０ｍプールが高水
位（１．４ｍ～１．７ｍ）になり、水温が１
～２度ほど低くなりますのでご注意
下さい

◇
問同プール☎７９２・７７６１
●町田市フォトサロン～春の薬師池
公園作品展
　３月に開催した撮影会の作品をは
じめ、薬師池公園の春をとらえた作
品を展示します日５月９日㈬～２０日
㈰場・問同サロン☎７３６・８２８１
●小野路宿里山交流館
【①お茶摘み体験と新茶づくり】
　摘んだ茶葉で作った新茶は後日お
渡しします日５月３日㈷午前９時３０
分～午後２時（小雨実施、荒天時は翌
日に順延）／作業時間は３時間程度
です定５０人（申し込み順）費１０００円
（茶摘み料、昼食代、参加記念品）申４
月２０日正午からイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード１８０４２０Ａへ
【②ハンマーダルシマー演奏会】
　民族楽器「ハンマーダルシマー」の
演奏会です／直接会場へおいで下さ
い日５月１３日㈰午後１時～２時３０分
【③新緑の小野路をめぐるツアー】
　「まちだ観光案内人」のガイドのも
と、小野路の自然・歴史を学びます日
５月１５日㈫午前９時３０分～午後３時
（小雨実施、荒天中止）定２０人（申し
込み順）費１５００円（ガイド料、昼食
代、保険料）申５月２日正午からイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１８０５０２Ｂへ
【④うどん作り教室】

　小野路の郷土料理である「小野路
うどん」を作ります日５月１６日㈬午
前１０時３０分～正午定８人（申し込み
順）費１０００円（材料代）申５月２日正
午からイベントダイヤル（☎７２４・５
６５６）またはイベシスコード１８０５０
２Ｃへ
【⑤小野路の戦争の記憶をめぐるツ
アー】
　小野路空襲体験者の案内のもと、
地域に残る戦争の跡をたどります日
５月２３日㈬午前１０時３０分～午後３
時（小雨実施、荒天中止）定２０人（申
し込み順）費１５００円（保険料、昼食
代、資料代）申５月９日正午からイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１８０５０９Ｂへ

◇
場①③⑤同館周辺②④同館問同館☎
８６０・４８３５
●町田市自然休暇村～川上ゴルフツ
アー

　個人・グループでの申し込みも歓
迎です／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９月３日
㈪午前８時現地集合～４日㈫午後３時
ごろ解散、１泊２日、宿泊は自然休暇
村（長野県南佐久郡川上村）場丘の公
園清里ゴルフコース（３コース）／賞
品等多数有り定４０人（申し込み順）
費２万５８００円（宿泊費、食事代、プレ
ー費、保険料含む）旅行企画・実施Ｊ
ＷＴ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４月１５日午前９時か
ら電話で自然休暇村（錆０１２０・５５・
２８３８）へ（８月２４日以降の取り消し
はキャンセル料が必要）

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。

暮らしに関する相談
　予約制の相談は、電話で①～⑦市民相談室（☎７２４・２１０２）⑧八王子少年センター（☎
０４２・６７９・１０８２）⑨消費生活センター（☎７２２・０００１）へ対①③～⑧市内在住の方⑨市
内在住、在勤、在学の方

名　称 日　程 予約方法／相談時間

①法律相談
月～金曜日
（２３日～３０日
を除く）

前週の金曜日から電話で予約
※４月２０日、２７日は予約受付を行いません。次回
分は５月２日に受け付けます。

②交通事故相談 １８日、２５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）２０日、２７日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 １７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 ２４日㈫
⑥登記相談 １９日㈭
⑦行政手続相談 ２６日㈭

⑧少年相談 ２４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

⑨消費生活相談 月～土曜日
来所相談、電話相談ともに随時受付／午前９時～
正午、午後１時～４時
※土曜日は電話相談のみ

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

市HP� 暮らしに関する相談 検索


