
6 2019．3．15 ☎042・724・5656（電話受付時間＝午前7時〜午後7時）番号間違いにご注意下さい町田市イベントダイヤル

催し・講座催し・講座
ご家族で図書館へ！
まちだ図書館まつり

　市民団体でつくる「まちだ図書館
まつり実行委員会」と各市立図書館
の共催で行います。
日程３月２２日㈮～２４日㈰
場各市立図書館、町田市民文学館
内子ども向けおはなし会や映画会、
各種ワークショップ、大人が楽しめ
る講座や対談、読書会等

※詳細は町田市立図書館ホームペー
ジ、またはチラシ等をご覧下さい。
問中央図書館☎７２８・８２２０
町田新産業創造センター
創業・起業に関するセミナー

【町田創業～ファーストステップ相
談会】
日３月２３日㈯午後１時～５時（１人１
時間）
申同センターホームページで申し込
み。
【町田創業～ファーストステップセ
ミナー】

日①３月２０日㈬午後２時～３時３０分
②３月２０日㈬午後３時４５分～５時１５
分③３月２８日㈭午後２時～３時３０分
④３月２８日㈭午後３時４５分～５時１５
分
内①人材育成～労働保険・社会保険
を知ろう②販路開拓～お客様から根
強いファンになってもらう方法を知
ろう③経営～創業当初から行うブラ
ンディングを知ろう④財務～代表的
な財務指標を学んで経営に活かそう
講①みゆき社会保険労務士事務所代
表・栗原深雪氏②クレドパートナー
代表・岡田勇雄氏③（株）コマキ・アン

ド・カンパニー代表取締役　小巻朱
美氏④（株）ウィルパートナーズ中小
企業診断士・馬場郁夫氏
定各３０人（申し込み順）
申参加希望日の前日午後５時までに
同センターホームページで申し込
み。

◇
対創業予定の方、創業
して間もない方等
場同センター
問同センター☎８５０・
８５２５、町田市産業政
策課☎７２４・２１２９

同センター
ホームページ

おいで下さい　特定の期日に行うイベント
催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）

百人一首かるた会（小学生～大人） ３月１６日、４月６日㊏午後１時３０分～ 生涯学習センター和室１ ２００円 𠮷川☎返７２２・６３７０ ３時間程度、初心者も可
はまなすダンスパーティー（ダンス大好き） ３月１８日、２５日㊊午後１時～４時 健康福祉会館 ５００円 星山☎７２６・４９７３ 友達と気軽に参加ください
江戸芸かっぽれ忠生７周年記念発表会 ３月１９日、２６日㊋午前１０時～正午 忠生市民センター和室 無料 青栁☎７９３・２４５９ 楽しい時間をご一緒に！！
第５７回まちだ写好会春季写真展～風景花スナップ等 ３月２０日㊌～２５日㊊ 町田市フォトサロン 無料 小林伸太郎☎０９０・４０２６・７７６６ 初日午後１時～最終日午後３時
モーニング吹き矢においで下さい ３月２１日㊗午前９時３０分～１１時３０分 忠生市民センター多目的室 ５００円 橋本☎０８０・５６４２・５３５４ 初心者歓迎
つくし野剣道育成会　いっしょに剣道しませんか ３月２４日㊐午前９時～正午 市立総合体育館第一武道場 無料 石松☎返７９５・６２５０ ホームページあります
紙飛行機を作って楽しく飛ばそう～思い出作り ３月２４日㊐午前９時３０分～１１時 芹ヶ谷公園多目的広場 無料 高橋☎返７９３・４０３５ テブラＯＫ、雨天中止
日本女子大学・三田教授講演　漢大の異民族対策 ３月２６日㊋午後２時～４時 生涯学習センター６階視聴覚室 無料 キタニヒサカズ☎７２４・１５５２ 中国文化サークル主催
健康麻雀　初心者もルールを学べます ４月２日㊋午前９時３０分～午後３時３０分 町田市民ホール １０００円 𠮷原☎０９０・２６５６・７７１１
歴史講演会「大展望の尾根道と歴史ロマン古道！」 ４月２日㊋午後１時４０分～４時４０分 町田市民フォーラムホール ７００円 鎌倉古道の会・鶴巻☎０９０・７７１７・６２４４ 講師宮田太郎他　当日受付
第４回町田落語会 ４月６日㊏午後２時から 生涯学習センター６階視聴覚室 無料 町田落語研究会☎０９０・６１９６・８９７１ ２時間程度、予約不要
講演会「源頼朝政権と東国武士団」 ４月２５日㊍午後２時３０分～４時３０分 町田市民フォーラム３階 ５００円 まちだ史考会・稲葉☎０９０・７８０５・５１７５ 直接会場へお越し下さい

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。

お気軽にご相談下さい　4月、5月の母子健康案内
事業名 対　象 会　場 開催日 時　間 内　容／その他 問い合わせ

プレママ・パパクラス（申し込み制）
申イベントダイヤル（☎724・
5656）またはイベシスコードＡコ
ー ス=190228Ｍ、Ｂコ ー ス ＝
190228Ｎへ

16～35週の妊
婦とその夫 健康福祉会館

Ａコース
4月5日、5月10日㈮

午後1時30分～4時

妊娠中の過ごし方、歯の
衛生等

保健予防課
地域保健係

☎725･5127

4月12日、5月17日㈮ 分娩経過とリラックス
法等

Ｂコース 4月20日、5月25日㈯ 午前10時～正午 もく浴実習、妊婦体験等

乳幼児・母性相談
※母子健康手帳をお持ちのうえ、
直接会場へおいで下さい。

2か月以上の未
就学児とその保
護者

健康福祉会館 4月8日、22日、5月13日、27日㈪ 受け付け＝午前9時45分～
11時30分、午後1時30分
～3時 身長･体重測定、保育相

談、栄養相談、歯科相談、
母親のからだや気持ち
の相談

鶴川保健センター 4月3日㈬、5月9日㈭
子どもセンターばあん 4月12日、5月10日㈮
忠生保健センター 4月15日㈪、5月21日㈫ 受け付け＝午前9時45分～

11時30分
※2019年度から忠生保健
センター、小山市民センタ
ーは午前のみの開催です。

小山市民センター 5月8日㈬

　母性保健相談、母乳育児相談
申来所相談と乳房マッサージは要
予約、電話で保健予防課へ

市 内 在 住 の 方
（里帰り中の方
の参加も可）

健康福祉会館 4月4日、11日、18日、25日、5月
9日、16日、23日、30日㈭

午前10時～正午、午後1時
～3時

助産師による相談、乳房
マッサージ／電話相談
は随時可、健康福祉会館

（☎725・5419）へ
プレママクッキング（申し込み制）
申イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル(☎724･ 
5656）またはイベシスコード
190319Pへ

16～35週の妊
婦 健康福祉会館 4月25日、5月23日㈭ 午前10時～午後1時

調理実習、会食、妊娠中
の食生活の話
費500円（食材費）

保健予防課
保健栄養係

☎722・7996
離乳食講習会(初期・後期）、
幼児食講習会／申し込み制

申イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル(☎724･ 
5656）またはイベシスコード初
期=190319Ｓ、後期=190319Ｋ、
幼児食=190319Yへ

4～6か月児の
保護者

健康福祉会館

初期 4月11日㈭、22日㈪、5
月9日㈭、20日㈪ 午前10時5分～11時45分 離乳食の話と試食

8～10か月児の
保護者 後期 4月17日㈬、5月14日

㈫、29日㈬ 午前10時5分～11時40分 離乳食後期の話と試食、
歯の話

1歳6か月～2歳
0か月児の親子 幼児食 5月15日㈬ 午前9時55分～11時45分 親子遊び、幼児食の話と

試食
 ※プレママクッキングを除き、各日とも同一内容です。詳細はまちだ子育てサイトでもご覧いただけます。

市HP 暮らしに関する相談 検索暮らしに関する相談 各種相談①～⑨は、「町田市わたしの便利帳2019」52～58ページを参照

名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談 月～金曜日（21日、
25日～29日を除く）相談時間はお問い合わせ下さい 市内在住の方

前週の金曜日から電話で予約
※3月22日は予約受付を行いません。
次回分は3月29日に受け付けます。

電話で市民相談室
（☎724・2102）へ

②交通事故相談 20日、27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） 15日、22日㈮

市内在住の方

電話予約制（随時）
④国税相談 19日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）⑤不動産相談 26日㈫
⑥行政手続相談 28日㈭
⑦少年相談 26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
⑧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

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〕） 市内在住、在

勤、在学の方

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

⑨消費生活相談 午前9時～正午、午後1時～4時 電話で消費生活センター相談専用電話（☎722・0001）へ
※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


