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図書館入門講座
バ ッ ク ヤ ー ド ツ ア ー

　本がどのように図書館の蔵書とな
るのか、通常は公開していない、本の
選定会議見学や、図書館に本が入っ
てくる仕組みを紹介します。本に透
明な保護シートを貼る装備体験もで
きます。
対市内在住、在勤、在学の１５歳以上
の方（中学生を除く）
日９月６日㈭午前１０時１５分～１１時
３０分
場中央図書館
定１０人（申し込み順）
申８月２日午前１０時から直接または
電話で中央図書館４階メインカウン
ター（☎７２８・８２２０）へ（申し込みは
２人まで）。
文学館でたのしむ
おとなのためのおはなし会

　保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日８月１６日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分
場町田市民文学館２階大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「三橋國
民」／おはなし＝「野ばら」（小川未明
作）、「夜のくすのき」（大野允子作）、

「１２人兄弟」（グリム童話）
語り手（特）まちだ語り手の会
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は、８月１日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。

市立図書館～おはなし会ボランティア
養 成 講 座（ 語 り 手 ）
対市内在住、在勤、在学の、全回出席
でき、受講後にさるびあ・鶴川・鶴川
駅前・金森・木曽山崎・堺・忠生の各市
立図書館でおはなし会の語り手ボラ
ンティアとして登録できる方
日１１月６日㈫午後１時３０分～４時、
１３日㈫午後２時～４時、２７日㈫午後
２時～４時３０分、１２月４日㈫午後２時
～４時３０分、全４回
場中央図書館
内語ることの意味やおはなしの選び
方、演じ方等を学ぶ
定１０人（抽選）
申１０月１０日までに、各市立図書館
で開催している水曜日のおはなし会
を見学後に申し込み。
※各市立図書館により、おはなし会
の日程が異なります。
問中央図書館☎７２８・８２２０
舘野鴻絵本原画展「ぼくの昆虫記～
見つめた先にあったもの」

記 念 対 談
【舘野鴻「いとしき黄泉の番人たち－
虫と妖怪のあやしい世界」】
　舘野氏と故・水木しげる氏の長女
である原口尚子氏が昆虫の不思議な
能力や魅力について対談します。
日９月９日㈰午後２時～４時

【舘野鴻×奥本大三郎「ぼくの昆虫
記」】
　舘野氏と「ファーブル昆虫記」の翻
訳も手がけるフランス文学者の奥本
大三郎氏が昆虫記の魅力について対
談します。
日９月１５日㈯午後２時～４時

◇
場町田市民文学館
定各８０人（申し込み順）
申８月７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１８０８０７Ａへ。
問同館☎７３９・３４２０
国際版画美術館

夏期子ども講座作品展
【「きっといるはず！こんな妖怪」展】
　今年度の夏期子ども講座に参加し
た子どもたちと、指導にあたった東
京学芸大学生による作品展です。身
の回りの物を参考に、夢や幸せを与
えてくれるオリジナルの妖怪を創造
しました。
日８月７日㈫～１２日㈰、午前１０時～
午後５時（７日は午後１時から、１２日
は午後１時まで）
場同館市民展示室
問同館☎７２６・２８８９

外国人おもてなし語学 
ボランティア育成講座

　東京２０２０オリンピック・パラリ
ンピックに向けて、日本を訪れる外
国人が安心して滞在できるよう、困
っている外国人を見かけた際に積極
的に声をかけ、手助けをするボラン
ティアの育成講座です。併せて、市の
観光スポットを紹介するための、「町
田おもてなし観光講座」を受講して
いただきます。
※講座を修了した方は、東京都「外国
人おもてなし語学ボランティア」に
登録されます。
対次のすべてに該当する方　①市内
在住、在勤、在学で１５歳以上である

（中学生を除く）②実用英語技能検定
２級以上、ＴＯＥＩＣ５００点以上に相当
する語学力がある、または英語によ
る簡単な日常会話ができる③同ボラ
ンティアの趣旨を理解し、積極的に
活動する意欲がある④本講座を受講
したことがない
日９月８日㈯正午～午後５時
場町田市民ホール
定６０人（抽選）
申往復ハガキに住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・年齢・性別・職業・Ｅメ
ールアドレス、返信用にも宛先を明
記し、８月１０日まで（消印有効）に、町
田国際交流センター「おもてなし講

座」係（〒１９４－００１３、原町田４－９
－８、町田市民フォーラム４階）へ。
※申し込み、内容に関することは同
センター（☎７２２・４２６０）へお問い
合わせ下さい。
問文化振興課☎７２４・２１８４

普 通 救 命 講 習 会
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）
日９月８日㈯午後１時３０分～４時３０
分
場健康福祉会館
内心肺蘇生法、異物除去法、ＡＥＤ操
作法
※救命技能認定証を発行します。
定３５人（申し込み順）
費１４００円（テキスト代）
申８月２日正午～２９日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０８０２Ｄへ。
問町田消防署☎７９４・０１１９、町田市
保健総務課☎７２４・４２４１

忠 生 公 園
【①定例自然観察会～昆虫を知ろう】
　夏の草花や昆虫を観察します。
日８月５日㈰午前９時３０分～１１時３０
分（雨天中止）

【②夜の自然観察会～夜に咲く花と
セミの羽化観察】
　夜に咲くカラスウリの花やセミの
羽化を観察します。
対５歳以上の方（小学生以下は保護
者同伴）
日８月１１日㈷午後６時３０分～８時３０
分（雨天中止）

◇
場同公園
※集合は同公園自然観察センター

（忠生がにやら自然館）です。
定①２０人②３０人／申し込み順
申①８月２日午前９時から②８月６日
午前９時から電話で同公園（☎７９２・
１３２６）へ。

８ 月 の 日 曜 朝 市
　市内の認定農業者が作
った町田産の新鮮野菜の
販売です。
日８月５日㈰午前７時～８
時（売り切れ次第終了）
場教育センター駐車場
問農業振興課☎７２４・２１６６

●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集

【①ポイント方式（家族向）②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、いずれも
要件有り／詳細は募集案内を参照配

布期間８月９日まで配布場所市庁舎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（各施設で開所日時が異なる）／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８月１３
日まで（必着）問同公社都営住宅募集
センター☎０５７０・０１０・８１０

催し・講座催し・講座

情報コーナー

相模原市　となりのまちから

相模原納涼花火大会
問相模原市コールセンター☎７７０・７７７７（受付時間＝午前８時～午後９時）／当日の開
催状況は、テレホンサービス（☎０１８０・９９・１２３３、有料、自動音声）でご確認下さい。

※花火大会臨時駐車場は有料です
（駐車場利用協力金１台１０００円）。

　相模原の夏の夜空を彩る風物
詩。スターマインを中心に、約
８０００発の花火が夜空いっぱいに
広がります。
日８月２５日㈯午後７時～８時１５分
場相模原市中央区水郷田名相模川
高田橋上流（荒天・相模川増水時は
２６日に順延、２６日も開催できな
い場合は中止）
交通ＪＲ横浜線相模原駅南口から

「水郷田名」行きバス終点下車、徒
歩５分（午後２時以降は「田名バス
ターミナル」で下車、徒歩１５分）
※会場周辺の道路は大変混雑しま
す。車で来場する場合は、３時間以
上前の到着をおすすめします。
※大会当日、ＦＭ ＨＯＴ８３９（８３．９
ＭＨｚ）で交通情報・実況中継を放
送します。

　予約制の相談は、電話で①～⑦市民相談室（☎724・2102）へ対①③～⑨市内在住の
方⑩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

（13日 ～17
日を除く）

前週の金曜日から電話で予約
※8月10日は予約受付を行いません。次回分
は8月17日に受け付けます。

②交通事故相談 8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） 3日㈮ 電話予約制（随時）／午後1時30分～4時

④国税相談 7日㈫
電話予約制（次回分まで受け付け）／午後1時
30分～4時

⑤登記相談 2日㈭
⑥行政手続相談 9日㈭
⑦年金・社会保険・労務相談 1日㈬
⑧国の行政相談 7日㈫ 直接市民相談室（市庁舎1階）へ/午後1時30

分～4時⑨建築・耐震相談 1日㈬

⑩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


