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高次脳機能障がい者のリハ
ビリテーションについて
　病院の作業療法士が分かりやすく
お話しする福祉講座です。
対当事者、家族、支援者等
日９月２７日㈮午後６時～８時
場市庁舎
講多摩丘陵病院リハビリテーション
技術部長作業療法士・三沢幸史氏
定６０人（申し込み順）
申氏名（ふりがな）・電話番号・車イス
等配慮の必要な方はその旨を明示

し、９月２５日までに電話またはＦＡＸ
でひかり療育園（☎７９４・０７３３返
７９４・０７７２）へ。

多 摩 ・ 三 浦 丘 陵 
ウ ォ ー キ ン グ ラ リ ー
　多摩丘陵と三浦丘陵に関係する
１３自治体の取り組みとして、身近な
緑や水景について学び、楽しんでい
ただくウォーキングラリーを三浦で
開催します。
日１０月２０日㈰午前９時３０分～午後
３時ごろ（受付時間＝午前９時３０分
～１０時３０分、順次出発）
※荒天中止です。順延はありません。
コース京急久里浜線三浦海岸駅～津

久井浜駅、全長約１０㎞（一部山道を
含む）
定３００人（申し込み順）
申申込書（公園緑地課〔市庁舎８階〕
に有り）に記入し、９月１８日～１０月
１１日にＦＡＸでＵＲリンケージ（返０３
・３２７２・６０１７）へ（多摩・三浦トレイ
ルホームページで申し込みも可）。
問川崎市建設緑政局みどりの協働推
進課☎０４４・２００・２３６５、町田市公
園緑地課☎７２４・４３９７

ふ れ あ い コ ン サ ー ト
　ハッピー☆マッキーＳＡＸカルテッ
トによるコンサートです。
対６歳以上の方

日１１月２９日㈮午後２時３０分から
場南市民センター
曲目ｓｉｎｇ，ｓｉｎｇ，ｓｉｎｇ、星に願いを　
他
出演河西麻希、木藤良朝子、北嶋恭
子、石岡公恵
定３００人（申し込み順）
費５００円
申１次受付＝９月１日正午～９日午後
７時にイベシス（インターネット）コ
ード１９０９１０Ａへ／２次受付＝９月
１０日正午～１１月２６日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスへ。
問町田市民ホール☎７２８・４３００、町
田市南市民センター☎７９５・３１６５

催し・講座催し・講座

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【のびのび健康づくり体操
教室】
　直接会場へおいで下さい対市内在
住、在勤、在学の１８歳以上の方日①
毎週月曜日（休館日を除く）、午後１
時３０分～２時３０分②毎週木曜日、午
後０時１５分～１時１５分、午後１時４５
分～２時４５分／祝休日、大会等を除
く内ゆったりと体をほぐし、バラン
ス力の向上を図るトレーニングを行
う費大人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
【フラダンス教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日１０月４日～１１月８日の金曜日

（１０月１８日を除く）、午後４時３０分
～５時３０分、全５回定３０人（抽選）費
３０００円申同館ホームページで申し
込み
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【初級ヨガ・中級ヨガ】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日毎週木曜日、初級＝午前１０時
～１０時５０分、中級＝午前１１時～１１
時５０分費大人３００円、6５歳以上・障
がい者１００円／別途自由参加教室料
として１００円が必要です
●相原中央公園☎７７２・
１４４９
【小学生硬式テニス教室】
　東京造形大学テニス部の学生と相
原テニスクラブメンバーによる初心

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。

者向けテニス教室です対市内在住、
在学の小学生日９月２２日㈰午前９時
～正午定２０人（申し込み順）費３００
円申９月１０日までに直接同公園受付
窓口へ（受付時間＝午前９時～午後８
時）
●子ども創造キャンパス
ひなた村☎７２２・５７３６
　下記以外のイベントはひ
なた村ホームページ等をご覧下さい
【団体向けアクティビティ　１２月分
申し込み】
　大人数で楽しめる、２時間程度の
アクティビティ（活動）を行います対
市内の子ども会や子どもサークル等
内カレー作り、たき火体験等費施設
利用料、材料費申９月１日午前１０時
～８日に、電話でひなた村へ
【かんたん工作遊び「つくったりあそ
んだり」】
　直接会場へおいで下さい日９月４
日、１１日、１８日、いずれも水曜日午
後３時３０分～５時
【ピザ窯講習会】
対市内在住、在勤、在学の１6歳以上
の方日９月７日㈯午前１０時～午後３
時内ピザ作りをしながらドラム缶ピ
ザ窯の使い方を学ぶ（受講後には、今
後ピザ窯の利用ができる修了証を交
付）定２０人（申し込み順）費４００円申
電話でひなた村へ
【糸のこ教室】
　初心者も歓迎です対市内在住、在
勤、在学の小学２年生～１８歳の方（小
学２年生は保護者同伴）日９月８日㈰
午後１時～３時定１０人（申し込み順）

費３００円申９月１日午前１０時から電
話でひなた村へ
【レッツ！サイエンス　町田市ひなた
村科学クラブ～磁石と電気の作用に
ついて】
対市内在住、在学の小学生～中学生
日９月１５日㈰午前１０時～正午内磁
石と電気の作用を勉強した後、ＬＥＤ
を点滅させる作品を作り、アイデア
のヒントを考える講工学博士・貫洞
正明氏定２０人（申し込み順）費３００
円申９月１日午前１０時から電話でひ
なた村へ
【ネイチャークラブ～葉型押し染め
でランチョンマットを作ろう！】
対市内在住、在学の小学生日９月２９
日㈰午前１０時～午後１時内ひなた村
の葉っぱを使って、世界に１つのラ
ンチョンマットを作る定２０人（申し
込み順）費２００円申９月１日午前１０
時から電話でひなた村へ
【手づくりのじかん「オリジナルバッ
グを作ろう～今日から君がデザイナ
ー」】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生日１０月５日㈯午前１０時～正午
定２０人（申し込み順）費４００円申９月
１日午前１０時から電話でひなた村へ
【秋の午後から夕方までを楽しむイ
ブニングキャンプ】
対市内在住、在学の小学生とその家
族（保護者の同伴必須）日１０月１２日
㈯午後１時３０分～6時（小雨実施）内
軽食作り、森で外遊び、夕方からたき
火でキャンプファイア定４０人（申し
込み順）費３００円申９月１日午前１０

時から電話でひなた村へ
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
【ダリア撮影会】
　直接町田ダリア園へおいで下さい

（入園料がかかります）日１０月５日㈯
午前１０時～正午（雨天実施）
●町田市自然休暇村☎０２６７・９９・
２９１２
【秋のトレッキングツアー】
　添乗員は同行しません。現地係員
が対応します対市内在住、在勤、在学
の方とその同行者（１８歳以上の方に
限る）日１０月２０日㈰午前７時～２１
日㈪午後５時ごろ、１泊２日、集合は町
田ターミナルプラザ、解散は町田駅
周辺（予定）宿泊先町田市自然休暇村

（長野県南佐久郡川上村）内１日目＝
小諸市の高峰高原ビジターセンター
～高峰高原エリア（往復約２時間）、２
日目＝美し森エリア・天女山コース
をそれぞれトレッキング定４０人（抽
選）／最少催行人数３５人費１万８３００
円（交通費、宿泊費、１日目夕食～２日
目昼食、保険料、ガイド料含む）／旅
行条件書、振込先は申込者に別紙で
ご連絡します旅行企画・実施ＪＷＴジ
ャパンウインズツアー（株）、長野県
知事登録第２－３９９号、全国旅行協
会会員・長野県旅行業協会会員（長野
県佐久市今井５３３－１、☎０２6７・66
・１２6８〔代〕）、利用バス会社＝信濃
バス（長野県南佐久郡川上村樋沢
２３４）申９月１日午前８時３０分～１6
日に電話で自然休暇村（錆０１２０・５５
・２８３８）へ（１０月１０日以降の取り消
しはキャンセル料が必要）

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①～⑫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 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

電話で市民相談室
（☎７２４・２１０２）へ

②交通事故相談 １１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） 6日、１３日㈮

市内在住の方

電話予約制（随時）
④国税相談 ３日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）
⑤不動産相談 １０日㈫
⑥登記相談 ５日㈭
⑦行政手続相談 １２日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 ４日㈬
⑨少年相談 １０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 ３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 ４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）

月～土曜日
（祝休日、第３水曜日を除く）

午前９時３０分～午後４時（水曜
日のみ午後１時～８時）

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

⑬空家に関する相談
（弁護士・宅地建物取引士） ９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
※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


