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市立博物館出張講座～工芸美術を体
験しよう
市民センターでやきもの体験

【スープ皿を作ろう】
　型と粘土ひもを使って、口径１６㎝
のスープ皿を１人１点作ります。講師

が釉
ゆう

掛
が

け・焼成し、約１か月後に完成
品を参加者に着払いで郵送します。
対市内在住、在勤、在学の方（小学４
年生以下は保護者同伴）
※保護者は見学のみも可。
日２月９日㈰午後２時～４時
場小山市民センター
講ｋａｍａｋｕｒａ山陶芸工房・檀上尚亮
氏
定３０人（申し込み順）

費１０００円（送料別）
申１月１６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２００１１６Ａへ。
問市立博物館☎☎７２６・１５３１
忠生公園
定 例 自 然 観 察 会

【冬の野鳥観察】
　双眼鏡やフィールドスコープを使

って冬の野鳥を観察します。
日２月２日㈰午前８時～１０時（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。
定１５人（申し込み順）
申１月２０日午前９時から直接または
電話で同公園（☎☎７９２・１３２６）へ。

催し・講座催し・講座

情報コーナー情報コーナー
●八王子年金事務所～老齢年金を受
けている方に源泉徴収票を送付します
　雑所得として所得税が課税される
老齢年金等を受けている方へ、１月
中旬から、２０１９年分として支払わ
れた年金額と年金から控除された源
泉徴収税額等を記載した「２０１９年
分公的年金等の源泉徴収票」をお送
りします。なお、障害年金や遺族年金
は非課税所得のため、源泉徴収票は
送付されません。複数の年金を受け
ている方や、公的年金以外に給与所
得がある方等は、確定申告をする際
に源泉徴収票が必要ですので大切に
保管してください／紛失した場合等
は再発行ができます問ねんきんダイ
ヤル☎☎０５７０・０５・１１６５、０５０から始

まる電話の方＝☎☎０３・６７００・１１６５、
同事務所☎☎０４２・６２６・３５１１
●八王子都税事務所～点字で課税の
内容をお知らせします
　東京都主税局では、納税通知書の
内容を点字でお知らせしています。
対象となる税金は、個人事業税、自動
車税種別割です。ご希望の方は、２月
２８日までにご連絡ください。令和２
年度分から点字のお知らせを同封し
ます問東京都主税局総務部総務課相
談広報班☎☎０３・５３８８・２９２５
●東京労働局～労働基準法改正のお
知らせ
　４月１日から、中小企業に対する時
間外労働の上限規制が施行されま
す。時間外労働の上限は、原則とし
て、「月４５時間」「年３６０時間」とな
り、臨時的な特別の事情がなければ、
これを超えることはできなくなりま

す。臨時的な特別の事情があり、労使
が合意する場合でも、時間外労働は
年７２０時間以内、時間外労働と休日
労働を合わせて月１００時間未満かつ
２～６か月の平均を８０時間以内とす

る必要があります。詳細は、東京労働
局ホームページをご覧ください問同
局労働基準部監督課☎☎０３・３５１２・
１６１２、東京働き方改革推進支援セ
ンター錆０１２０・２３２・８６５

子どものイベントカレンダー
詳細は、お問い合わせいただくか、町田市ホームページ、またはまちだ子育てサイトをご覧ください。
●子どもセンターただＯＮ☎☎７９４・
６７２２
【ただＯＮパーティー６】
　子ども委員会「Ｔ・Ｈ・Ｄ！！！」と地域
の方々を中心に開館６周年を祝う楽
しいイベントを行います日１月２６日
㈰午前１０時～午後３時（午後３時以
降は閉館）内遊びコーナー、簡単工
作、模擬店（有料）、和太鼓や大道芸な
どのステージ発表等／駐車場は利用
できません
●大地沢青少年センター☎☎７８２・

３８００
【親子ピザクッキング】
　石窯・ドラム缶窯を使ってピザを
作ります／石窯・ドラム缶窯の個人
利用が可能になる講習会ではありま
せん対市内在住、在学の小・中学生と
その保護者日２月２日㈰午前１０時～
午後２時場同センター／ＪＲ横浜線相
原駅西口～同センター間の無料送迎
バスを運行します定３０人（申し込み
順）費１人５００円申１月１６日午前９時
から電話で同センターへ

おいでください　特定の期日に行うイベント

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」をご覧ください。� 市HP� 検索市民の広場
●おいでください：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。次回申込期間＝２月
１５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）。� 問広報課☎☎７２４・２１０１

いでください」のコーナーと、会員募集を掲載する「仲間に」があります。
※�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、各会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
※�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。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
まちだ歌声の会主催　お茶とクッキーのある歌声 １月１７日㊎午後１時３０分開演 町田市民ホール第４会議室 １０００円 まちだ歌声の会・菅☎☎７２９・１８４５ ２月１日㊏、３月２３日㊊予定
第５９回小中学生書初展 １月１８日、１９日午前９時～午後４時３０分 町田市民ホール 無料 齊藤☎☎７２５・２３６７ ４階ギャラリーで開催
令和２年新春太極拳を楽しむ会 １月１８日、２８日午後１時～３時 和光大学ポプリホール鶴川 無料 ポプリ太極拳・青木☎☎７３５・７４６８ どなたでも　初心者歓迎
ナンバ歩き講習　健康長寿の歩き方、日本古来歩き １月１９日㊐午後１時～３時 町田市民フォーラム４階 無料 髙橋英雄☎☎０９０・１２００・０７９８
哲学カフェまちだ～聞き対話（たいわ）話し対話！ １月２１日午前１０時～正午 生涯学習センター他 無料 酒井☎☎０７０・３８９９・８６２７ 気楽においで下さい
ピアノのある方、認知症予防にピアノ始めませんか １月２２日午後１時から 生涯学習センター音楽室 ５００円 須佐☎☎７２２・３４９９　要予約 経験は問いません
泉水川柳会　楽しい川柳会です　お気軽に １月２２日㊌午後１時３０分～３時３０分 わくわくプラザ町田３階 無料 大久保☎☎０８０・１１４３・０７７７ 毎月１回開催しています
くるみ会ダンスパーティー（ミキシング有） １月２６日㊐午後１時３０分～４時 木曽森野コミュニティセンター ５００円 北村☎☎０９０・３２３２・７３２７ お待ちしてます
荒谷俊治名誉市民記念まちだ・みんなのコンサート １月２６日㊐午後１時３０分 町田市民ホール ２０００円 町田市合唱連盟☎☎７３６・４２７１
時代小説読み語り、乙川優三郎著「うつしみ」 １月２６日㊐午後２時（開場１時３０分） 中央図書館６階ホール ５００円 池内☎☎０７０・２８１６・６６７２ 予約不要です。お楽しみに
大河ドラマに因んで「明智光秀の謎の生涯に迫る」 １月２６日午後３時～４時４５分 町田市民文学館 ５００円 三嶋培夫☎☎７２２・５６７７ お気軽にどうぞ
シュガーレディ　女性だけのラテンダンス講習会 １月２７日㊊午後１時から 木曽森野コミュニティセンター 無料 上林☎☎７９２・１６００ ラテンプロ指導
新春・ひまわり体操 １月２９日㊌午前１０時～１１時３０分 鶴川市民センター和室 無料 大野☎☎７３４・３９５３ どなたでも
朗読会花いかだ発表会　良い本が揃いました １月２９日㊌午後２時から 中央図書館６階ホール 無料 田中敏雄☎☎７２７・０６６１ 入場は直接会場へ
うたしあの会　みそづくり　大豆　麹　自然農法産 ２月２日㊐午後１時３０分～４時 鶴川市民センター第２会議室 ２０００円 久保☎☎０９０・５４１９・４６３７
健康麻雀 ２月４日㊋午前９時～午後３時３０分 町田市民ホール １０００円 𠮷原☎☎０９０・２６５６・７７１１ お気軽に参加下さい
リベラトゥール弦楽合奏団第１５回定期演奏会 ２月９日㊐午後２時開演 和光大学ポプリホール鶴川 １０００円 川原☎☎７９５・０４８９ 当日券１５００円
多摩アレルギー子の会 ２月１６日㊐午前１０時～正午 小山市民センター和室 ３００円 中尾☎☎７９７・６７６６ お子様連れ大歓迎！！
鈴木まもる講演会「絵本と鳥の巣の不思議」 ２月２２日㊏午後１時３０分～４時３０分 中央図書館６階ホール ５００円 清水☎☎７９９・０４６７　要申込（チラシ参照） 各図書館にチラシあり

暮らしに関する相談
名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談 月～金曜日
(２7日～３１日を除く）

相談時間はお問い合わせく
ださい 市内在住の方

前週の金曜日から電話で予約
※１月２4日は予約受付を行いません。次
回分は１月３１日から受け付けます。

電 話 で 市 民 相 談 室
（☎☎7２4・２１０２）へ

②交通事故相談 １５日、２２日、２９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） １7日、２4日㈮

市内在住の方

電話予約制（随時）
④国税相談 ２１日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）⑤不動産相談 ２8日㈫
⑥登記相談 １６日㈭
⑦行政手続相談 ２３日㈭
⑧少年相談 ２8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
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
（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

⑩消費生活相談 月～土曜日
（祝休日を除く）

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

⑪空家に関する相談
（弁護士・税理士・宅地建物取引士） ２7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

市HP 暮らしに関する相談 検索


