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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

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

●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

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

　「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。

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


