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夏休み！図書館調べもの講座
　中央図書館レファレンス（調べも
の）コーナーの資料を使って簡単な
問題を解きながら、基本的な辞典類
や図書館で調べるコツを紹介しま
す。
対市内在住、在勤、在学または相模原
・八王子・府中・調布・日野・多摩・稲
城・川崎市在住の高校生以上の方
日７月３０日㈪午後１時３０分～４時
場同館
定１０人（申し込み順）
申７月５日午前１０時から直接または
電話で同館４階メインカウンター
（☎７２８・８２２０）へ（２人まで申し込
み可）。
子どもたちに伝えたい
“いのちと性”のはなし
　思春期の子どもたちの「親にだけ
は話さない」対人関係や恋愛、性に関
するリアルな現状を伝えるととも
に、インターネットやＳＮＳの状況、デ
ートＤＶなど最近の性被害の危険性
にも触れ、自分を大切にすること、い
のちの大切さを学びます。
対思春期のお子さんがいる保護者等
日８月２日㈭午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講むさしのレディースクリニック助
産師・大田静香氏
定１５人（申し込み順）
申７月４日正午～２７日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０７０４Ｄへ。保育希望

者（１歳６か月以上の未就学児、申し
込み順に１０人）は、７月２０日までに
併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８
大地沢青少年センター
青 空 ア ト リ エ
　毎月第２日曜日に、電動糸のこや
のこぎりなどを使い、木やまゆ等で
椅子やクラフトを作ります。７月の
特別プログラムは、「ウィンドベル」
を予定しています（開催時間内であ
れば何時からでも参加可）。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日７月８日㈰午前１０時～午後３時（雨
天実施）
場同センター研修棟
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）
問同センター☎７８２・３８００

食 育 ツ ー リ ズ ム
【親子でうどん打ち＆夏野菜とブル
ーベリーの収穫・調理体験】
　食への関心を高め、食に対する感
謝の心を育むことを目的に、農業と
商業が協働して実施します。
対市内在住の３歳～中学生とその保
護者（親子参加必須）
日８月７日㈫午前９時～午後３時３０
分、集合は小田急線鶴川駅、解散は
JR横浜線町田駅周辺
※専用バスで移動します。
場宮本農園（野津田町）、小野路ブル
ーベリー園（小野路町）、小野路宿里
山交流館、ワーカーズコレクティブ
凡（木曽西）

内地粉を使ったうどん打ち、夏野菜
とブルーベリーの収穫・調理
※うどんとブルーベリーソースのお
土産付きです。
定２４人（申し込み順）
費１人２５００円（収穫体験費、食事代、
保険料）
申参加者住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・生年月日・性別を明記し、ＦＡＸ
で町田ツーリストギャラリー（返
８５０・９３１２）へ（町田市観光コンベ
ンション協会ホームページで申し込
みも可）。
問同ギャラリー☎８５０・９３１１（受付
時間＝午前１０時～午後７時）、町田市
保健予防課☎７２２・７９９６
夏休み親子でワクワク
鶴見川探検バスツアー

【狩野川台風から６０年・洪水の歴史
も学ぶ！】
　市民・市民団体・企業・行政の連携
による鶴見川流域水マスタープラン
の取り組みをバスツアーで体験しま
す。
※鶴見川流域水協議会（国土交通省
関東地方整備局・東京都・神奈川県・
横浜・川崎・町田・稲城市）の主催で
す。
対小学３年生以上の子どもとその保
護者
日８月８日㈬午前９時～午後３時５０分
（荒天時は８月１０日に延期）、集合は
午前８時４５分にJR横浜線淵野辺駅
南口、解散はJR横浜線新横浜駅
見学地鶴見川源流保水の森～恩廻公
園調節池～鶴見川多目的遊水地
内鶴見川源流保水の森、調節池など
の治水施設の見学、鶴見川の生物調

査（魚捕り）体験等
定４５人（鶴見川流域在住、在勤の方
を優先のうえ、抽選）
持ち物昼食、飲み物、水に入れる靴
（指先が守れるもの）、雨具等
※歩きやすい靴と服装でおいで下さ
い。
申住所・氏名・電話番号・ＦＡＸ番号・
参加者全員の氏名と年齢を明記し、
ＦＡＸまたはＥメールで、７月２０日午
後５時までに鶴見川流域水協議会申
込窓口アジア航測（株）（返０４４・９６５
・００４０遍ｍｉｚｕｍａｓｕ．ｔｓｕｒｕｍｉ＠ａｊｉｋ
ｏ．ｃｏ．ｊｐ）へ。
問同協議会申込窓口アジア航測（株）
☎０４４・９６７・６２７０（受付時間＝祝
日を除く月～金曜日の午前１０時～
午後５時）、町田市下水道総務課☎
７２４・４２８７
７月は野菜がいっぱい！
まち☆ベジ夏野菜の直売
　いずれも売り切れ次第
終了です。
【①日曜朝市】
　認定農業者と名産品の
店が、野菜や菓子等を販売します。
日７月１５日㈰午前７時～８時
【②市役所まち☆ベジ市】
日７月１７日㈫午前１１時～午後１時
【③ＪＡ青壮年部会夏野菜市】
　市内の若手農業従事者が集合し、
採れたて野菜を販売します。
日７月２３日㈪午前１０時３０分～午後
１時３０分

◇
場①教育センター駐車場②③市庁舎
前
問農業振興課☎７２４・２１６６

催し・講座催し・講座

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【まちだスポーツ広場】
対市内在住、在勤、在学、在園の方日
７月１０日㈫、１２日㈭、午後３時～５時
３０分場同館サブアリーナ内２０２０年
東京オリンピック・パラリンピック
種目（ボッチャ・卓球・バドミントン
・バスケットボール）の体験
●市立室内プール☎７９２・
７７６１
【①水中運動公開指導】
　直接２５ｍプールへおいで下さい
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日７月５日、１２日、１９日、いずれ
も木曜日午前１０時～１１時場２５ｍプ
ール内水の抵抗を利用し、音楽に合
わせて体を動かす定各３０人（先着
順）費１００円（別途利用券が必要）
【②小学生短期水泳教室１期・２期】
対市内在住、在学の小学生（初心者・
初参加者優先）日８月６日～９日（１
期）、８月２０日～２３日（２期）、午前９
時～９時５０分、各全４回場２５ｍプー
ル内泳力別に分かれて練習を行い、
水慣れから浮き身、キック、クロール
までを目指す定各２５人（抽選）費
１０００円申往復ハガキに申し込みク
ラス・住所・氏名（ふりがな）・電話番
号・生年月日・性別・泳力を明記し、７
月２３日まで（必着）に同プールへ
〈お知らせ〉� �
　７月２１日～８月３１日の夏季期間

（無休）は、小・中学生の施設利用料が
有料（１００円）となります。なお、同期
間は開館時間を３０分早め、午前８時

　ピンホールカメラ教室参加者の作
品展です日７月２７日㈮～８月１２日㈰
場同サロン１階展示室
●かしの木山自然公園☎７２４・１６６０

３０分から開館します（閉館時間は午
後９時）
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【Ｊｒ．ヒップホップダンス教
室】
対市内在住、在学の小学生（①１～２
年生②３～６年生）日７月３１日～８月
４日、①午前９時１５分～１０時１５分②
午前１０時４５分～１１時４５分、各全５
回定各４０人（抽選）費７００円申往復
ハガキに教室名・住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・学年を明記し、７月１５
日まで（必着）に同館へ
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
【国際写真サロン開催】
　世界の写真愛好家を対象とした写
真展です。応募作品数総計９２１０点
の中から選ばれた、審査委員特別賞
を含む海外・国内作品とＵ３０部門

（３０歳以下対象のウェブ応募）、新部
門「＆ＴＯＫＹＯ部門」の入賞作品を展
示します日７月１１日㈬～８月１２日㈰
場同サロン２階展示室
【はすの花写真展作品募集】
　薬師池公園のほか、各地で撮影さ
れた「はすの花」の作品を募集します
定３０人（先着順）費５００円申Ａ４また
は６つ切りサイズの写真裏面に応募
用紙を貼付し、直接同サロンへ（１人
２点まで）
【野津田公園ばら作品展開催】
　野津田公園ばら広場で撮影した作
品による写真展です日７月１８日㈬～
２２日㈰場同サロン１階展示室
【ピンホールカメラ教室作品展開催】

【自然観察会～夏の自然観察】
日７月１５日㈰午前９時３０分～１１時

（雨天中止）、集合は同公園管理事務
所前／駐車場はありません

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。

情報コーナー
●自衛隊町田募集案内所～自衛隊一
般曹候補生・航空学生募集
　詳細は同案内所へお問い合わせい
ただくか、自衛隊東京地方協力本部
ホームページを参照対一般曹候補生

＝２０１９年４月１日現在、１８歳以上
２７歳未満の方、航空学生（①海上②
航空）＝高校卒業者または高等専門
学校３年次修了者（いずれも見込み
含む）で①１８歳以上２３歳未満の方
②１８歳以上２１歳未満の方申９月７日
まで（必着）問同案内所☎７２３・
１１８６

　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、在学の方

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 １１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）６日、１３日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 ３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 １０日㈫
⑥登記相談 ５日㈭
⑦行政手続相談 １２日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 ４日㈬

⑨少年相談 １０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 ３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 ４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、LGBＴ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


