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移動・移乗介助、高齢者の疑似体験等
講（公社）東京都介護福祉士会
定４０人（申し込み順）
費③のみ４０００円（会員事業所職員
は２０００円）
申住所・氏名・電話番号を明示し、５
月２４日午後５時までに、電話または
ＦＡＸで、町田市介護人材開発センタ
ー（☎８５１・９５７８返８５１・９５７９、受
付時間＝祝休日を除く月～金曜日の
午前９時～午後５時）へ。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６

まちエコ・フリーマーケット
　不用品をリユースしましょう。「包
丁研ぎ」もあります（正午まで）。
日５月１２日㈰午前９時～午後２時
場町田リサイクル文化センター隣接
地

【フードドライブを同時開催】
　家庭で余っている食材を持ち寄
り、集まった食材を福祉団体・施設な
どに寄附するフードドライブを（株）
協栄の協力のもと開催します。
○特に喜ばれるもの　調味料・レト
ルト食品・缶詰・お菓子・お茶等
※混雑時は、駐車できない場合もあ
ります。
※詳細は、（一財）まちだエコライフ
推進公社（☎７９７・９６１７）へお問い
合わせいただくか、同公社ホームペ
ージをご覧下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

ダンボールコンポスト講習会
　ダンボールコンポスト１セット
（幅３７㎝、奥行３３㎝、高さ３２㎝、重さ
約７㎏）をお持ち帰りいただけます。
※講習会を受講したことがある方は
申し込みできません。
対市内在住の方
日５月２１日㈫、２３日㈭、午後２時３０
分～４時
場市庁舎
定各１５人（申し込み順）
申５月８日正午～１５日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０５０８Ｂへ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

町田市女子ゲートボール大会
対市内在住のゲートボール愛好者で
編成する女性チーム
日５月２３日㈭午前９時３０分～午後３
時３０分（予備日は２４日）
場木曽山崎グラウンド
申所定の用紙（町田市ゲートボール
協会に有り）に記入し、５月９日午後３
時までに直接同協会へ（祝休日を除
く）。
※郵送でも受け付けます（５月９日必
着）。
※同協会未登録の場合は、同協会（せ
りがや会館内、☎７２２・２２５３）へご
相談下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

お知らせお知らせ
市役所はクールビズに 
取 り 組 み ま す
　市では、１０月３１日㈭までクール
ビズを実施します。期間中、市職員は
ノーネクタイ、上着無し等の軽装で
業務を行うことがあります。
　ご理解ご協力をお願いします。
問職員課☎７２４･２１９９

催し・講座催し・講座
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５月１８日㈯午後１時～５時（１人１
時間）
申５月１１日までに同センターホーム
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①５月２３日㈭午後２時～３時３０分
②５月２３日㈭午後３時４５分～５時１５
分③５月２８日㈫午後２時～３時３０分
④５月２８日㈫午後３時４５分～５時１５
分
内①経営～起業の心構え、経営者の
仕事について知ろう②財務～決算書
（損益計算書・貸借対照表）の読み方
を知ろう③人材育成～エゴグラムを
使って経営者としての性格の特長を
知ろう④販路開拓～基本的な販路開
拓の手法を知ろう
講①（株）ウィルパートナーズ・辺見
香織氏②④中小企業診断士和泉朱美
事務所・和泉朱美氏③こころサロン
創・佐藤りさ氏
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

認知症サポーター養成講座
　講座終了後に、認知症サポーター
の証しとなるオレンジリングをお渡
しします。
対市内在住、在勤、在学の方
日５月２５日㈯午後７時～８時３０分
場小山市民センター
定１２０人（申し込み順）
申５月８日正午～２２日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０５０８Ｄへ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

基 礎 介 護 技 術 講 習 会
対市内在住の①家庭で介護をしてい
る方②介護職に就労したい、または
関心のある方③現在介護の仕事をし
ていて基本を学びたい方
日６月２日㈰午後１時～５時
場（特）桜実会デイサービス玉川学園
※駐車場はありません。
内認知症の基礎知識に関する講義、

福祉サポートまちだ
成年後見制度出張講座

【ご存知ですか？成年後見制度】
日５月２３日㈭午後２時～３時３０分
場鶴川市民センター
内成年後見制度（法定後見制度）の概
要や手続きの流れ、相談先の紹介等
講福祉サポートまちだ職員
定２０人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、直接、電
話またはＦＡＸで、（社福）町田市社会
福祉協議会福祉サポートまちだ（町
田市民フォーラム４階、☎７２０・
９４６１返７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７
おいしく！楽しく！健康に！

男 性 料 理 教 室
対市内在住の６５歳以上の料理初心
者の男性で、全回参加できる方
日６月５日㈬、１４日㈮、２５日㈫、午前
１０時～午後１時、全３回
場町田市民フォーラム
定２０人（抽選、結果は５月２４日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申５月９日正午～１５日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０５０９Ｄへ。
※当日の詳細は、町田市シルバー人
材センター（☎７２３・２１４７、受付時
間＝午前９時～午後４時）へお問い合
わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
歌って　踊って　楽しく　健康長寿
をめざそう

音 楽 体 操 教 室
対市内在住の、医師から運動制限等
を受けていない満６０歳以上の方
日①６月４日、１１日、１８日、いずれも
火曜日午前１０時１５分～１１時１５分
②６月１３日、２０日、２７日、いずれも

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５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＝「富安陽
子」／おはなし＝「白いぼうし」（あま
んきみこ作）、「馬の首」（ロシアの民
話）、「わらしべ長者」（宇治拾遺物語）
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、５月７日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。
これさえ読めば明治が分かる！

小森陽一と読む近代文学
対全回参加できる方
日６月１４日、２８日、７月１２日、いずれ
も金曜日午前１０時～正午、全３回
場町田市民文学館
内「浮雲」「金色夜叉」「それから」の講
義
講日本文学者・小森陽一氏
定５０人（抽選）
申往復ハガキ（１人１枚）に講座名・住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢
の年代を明記し、５月２３日まで（必
着）に町田市民文学館（〒１９４－
００１３、原町田４－１６－１７）へ。
問同館☎７３９・３４２０
大日本タイポ組合展

関 連 イ ベ ン ト
【字事鼎

てい

談
だん

～円城塔×大日本タイポ
組合「文ッ字渦～文字の想像と創
造」】
　日本と中国大陸を舞台に漢字を巡
る１２編の物語を著した作家の円城
塔氏と、２人組のグラフィックデザ
イナー・大日本タイポ組合が、さまざ
まな角度から文字について語り合い
ます。
日６月９日㈰午後２時～４時
定８０人（申し込み順）
申５月１０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１９０５１０Ｂへ。

【字ッ験工房～活字を組み合わせて、
名前入りポストカードをつくろう】
　大日本タイポ組合が講師となり、
４マス×４マスで１６個の活字を組み
合わせて、オリジナルポストカード
を作ります。
対両日参加できる方
日６月１５日㈯午後２時～４時、２９日

㈯午前１０時３０分～午後４時、全２回
定１２人（申し込み順）
費２０００円
申５月１０日正午から電話で町田市民
文学館へ。

◇
場町田市民文学館
問同館☎７３９・３４２０

米 作 り 農 業 体 験
　農業委員の指導で、米作りを体験
してみませんか。
対市内在住の全回参加できる小学生
以上の親子（中学生以上の方は１人
での参加も可）
日田植え＝５月２６日㈰、草取り＝７
月６日㈯、稲刈り＝１０月５日㈯、脱穀
等＝１０月２６日㈯、収穫祭＝１１月２４
日㈰、午前９時から、全５回（雨天実
施）
場忠生公園
定３０人（申し込み順）
費１人１０００円
申５月８日正午～１２日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０５０８Ｅへ。
問農業委員会事務局☎７２４・２１６９
ぼくとわたしのデンタルケア

歯 の 無 料 相 談
　「歯と口の健康週間」にちなんで開
催します。
対乳幼児～１８歳の方
日６月２日㈰午前１０時～午後５時
場小田急百貨店町田店
内虫歯・歯並び相談、歯科衛生士によ
る正しい歯の磨き方指導
定１２０人（申し込み順）
申５月９日から電話で町田市歯科医
師会（☎７２６・０５５５、受付時間＝月
～金曜日、午前１０時～正午、午後１時
～４時）へ（同会ホームページで申し
込みも可）。
問保健総務課☎７２２・６７２８
町田市文化プログラム

親子でつくるフラワーアート
　フラワーアレンジメントをお子さ
んと一緒につくります。お花と一緒
に飾れる小さなアート作品も制作し
ます（予定）。
対０歳以上の未就学児とその保護者
※保育はありません。
日５月１６日㈭、午前１１時～午後０時
３０分、午後２時～３時３０分（各回とも
同一内容）
場市庁舎
講花とんぼ代表・座間アキーバ氏
定各１０組（兄弟姉妹を連れての申し

込みも可）
費１組２０００円
申５月８日正午～１４日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０５０８Ａへ。
問文化振興課☎７２４・２１８４

鶴見川・泳げ鯉のぼり
　大形のぼり約４０本が立ち並ぶ中、
約２００匹の鯉のぼりが川を渡りま
す。
日程５月５日㈷まで
場鶴見川「参道橋」上流付近
交通小田急線鶴川駅から野津田車庫
行きバス、または町田駅から本町田
経由野津田車庫行きバスで「田中入
口」下車
※詳細は鶴見川育成会（☎０９０・
２２０５・８４３６）へお問い合わせ下さ
い。
問下水道総務課☎７２４・４２８７

忠 生 公 園
【定例自然観察会～青葉の頃の花と
昆虫】
日５月５日㈷午前９時３０分～１１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。
【花と緑の交換会】
　草花や盆栽などの鉢物を持ち寄

り、交換しませんか。
日５月２３日㈭午前９時３０分～１１時
３０分（受け付けは午前９時～９時３０
分、小雨実施）
場同公園花見の広場
※出品できる植物は、鉢植えに限り
ます（ポット苗での出品は不可）。植
物名を記載したラベルをつけて出品
して下さい（１人１０点まで）。

◇
問同公園☎７９２・１３２６
国際版画美術館～２０１９春の巻　其
ノ二

復刻浮世絵版木・摺り体験
　復刻版木を用いて、墨一色で簡単
に浮世絵の摺

す

りを体験します（１人１
点）。
対小学５年生以上の方（参加者以外
は入室不可）
日６月９日㈰、午前１１時～１１時５０
分、午後１時３０分～２時２０分、午後３
時～３時５０分（各回とも同一内容）
場同館
定各２０人（申し込み順）
費２００円
申５月１０日正午～６月５日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０５１０Ａへ（２人ま
で申し込み可）。
問同館☎７２６・２８８９

木曜日午後２時３０分～３時３０分、各
全３回
場①ふれあいけやき館②ふれあいも
みじ館
定各２０人（ふれあい館の利用登録が
ない方を優先のうえ、抽選）
申５月９日正午～１５日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード①１９０５０９Ｃ②１９０５０９
Ｅへ。　
※会場への申し込みはできません。
※参加にはふれあい館の利用券の作
成（無料）が必要です。身分証明書（保
険証等）と２つの緊急連絡先が必要
になりますので持参して下さい。
※会場については、ふれあいけやき
館（☎７７０・６２３４）・ふれあいもみじ
館（☎７９６・１０２０）へお問い合わせ
下さい（ただし、祝休日は休館）。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日６月６日㈭午後２時～４時
場小山市民センター
内認知症になった方が安心して暮ら
すための社会資源の紹介、薬剤師に
よる認知症の方への服薬介助の講話
定３０人（申し込み順）
申電話で堺第２高齢者支援センター
（☎７９７・０２００）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

5月5日は「こどもの日」　市内のお風呂屋さんで「しょうぶ湯」を実施 5月5日㈷、大蔵湯　723・5664＝午後2時～11時、・場日 ☎☎ 問産業政策課　724・3296☎☎金森湯　796・5926＝午後4時～11時☎☎ 保護者同伴で入浴した12歳以下のお子さんにはドリンク１本プレゼント保護者同伴で入浴した12歳以下のお子さんにはドリンク１本プレゼント保護者同伴で入浴した12歳以下のお子さんにはドリンク１本プレゼント

同センター
ホームページ

町田市立図書館5月、6月の子ども向けの催し
催　し 日　程 時　間 会　場

①ちいさい子向けおはなし会
②おおきい子向けおはなし会
③乳幼児向けおはなし会
④こどもえいが会

①5月15日、19日、22日、29日、6月12日、16日、
19日、26日
②5月4日、11日、18日、25日、6月1日、8日、15日、
22日、29日
③5月10日、24日、6月14日、28日
④5月8日、6月5日

①午後2時30分から（5月19日、6月16
日のみ午前11時から）
②午前11時から
③午前10時30分から、11時から
④午後3時から

中央図書館
☎728・8220

※詳細は町田市立図書館ホームページ、または、まちだ子育てサイトをご覧下さい。
※その他、各市立図書館でも催しを行っています。詳細は各市立図書館へお問い合わせ下さい。
問さるびあ図書館☎722･3768、鶴川図書館☎735･5691、鶴川駅前図書館☎737・0263、金森図書館☎710･1717、木曽山崎図書館☎
793･6767、忠生図書館☎792・3450、堺図書館☎774･2131 

●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集

【①世帯向（一般募集住宅）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５

月７日～１５日配布場所市庁舎１階総
合案内、各市民センター、木曽山崎連
絡所、各駅前連絡所、同公社町田窓口
センター等（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５月２０日まで（必着）問同公社都
営住宅募集センター☎０５７０・０１０・
８１０

７２万人のふるさとづくり

みんなの鶴川駅プロジェクト

第３回鶴川駅を考える会
問「鶴川駅を考える会」実行委員会☎０３・３２２５・１９０１、町田市地区街づ
　　くり課☎７２４・４２１４

町田市イベントダイヤル・ 
イ ベ シ ス を 一 時 休 止
　システムメンテナンスのため、
５月２４日㈮午後７時～２７日㈪はイ
ベントダイヤル及びイベシス（イ
ベント申込システム）が利用でき
ません。
※イベシスのみ２７日午後７時に再
開予定です。
問広聴課☎７２４・２１０２

　「鶴川駅を考える会」実行委員会
〔町田市・小田急電鉄（株）・（株）ＴＮ
Ａ〕の企画・運営で、鶴川の住民の
皆さんや駅利用者が、あったらい
いなと思う場所や使い方を話し合
う「鶴川駅を考える会」を開催しま
す。
日５月１８日㈯午前１０時～正午
場和光大学ポプリホール鶴川
内「みんなの鶴川駅のつくり方」～

鶴川駅をこんな場所にしたい、鶴
川駅で何がしたい、人の居場所を
考える
定５０人（申し込み順）
申鶴川駅を考える
会ホームページの
参加申込フォーム
（右記ＱＲコード）
で申し込み。となりの

まちから
相模原市

相模原市民若葉まつり
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）

　市役所さくら通りを主な会場とし
て、パレードや展示、ステージ発表、
模擬店など盛りだくさんの内容で皆
さんをお迎えします。
日５月１１日㈯午後１時～５時、１２日
㈰午前１０時～午後５時
場相模原市役所さくら通り　他
交通ＪＲ横浜線相模原駅から徒歩約
１５分

【無料巡回バス】
　いずれも１５分間隔程度で運行し
ます。
○ＪＲ横浜線相模原駅南口臨時停留
所～まつり会場臨時停留所

運行時間５月１１日㈯午前１１時～午
後６時１５分、１２日㈰午前８時～午後
６時１５分
○アリオ橋本～まつり会場臨時停留
所
運行時間５月１１日㈯、１２日㈰、午前
１０時～午後６時１５分

情報コーナー

参加申込フォーム

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

（1日～6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
※5月1日～6日は予約受付を行いません。

電話で市民相談室
（☎724・2102）へ

②交通事故相談 8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） 10日㈮

市内在住の方

電話予約制（随時）
④国税相談 7日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）⑤不動産相談 14日㈫
⑥行政手続相談 9日㈭
⑦少年相談 14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国の行政相談 7日㈫ 午後1時30分～4時 直接市民相談室（市庁舎1階）へ
⑨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
（1日～6日を除く）

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

⑩空家に関する相談（弁護士・宅地建物
取引士） 20日㈪ 午前9時～正午

（相談時間は50分）
市内に家屋を所有の方

（空家・居住中問わず）
前週の水曜日午後4時までに、電話で住宅課（☎724・4269）へ
※以降は第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


