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子どものイベントカレンダー
●ひなた村☎７２２・５７３６
【ひなた村祭】
日１１月１８日㈰午前１１時～午後３時
場ひなた村内人形劇や日本舞踊など
の発表、
工作、
模擬店、遊び等（一部有
料）
【ロープで作る秋の森のジャングル
ジム】
対市内在住、在勤、在学の小学３～６
年生日１１月２３日㈷午前１０時～午後
３時内森の中でロープを使ったジャ
ングルジム作り、遊び定１５人（申し
込み順）費３００円申１０月１５日午前
１０時から電話でひなた村へ
●子どもセンターつるっこ☎７０８・
０２３６
【チャレンジハイク～鶴見川編】
つるっこを目指して、自分がどの
くらい歩けるのか挑戦します対市内
在住、在学の小学３年生～１８歳の方
日１１月１８日㈰午前８時１５分～午後
７時（予定）／集合・解散はつるっこ
内小学３・４年生＝約２１ｋｍ、５年生以
上＝約２６ｋｍをそれぞれ歩く定２４
人
（申し込み順）
費３００円（別途、スタ
ート地点までの交通費が必要）申１１
月１日午前１０時３０分から直接また
は電話でつるっこへ（申し込みは本
人または保護者に限る）
●農業振興課☎７２４・２１６４、
（特）ま

情報コーナー
●八王子年金事務所～年金を受けて
いる方が亡くなられたとき
年金を受けている方が亡くなった
ときは、年金事務所へ届け出が必要
です。
ただし、
日本年金機構に個人番
号
（マイナンバー）
が収録されている
方は原則不要です。
なお、年金を受け
ている方が亡くなった際に、
受け取っ
ていない年金がある場合は、生計を
同じくしていた遺族の方がその年金
を受け取ることができる場合があり
ます。
詳細はお問い合わせを問ねんき
んダイヤル☎０５７０・０５・１１６５、
０５０
から始まる電話の方＝☎０３・６７００・
１１６５、八王子年金事務所☎０４２・
６２６・３５１１

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。

イベシス 検索

詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、町田市ホームページをご覧下さい。

ちだ結の里事務局☎０９０・２２２５・
５４４４
【親子でさつま芋掘り体験】
小野路町奈良ばい谷戸でさつま芋
掘りを楽しみませんか（有機肥料・無
農薬のさつま芋のお土産付き）／汚
れても良い服装でおいで下さい対３
歳以上のお子さんとその家族日１１
月１１日㈰午前１０時～午後３時（雨天
時は１８日に延期）、集合は里山保全
活動事務所（下小山田町）定１５組（申
し込み順）費１組１０００円（材料費、保
険等）申１０月１６日正午～２３日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード１８１０１６Ｃへ
●農業振興課☎７２４・２１６６、ＪＡ町田
市経済センター営農支援課☎７９２・
６１１１
【大根引っこ抜き大会～町田の農業
を見て触って学ぼう】
市内の圃場で開催します対市内在
住の親子（１組４人まで）日１１月２５日
㈰午前９時～午後１時（雨天中止）、集
合は、ＪＡ町田市経済センター（忠生）
定１０組（抽選）費１組１０００円申参加
者全員の住所・氏名（ふりがな）
・年齢
・代表者の日中連絡がとれる電話番
号を明記し、１１月９日までに、ＦＡＸで
同 セ ン タ ー 営 農 支 援 課（ 返７９２・
６１１６）へ

●スポーツ振興課☎７２４・４０３６
【スポーツにチャレンジ！】
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（小学１～３年生は保護者同伴）
日１１月１７日㈯午後０時３０分～２時
３０分場サン町田旭体育館内トラン
ポリンを中心とした複合種目等を実
施講町田市スポーツ推進委員定６０
人（申し込み順）費１人２００円（保護
者も参加費が必要）申１０月１９日正
午～２９日にイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６）へ
【まちだの体力向上プロジェクト～
みんなあつまれ！レッツダンス】
○親子ダンス
子どもたちの大好きな動物や乗り
物に例えながら、体を大きく動かし
たり、親子で手遊びをします対１歳６
か月児～３歳児とその保護者日１１月

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

ほ

●東京家事調停協会～裁判所の調停
委員による無料調停相談会
土地建物、金銭債務、近隣問題、交
通事故などのもめごとについて、裁
判所の調停委員が秘密厳守・無料で
調停手続きの相談に応じます／弁護
士の委員も参加日１１月１０日午前１０
時～午後３時３０分場町田市民フォー
ラム４階問東京家事調停協会☎０３・
３５０２・８８２２（受付時間＝月～金曜
日の午前１０時～午後４時）
●町田市観光コンベンション協会～
１０周年記念バスツアー「まちだ晩秋
見どころバスツアー」
紅葉に彩られた市内各所を巡りま
す日１１月１８日 午 前９時 ～ 午 後４時
３０分ごろ、集合は原町田大通りレミ
ィ町田前コース原町田大通り～町田
薬師池公園四季彩の杜 薬師池（紅

問子育て推進課☎724・4468

子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」でご案内しています。 町田市子育てひろばカレンダー 検索
町田市メール配信サー
ビス（ほっとメールま
ちだ）で子育て情報を
配信中 !

称

対

①法律相談

象

市内在住の方

②交通事故相談
③人権身の上相談（人権侵害などの問題）
④国税相談
⑤不動産相談
市内在住の方
⑥登記相談
⑦行政手続相談
⑧少年相談
⑨電話による女性悩みごと相談
市内在住、在勤、在学の方
（家庭、人間関係、女性への暴力･LGBT等）
⑩消費生活相談

市内在住、在勤、在学の方

市内に空家を所有の方、市内
⑪空家に関する相談窓口（弁護士
在住で今後空家になるおそ
・税理士・宅地建物取引士）
れのある家屋を所有の方

各種相談①～⑩は、別冊タウンページ

ご利用下さい！

日

時

月～金曜日
(22日 ～31日 相談時間はお問い合わせ下さい
を除く）
17日、24日、
31日㈬
19日㈮
16日㈫
23日㈫
18日㈭
25日㈭
23日㈫
月～土曜日
月～土曜日
22日㈪

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

葉まつり）
・薬師堂（天井絵特別公開） 時～８時場同会議所内「失敗する新
～小野路宿里山交流館（昼食）～小島
規事業に存在する“共通項”とは？」
資料館（特別公開）
・小野神社～武相 「新規事業の殆どは“自社内”で潰れ
荘～高蔵寺（不思議な木）
・三輪の里
ていく」
「“答えがない難問・困難”に
山～妙福寺～町田駅周辺／大型バス
立ち向かうための思考軸とは？」
「事
で移動します費３０００円（昼食・バス
業アイデアづくりには“やり方・考え
代・入場料・ガイド料・保険料・資料代
方”が存在する」
「成約率を高めるポ
等）申参加者住所・氏名（ふりがな）
・
イント」等申電話で同会議所（☎７２２
電話番号・生年月日・性別を明記し、 ・５９５７）へ
１０月２５日までにＦＡＸで町田ツーリ
●町田市シルバー人材センター～初
ストギャラリー（返８５０・９３１２）へ
心者向けパソコン講習会
（町田市観光コンベンション協会ホ
日１１月６日～８日、午前９時～正午、
ームページで申し込みも可）問同ギ
１１月１３日～１５日、午後１時～４時場
ャラリー☎８５０・９３１１（受付時間＝
わ く わ く プ ラ ザ 町 田費１ コ ー ス
５０００円申ハガキに講座名・受講日・
午前１０時～午後７時）
住所・氏名・電話番号を明記し、町田
●町田商工会議所～８つの質問に答
市シルバー人材センター（〒１９４－
えるだけ！新規事業構想・計画書作
００２２、森野１－１－１５、☎７２３・
成メソッド大公開
対経営者・従業員日１１月２日午後６
２１４７）へ

暮らしに関する相談
名

２１日㈬、２２日㈭、午前１１時～正午場
子どもセンターまあち講町田ゼルビ
ア・ダンススクール講師 ＣＨＥＭＩ氏
定各１５組（申し込み順）申１０月１７日
正午～１１月１９日にイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード１８１０１７Ｂへ
○キッズダンス
簡単な運動から、最後はかっこい
いダンスを踊ります対４歳～小学３
年生（未就学児は保護者同伴）日１１
月２１日㈬午後３時～４時、２２日㈭午
後４時～５時場子どもセンターまあ
ち講町田ゼルビア・ダンススクール
講師 ＣＨＥＭＩ氏定各５０人（申し込
み順）申１０月１７日正午～１１月１９日
に イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル（ ☎ ７ ２ ４・
５ ６ ５ ６）ま た は イ ベ シ スコード
１８１０１７Ｂへ

市HP 暮らしに関する相談

検索

申し込み等
前週の金曜日から電話で予約
※10月19日は予約受付を行いません。
11月1日からの相談は10月26日に受け
付けます。

午後1時30分～4時

相談日の1週間前から電話で予約

午後1時30分～4時

電話予約制（随時）

午後1時30分～4時

電話予約制（次回分まで受け付け）

電話で市民相談室
（☎724・2102）へ

午前9時～午後4時
事前に電話で八王子少年センター（☎042・679・1082）へ
午前9時30分～午後4時（水曜日のみ 電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎721・4842）へ
午後1時～8時
〔第3水曜日は除く〕
） ※法律相談有り＝要予約
電話で消費生活センター（☎722・0001）へ
午前9時～正午、
午後1時～4時
※来所相談、電話相談ともに随時受付
※土曜日は電話相談のみ
前週の水曜日午後4時までに、電話で住宅課（☎724・4269）へ
午前9時～正午
（相談時間は50分） ※第2・4月曜日（祝休日の場合は火曜日）に実施／第4月曜日は
税理士も同席

町田市わたしの便利帳7～11ページを参照

移動図書館“そよかぜ号”

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

町田市立図書館

検索

