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女性に対する暴力をなくす運動11月 12日～ 25日 女性に対する暴力等の問題の相談は、

催し・講座催し・講座
国際版画美術館～企画展「ヨルク・
シュマイサー　終わりなき旅」関連
イベント
プロムナード・コンサート

【偉大なる作曲家と巡る版画の世界】
日１１月１７日㈯、午後１時から、午後３時
から、いずれも３０分程度
場同館エントランスホール
※座席の用意はありません。
演奏高橋里奈（ピアノ）
問同館☎７２６・２８８９

ふ れ あ い 落 語
対６歳以上の方
日２０１９年１月１９日㈯午後２時３０分
～３時３０分
場忠生市民センター
出演古今亭志ん吉、三遊亭ふう丈
定２５０人（申し込み順）
費５００円（全席自由）
申１１月７日正午～２０１９年１月１７日
にイベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード１８１１０７Ｂへ。

問町田市民ホール☎７２８・４３００、町
田市忠生市民センター☎７９１・２８０２
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１１月１５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＝「みつは
しちかこ」／おはなし＝「松山鏡」（日
本の昔話）、「あめふらし」（グリム童
話）、「漁師の娘マリキット」（フィリ
ピンの昔話）
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、１１月１日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。
みつはしちかこ展－恋と、まんがと、
青春と　関連イベント
対談「手を携えて半世紀～
チッチとサリーの作り方」

　漫画家・みつはしちかこ氏と「小さ
な恋のものがたり」担当編集者だっ
た山崎園子氏が対談します。

※参加には、同展覧会チケットまた
はチケットの半券提示が必要です。
日１２月９日㈰午後２時～３時３０分
場町田市民文学館
定７０人（申し込み順）
申１１月７日正午～１２月５日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８１１０７Ａへ。
問同館☎７３９・３４２０
国際版画美術館～木版画一日教室
手 作 り の 年 賀 状
対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）
日１２月４日㈫、５日㈬、午前１０時３０
分～午後４時（各回とも同一内容）
場国際版画美術館
内木版画で単色または２色摺

ず

りの年
賀状を作成（図柄は干支の図案を含
め同館で用意）
講版画家・木下泰嘉氏
定各１６人（抽選、結果は１１月１５日ご
ろ全員に郵送）
費３０００円
申１１月１１日までにイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード１８１０３０Ｈへ（同館ホームペ
ージで申し込みも可）。

※両日への申し込みはできません。
問同館☎７２６・２８８９
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等
で、椅子やクラフトを作ります。１１
月の特別プログラムは、「クリスマス
リース」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１１月１１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
忠生公園
定 例 自 然 観 察 会

【草木の実と種】
日１１月４日㈰午前９時３０分～１１時
３０分（雨天中止）
場忠生公園
※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。
問同公園☎７９２・１３２６

市HP 暮らしに関する相談 検索暮らしに関する相談
名　称 対　象 日　時 申し込み等

①法律相談 市内在住の方 月～金曜日 相談時間はお問い合わせ下さい 前週の金曜日から電話で予約

電話で市民相談室
（☎７２４・２１０２）へ

②交通事故相談 １４日㈬ 午後１時３０分～４時 相談日の１週間前から電話で予約
③人権身の上相談（人権侵害などの問題）

市内在住の方

２日、９日㈮ 午後１時３０分～４時 電話予約制（随時）
④国税相談 ６日㈫

午後１時３０分～４時 電話予約制（次回分まで受け付け）
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㈫ 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
⑩国の行政相談 ６日㈫ 午後１時３０分～４時 直接市民相談室（市庁舎１階）へ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･ＬＧＢＴ等） 市内在住、在勤、在学の方 月～土曜日 午前９時３０分～午後４時（水曜日の
み午後１時～８時〔第３水曜日を除く〕）

電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎７２１・４８４２）へ
※法律相談有り＝要予約

⑬空家に関する相談窓口（弁護士・
宅地建物取引士）

市内に空家を所有の方、市内在住で今後
空家になるおそれのある家屋を所有の方 １２日㈪ 午前９時～正午（相談時間は５０

分）
前週の水曜日午後４時までに、電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ
※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

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☎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
１１月２９日㈭、１２月４日㈫、午後３時
～５時３０分内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
●サン町田旭体育館☎７２０・
０６１１
【太極拳講習会】
日１１月８日～２０１９年３月１４日の第
２・４月曜日及び毎週木曜日（祝休日
・大会等を除く）、午前９時１５分～１０
時１５分
【ヨーガ講習会】
日１１月８日～２０１９年３月１４日の第
２・４月曜日及び毎週木曜日（祝休日
・大会等を除く）、午前１０時４５分～
１１時４５分

◇
対１８歳以上の方費大人３００円、６５
歳以上・障がい者１００円／別途公開
指導料として１００円が必要です
●野津田公園☎７３６・３１３１
【自然観察教室　植物編～秋の植物
観察】
対小学生以上の方（保護者同伴の未

就学児の参加も可、大人１人での参
加歓迎）日１１月１１日㈰午前９時～正
午場同公園講（有）植生技術代表・三
瀬章裕氏定２０人（申し込み順）費大
人５００円、小学生３００円（保険料込
み）／保護者同伴の場合、大人１人に
つき小学３年生以下は１人まで無料
申１１月１日午前９時から電話で同公
園へ（受付時間＝午前９時～午後５
時、土・日曜日、祝日も可）
●町田中央公園☎７２０・０６１１
【どんぐり教室】
対４歳～小学生（小学２年生以下は保
護者同伴）日１１月４日㈰、午前１０時
から、午前１１時１５分から、午後１時
から、午後２時１５分から（受け付け＝
午前の部は午前９時３０分から、午後
の部は午後０時３０分から）場同公園

（雨天時はサン町田旭体育館会議室
で実施）内オブジェや人形を作る定
各１５人（先着順）費１人１００円
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
【ツバキ・サザンカ写真展作品募集】
　１２月の「ツバキ展」に合わせて募
集します定３０人（先着順）費５００円
申Ａ４サイズの写真裏面に応募用紙
を貼付し、１１月１７日午前１０時から
直接同サロンへ（１人２点まで）

●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【①一般募集住宅（家族向、単身者向）
②若年夫婦・子育て世帯向（定期使用
住宅）③居室内で病死等があった住
宅】
　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１１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１１
月１３日まで（必着）問同公社都営住
宅募集センター☎０５７０・０１０・８１０
●ハローワーク町田～１１月は「労働
保険適用促進強化期間」です
　労働者が労働災害や業務上の傷病
で働けなくなったとき、失業したと
きに備えて、雇い主は従業員の意思
に関わらず、労働保険（労災保険・雇
用保険）に加入することが義務付け
られています。雇用保険は正社員だ
けでなく、パートタイマー等も一定

の要件を満たしていれば加入するこ
とになります。まだ加入手続きがお
済みでない事業主の方は、早めに手
続きを行って下さい。また、従業員を
雇わず１人で事業を運営している方
等が労災保険に加入できる「特別加
入」制度もあります。詳細はお問い合
わせを問労災保険について＝八王子
労働基準監督署町田支署労災課☎
７１８・８５９２、雇用保険について＝ハ
ローワーク町田雇用保険課適用係☎
７３２・７３９８
●東京都福祉保健局～東京
都で児童虐待を防止するた
めのＬＩＮＥ相談を実施します
　東京都では、児童相談体制の強化
に向けた取り組みの一つとして、ＬＩ
ＮＥを利用した子どもや保護者から
の相談窓口を開設します。子育ての
悩みや困っていることなど、ひとり
で抱え込まず、気軽にご相談下さい
／ＬＩＮＥアカウント名＝東京　親と子
の相談ほっとＬＩＮＥ対都内在住の子
ども、保護者日１１月１４日までの月
～金曜日＝午前９時～午後９時、土・
日曜日、祝日＝午前９時～午後５時／
虐待通告は、児童相談所全国共通ダ
イヤル１８９をご利用下さい問同局少
子社会対策部計画課☎０３・５３２０・
４２００

情報コーナー

各種相談①～⑫は、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


