
対象

定員

費用

堺地域
子育て相談センター

問合せ

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

042-770-7446
（堺地域子育て相談センター）

日時 10月10日（月・祝）　10：00～11：30

会場 堺市民センター　第一会議室（講座）　ホール（保育）　（町田市相原町795-1）

0歳から就学前のお子さんをもつ保護者（父親）

10組程度（申込順）

無料

申込

9月25日（日）から電話で、堺地域子育て相談センター（042-770-7446）へ。
または、直接お越しいただきお申し込みください。
※受付時間　10：00～18：00　休館日（火曜日・祝日の翌日）を除く
育児講座の申込みについては、町田市在住の方を優先させていただきます。
定員を超えて申込みがあった場合はキャンセル待ちとなります。

カウンセラーの植野美也子氏による親子のコミュニケーション講座です。子どもとの関わりを深めるためのポイ
ントを学びあいましょう。お父さん向けの講座ですが、お母さんもご一緒にどうぞ。お子さんには保育がありま
す。（参加者以外にお子さんをみる方がいない場合に限ります）

親子のコミュニケーション
～パパ講座～

主催

町田市生涯学習センターでは、知的障がいのある市内在住で18歳以上の方の学習

活動を支援するため、障がい者青年学級を実施しています。活動は月2回・土曜日ま

たは日曜日に実施し、日々の生活や仕事のことを語り合い、楽器演奏・演劇・スポー

ツ・工作などの創作活動を通して仲間づくりを行っています。

学級には、学生から社会人まで幅広い層のボランティアスタッフの方がいます。総

勢約200名の大所帯の学級は、いつもにぎやかです。

一緒に活動に参加してみませんか。見学も随時受け付けています。

★ 詳しくは、生涯学習センター「青年学級」担当まで ★

TEL 042-728-0071

町田市生涯学習センターでは、知的障がいのある市内在住で18歳以上の方の学習

活動を支援するため、障がい者青年学級を実施しています。活動は月2回・土曜日ま

たは日曜日に実施し、日々の生活や仕事のことを語り合い、楽器演奏・演劇・スポー

ツ・工作などの創作活動を通して仲間づくりを行っています。

学級には、学生から社会人まで幅広い層のボランティアスタッフの方がいます。総

勢約200名の大所帯の学級は、いつもにぎやかです。

一緒に活動に参加してみませんか。見学も随時受け付けています。

★ 詳しくは、生涯学習センター「青年学級」担当まで ★

TEL 042-728-0071
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定員

費用

対象

費用

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

親と子のまなびのひろば「きしゃポッポ」
主催

町田市
生涯学習センター

3回連続の保育付講座です。3日とも参加出来る方を受付します。
ファミリーサポートむくの木代表、カウンセラーの植野美也子氏を講師に迎えます。子どもとのコミュニケーショ
ンの取り方についての講座を受けてみませんか。
「どんな風に子どもに声を掛けたら伝わるのかしら」「みんなは子どもとどのように関わっているのかしら」
そんなお互いの育児の悩みや子どもとの関わり方について参加者同士で話してみましょう。

日時 10月11日、18日、25日　全3回　いずれも火曜日　10：00～11：30

無料

親子のコミュニケーション
～子どもの心に届く声掛け～

主催

忠生地域
子育て相談センター

スキンシップ遊びや季節の歌、絵本を親子で楽しみませんか？お母さん同士で、子育て情報交換もしましょ
う！

日時
10月11日、18日、25日、
11月8日、15日、22日、12月13日、20日
いずれも火曜日　14：00～16：00

⑫画像

会場
町田市生涯学習センター 6階 保育室
（町田市原町田6-8-1）

対象
市内在住の0・1歳児（2歳になった月の末日
まで）とお母さん／妊娠中の方

各回親子7組（申込順）

申込

申込み日程については、広報まちだ、または
まちだ子育てサイトをご覧ください。月に１日
いずれかの参加日を選び、生涯学習セン
ターに電話でお申込みください。

問合せ
042-728-0071
（町田市生涯学習センター）

申込
9月26日（月）から電話で、忠生地域子育て相談センター（042-789-7545）へ。
または、直接お越しいただきお申込みください。
※受付時間　月～金曜日　9：00～17：00（祝日は除く）

定員
定員については、新型コロナウイルス感染拡大防止等のため、調整中です。お申込み時にご確認
下さい。

問合せ
042-789-7545
（忠生地域子育て相談センター）

会場 木曽山崎コミュニティセンター（町田市山崎町2160-4）　講座：A館会議室　保育：A館ホール

0歳から就学前までのお子さんと保護者

無料
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対象

定員

費用

対象

定員

費用

会場 子どもセンターまあち（町田市中町1-31-22）

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

日時

会場

こあらクラブ
主催

鶴川地域
子育て相談センター

問合せ 042-710-2747（町田地域子育て相談センター）

ことばが遅いかな？人見知り・場所見知りが強いかな？元気すぎて目が離せない、大きな集団が苦手みたい
…など、お子さんのことで気になることや心配なことがある方、一緒に遊びましょう！職員が常に居ますので、
一緒に楽しく遊びながら、お子さんの好きなこと・得意なことを通して関わりのヒントを見つけていきましょう。

10月14日、12月9日　いずれも金曜日　10：30～11：10

子どもセンターつるっこ（大蔵町1913）

0歳～5歳のお子さんとその保護者

離乳食講座
主催

町田地域
子育て相談センター

栄養士による講座です。
乳児の発達段階に応じた離乳食作りや進め方、食べさせ方等、困っている事を聞いてみませんか。
お子さんは保護者のそばで遊びながら過ごします。

日時 10月13日（木）　10:30～11:30

0歳のお子さんと保護者

15組（申込順）

無料

申込

9月26日（月）から電話で、町田地域子育て相談センター（042-710-2747）へ。
※受付時間　10：00～18：00　子どもセンター休館日（火曜、祝日の翌日）を除く
申込みについては町田市民の方を優先させて頂きます。
定員を超えてお申込みがあった場合はキャンセル待ちとなります。

なし※コロナ感染状況により、変更になる場合があります。

無料

申込 申込不要。直接会場にお越しください。

問合せ
042-734-3699（鶴川地域子育て相談センター）
※問い合わせ時間　10：00～18：00　休館日(毎週火曜日と祝日の翌日)を除く
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対象

定員

費用

定員

費用

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

パパとあそぼう
主催

南地域
子育て相談センター

子育て中のお父さん向けの育児講座です。身近なものを使って親子で出来る遊びを講師の平田幸宏氏から
教わり、一緒に遊んでみましょう。親子のふれあい遊びなども行います。

日時 10月15日（土）　10：00～11：00

会場 金森保育園（町田市金森東1-12-16）

1歳から3歳のお子さんと父親

主催

町田市
生涯学習センター

親と子のまなびのひろば「パパと一緒にきしゃポッポ」

「せっかくの休日、子どもと一緒の時間を過ごしたい」「赤ちゃんとの遊びのバリエーションを増やしたい」と思っ
ているお父さんが、赤ちゃんと楽しく過ごすためのヒントが見つかる“ひろば”です。

日時
10月16日、11月20日、12月18日
いずれも日曜日　14：00～16：00

⑫画像

会場
町田市生涯学習センター 6階 保育室
（町田市原町田6-8-1）

各回親子7組（申込順）

無料

申込
生涯学習センターに電話でお申込みくださ
い。申し込み日程については、広報まちだ、
またはまちだ子育てサイトをご覧ください。

問合せ
042-728-0071
（町田市生涯学習センター）

対象
市内在住の0・1歳児（2歳になった月の末日
まで）とお父さん

 7組程度（申込順）

無料

申込
9月26日（月）から電話で、南地域子育て相談センター（042-710-2752）へ
※受付時間　月～金曜日　9：00～17：00（祝日は除く）

問合せ 042-710-2752（南地域子育て相談センター）
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定員

費用

対象

定員

費用

問合せ 042-710-2747（町田地域子育て相談センター）

会場 子どもセンターまあち（町田市中町1-31-22）

2歳～5歳のお子さんと保護者

30組（当日先着順）

無料

好きなおもちゃで遊べるコーナーを用意しています。
体操や体を使った遊び、大型絵本等の読み聞かせもありますよ。
お友だちと一緒に遊ぶ中で簡単なルールを知り親子で楽しく遊びましょう。
お子さんへの関わり方、子育てのちょっとした疑問や悩みを気軽に聞いてください。
パパ、ママ同士の情報交換も楽しみましょう。

日時 10月17日、11月21日、12月19日　いずれも月曜日　10:30～11:30

申込 当日先着順となります。直接まあちへお越しください。

042-728-0071
（町田市生涯学習センター）

対象
市内在住の子育て中の方または親子、妊娠
中の方

まめっこひろば
主催

町田地域
子育て相談センター

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

各回7組（当日先着順）

生涯学習センター

主催

子育てサークル　エンジョイタイム

会場
町田市生涯学習センター 6階 保育室
（町田市原町田6-8-1）

子育て中のママ達が運営しています。ふらっと立ち寄れる息抜きの場所です♬子どもたちを遊ばせながら保
護者同士でお話ししませんか？

日時
10月17日、11月14日、12月12日
いずれも月曜日
10：15～11：45（出入り自由）

⑫画像

無料

申込

不要。直接会場にお越しください。
※おいでいただいた時点で定員に達している
 　場合、お断りすることがありますので、ご了
　 承下さい。

問合せ

子育て中のママたちが協力して

運営しています。
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対象

定員

費用

対象

費用

申込

対象

費用

申込

不要。直接お越しください。

不要。直接お越しください。

問合せ 042-710-2752（南地域子育て相談センター）

0歳から5歳のお子さんと保護者

無料

つくし野ながぐつ児童公園で、ボールやフラフープなど体をたくさん動かして遊びましょう。かけっこなどミニ運
動会ごっこもします。初めての方も気軽に遊びに来てください。レジャーシート、飲み物を持参してください。

日時 11月9日（水）　10：00～11：00

会場 つくし野ながぐつ児童公園（町田市つくし野4-31）　※雨天中止（午前9時に判断します）

問合せ 042-710-2752（南地域子育て相談センター）

公園で遊ぼう「つくし野ながぐつ児童公園」
主催

南地域
子育て相談センター

0歳から5歳のお子さんと保護者

無料

成瀬台公園で、ボールやフラフープなど体をたくさん動かして遊びましょう。かけっこなどミニ運動会ごっこもし
ます。初めての方も気軽に遊びに来てください。レジャーシート、飲み物を持参してください。

日時 10月27日（木）　10：00～11：00

会場 成瀬台公園（町田市成瀬台3-7）　※雨天中止（午前9時に判断します）

問合せ 042-710-2747（町田地域子育て相談センター）

公園で遊ぼう「成瀬台公園」
主催

南地域
子育て相談センター

15組（申込順）

無料

申込

9月26日（月）から電話で、町田地域子育て相談センター（042-710-2747）へ。
※受付時間　10：00～18：00　子どもセンター休館日（火曜、祝日の翌日）を除く
申込みについては町田市民の方を優先させて頂きます。
定員を超えてお申込みがあった場合はキャンセル待ちとなります。

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

幼児食講座
主催

町田地域
子育て相談センター

1歳以上のお子さんと保護者

栄養士による講座です。
幼児食を作るポイント（食材、調理・調味法等）や大人ごはんとの違い等、困っている事を聞いてみませんか。
お子さんは保護者のそばで遊びながら過ごします。

日時 10月24日（月）　10:30～11:30

会場 子どもセンターまあち（町田市中町1-31-22）
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対象

定員

費用

対象

定員

費用

堺市民センター　ホール（講座）　（町田市相原町795-1）
町田市立こうさぎ保育園　ホール（保育）　（町田市相原町792）

0歳から就学前のお子さんを持つ母親

10組程度（申込順）

無料

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

ママのリフレッシュタイム
主催

堺地域
子育て相談センター

日々の忙しい合間に気軽にできる簡単なストレッチや呼吸法を学びませんか。ママ同士一緒に楽しく身体を動
かしながらリフレッシュしましょう。お子さんには保育があります。

日時 11月9日（水）　10：00～11：00

会場

家庭教育支援　スマイルパーティー　親子ひろば
主催

町田市
生涯学習センター

子育て中のママが企画するひろばです。リズムあそび・手あそびなど親子で楽しい時間を過ごしましょう♪
※当日は親子で座れるレジャーシートをお持ちください。

申込

10月26日（水）から電話で、堺地域子育て相談センター（042-770-7446）へ。
または、直接お越しいただきお申し込みください。
※受付時間　10：00～18：00　休館日（火曜日・祝日の翌日）を除く
育児講座の申込みについては、町田市在住の方を優先させていただきます。
定員を超えて申込みがあった場合はキャンセル待ちとなります。

問合せ
042-770-7446
（堺地域子育て相談センター）

日時 11月22日（火）　10：30～

⑫画像

申込

11月2日（水）から電話で、生涯学習セン
ター（042-728-0071）へ。
※受付時間　9：00～17：00（第4月曜日を
　 除く）

問合せ
042-728-0071
（町田市生涯学習センター）

会場
町田市生涯学習センター 7階 ホール
（町田市原町田6-8-1）

市内在住の１歳～３歳位の子とその保護者

15組（申込順）

無料

2022年度春のひろばの様子
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日時

対象

定員

費用

定員

費用

ちょっと茶の湯を楽しみませんか(親子編）

郵送またはFAXで、受講申込書をさがまちコ
ンソーシアム事務局へ。
※ウェブ申込も可（https://sagamachi.jp/
　 manabi/consuniv/index.html）

主催

まちライブラリー＠
南町田グランベリーパーク

お抹茶のお茶をのんだことはありますか?小さなお子さまでもイスに座ってお茶碗を持つことが出来れば大丈
夫です。
一緒にお点前をしながら、ゆったりした時間を楽しみましょう。

問合せ

042-747-9038
メール　info@sagamachi.jp
（さがまちコンソーシアム事務局（相模原・町
田大学地域コンソーシアム））

日時
10月8日、12月3日
いずれも土曜日　11:30～12:30
※各1回ずつのイベントです。

【講師】江戸千家　片川宗容

会場
まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク
（町田市鶴間3-1-4　スヌーピーミュージアムとなり）

対象
お子さんとその保護者（幼児から。小学生未満は中学
生以上の同伴）

6名（先着順）

ひとり200円

メールで、まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク
（machilibrary.minamimachidagp@gmail.com）へ。
※または現地に直接お越しいただきお申込みください。

問合せ
042-850-5025
メール　machilibrary.minamimachidagp@gmail.com
（まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク）

申込

暮らし　～Ｌiving～ 《その他》

【さがまちカレッジ特別講座】学びを楽しむインクルーシブセミナー
オトナ社会を賢くサバイブ！～法律の基礎知識～

主催

さがまち
コンソーシアム

インクルーシブとは、さまざまな世代、さまざまな特性を持つ人たちが共に過ごすことを意味します。老いも若
きも、ハンディキャップのある人もない人も、大学のキャンパスで一緒に楽しく学んでみませんか？今回は「法
律」がテーマです。法律は、安心・安全な暮らしを守るための“必須アイテム”です。これから成人するキミに
も、すでに成人したアナタにもきっと役立つ、賢く生きる術を身につけましょう！講義の後、参加者同士が興味
関心を共有し交流を楽しむピアサポートを開催します。

10月1日（土）　11：00～12：30 【講師】
　弁護士　シグマ麹町法律事務所
　千葉大学法政経学部　非常勤講師
　高倉　太郎　氏

【申込先】
　＊郵送　〒252-0307相模原市南区文京2-1-1
　＊FAX　042-703-8536

※受講申込書は、ホームページからダウンロード、
　 または、町田市・相模原市の公共施設で配布
　 しています。
※受講の際はマスク着用をお願いいたします。

会場
相模女子大学
（相模原市南区文京2-1-1）

中学生以上の方

30名（申込順）

無料

申込
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対象

定員

費用

対象

定員

費用

日時
10月22日、11月5日、12月17日
いずれも土曜日　11:30～12:30
※各1回ずつのイベントです。

【講師】江戸千家　片川宗容  

会場
まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク
（町田市鶴間3-1-４　スヌーピーミュージアムとなり）

どなたでも参加可能

6名（先着順）

200円

申込
メールで、まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク
（machilibrary.minamimachidagp@gmail.com）へ。
※または現地に直接お越しいただきお申込みください。

問合せ
042-850-5025
メール　machilibrary.minamimachidagp@gmail.com
（まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク）

ちょっと茶の湯を楽しみませんか
主催

まちライブラリー＠
南町田グランベリーパーク

一緒にお点前をしながら、ゆったりした時間を楽しみましょう。

問合せ
042-725-8805（町田市消費生活セン
ター）

暮らし　～Ｌiving～ 《その他》

高齢者の住まいの基礎知識
～有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の違い～

主催

町田市
消費生活センター

高齢者施設にはいろいろなものがあります。名前を聞いたことはあるけれど、どのような施設なのかよく分から
ない、といった疑問を感じたことはありませんか。この学習会では、高齢者の住まいの基礎的な知識を学ぶとと
もに、特にサービス付き高齢者向け住宅について詳しく学ぶことができます。

日時 10月14日（金）　13：30～15：30

会場
町田市民フォーラム 4階 第2学習室
（町田市原町田4-9-8）

市内在住、在勤、在学の方

20名（申込順）

無料

申込

9月2日（金）正午～10月10日（月）に、電話
で町田市イベントダイヤル（042-724-
5656）へ。
※受付時間　7：00～19：00
　 初日のみ12：00から
※町田市のイベント申込システム「イベシス」
　 での申込も可（イベントコード220902E）

一緒に学びましょう
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費用

対象

費用

暮らし　～Ｌiving～ 《その他》

町田市租税教育推進協議会

「税を考える週間」(11月11日から17日まで)に、市内小・中学生による税に関する作品(絵はがき・作文・標
語・書道)を展示します。
※町田市租税教育推進協議会（構成員：町田税務署、東京都八王子都税事務所、町田市役所、町田市教
　 育委員会、町田青色申告会、東京税理士会町田支部、まちだ納税貯蓄組合連合会、町田法人会、町田
 　間税会、東京小売酒販組合町田支部、など）

日時

会場

税を考える週間
主催

問合せ

11月11日（金）～17日（木）　8：30～17：00
※12日（土）、13日（日）を除く

町田市庁舎1階みんなの広場
（町田市森野2-2-22）

無料

042-724-3067
（町田市財務部市民税課税制係）

無料

問合せ

042-724-2503
メール　seisaku020@city.machida.tokyo.jp
URL　https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/gyousei/keiei/machidashiwake/
       2022jigyohyokajissi.html
（町田市政策経営部経営改革室）

2022年度　町田市市民参加型事業評価を開催します！
主催

町田市

市民の声を行政経営・行政サービスの向上に活用するため、「町田市市民参加型事業評価」を11月13日
（日）に開催します。「市民参加型事業評価」は、高校生が選定した評価対象事業について、市民と有識者で
構成する評価人チームが、市の事業所管課の担当者と議論し、事業の問題や課題等を洗い出し、現状を評
価するものです。市は、評価結果を踏まえ、事業の改善を進めます。当日は会場で傍聴いただけるほか、ライ
ブ配信も行います。ご関心のある方は是非ご覧ください。評価対象事業やライブ配信等の詳細については、
下記URLをご確認ください。

日時 11月13日（日）　10：00～16：50

どなたでも参加可能

会場での傍聴希望者が多数となった場合、
人数の制限をさせていただく可能性がありま
す。

定員

会場

町田市庁舎 10階
(町田市森野2-2-22)
※新型コロナウイルス感染拡大状況により、
 　ライブ配信のみに変更になる場合がありま
　 す。

2019年度の

町田市市民参加型事業評価の様子
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対象

定員

費用

対象

定員

費用

暮らし　～Ｌiving～ 《その他》

知っておきたい情報セキュリティ
～なりすましや偽のセキュリティ警告などの

手口と対策を知ろう～

イベントの詳細は下記公式サイトよりご確認く
ださい。

042-728-8220
URL　https://www.library.city.machida.tokyo.jp
（町田市立図書館　企画・地域支援係）

主催

町田市立図書館

テレワークやキャッシュレス決済などデジタル技術を活用したサービスの利用が急速に拡大している今、情報
セキュリティやモラルに注意することが求められています。
なりすましなどの不正ログインと、パソコンやスマートフォンを使用中に突然「ウィルスに感染している」等の偽警
告がでたときの対処法や手口を知ることで、インターネットとの安全な付き合い方を学びましょう。

日時 11月23日（水・祝）　14：00～16：00（開場13：30）

会場
町田市立中央図書館　6階ホール
（東京都町田市原町田3-2-9）

ネットセキュリティに不安や興味がある方

50名（申込順）

無料

申込

11月上旬から電話で、町田市イベントダイヤル（042-724-5656）へ。
※町田市イベント申込システム「イベシス」での申込も可。
※お申し込みは2人まで。
詳細は図書館ホームページをご覧下さい（11月1日記事掲載予定）

問合せ

042-785-4871
メール　info@machida-support.or.jp
（まちカフェ！事務局　町田市地域活動サ
ポートオフィス）

まちカフェ！とは、町田市内で活動するNPO、市民活動団体、地域活動団体、ボランティアなどが実行委員
会を組織して開催する、2007年から始まったイベントです。今年は11月26日（土）～12月4日（日）の9日
間、市役所・市内各所及びオンラインで各団体がさまざまなイベントを開催します。初日の11月26日は町田
市役所の1階～3階を使用し、40以上の団体がワークショップ、活動体験、展示、販売などのイベントを実施し
ます。市民活動との出会いの場としてぜひお楽しみいただければと思います。

日時 11月26日（土）～12月4日（日）

会場 市役所・市内各所及びオンライン

申込

イベントによって申込方法が異なりますので、
詳細はまちカフェ！公式サイトをご覧くださ
い。
（https://www.machicafe.tokyo/）

問合せ

第16回町田市市民協働フェスティバル「まちカフェ！」
主催

まちカフェ！
実行委員会

市民活動に関心のある方ならどなたでも

昨年度開催したまちカフェ！

マルシェの様子
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対象

定員

費用

対象

定員

費用

30名（抽選）

無料

申込

11月15日（火）まで（必着）に郵送または
FAXで、受講申込書をさがまちコンソーシア
ム事務局へ。
※ウェブ申込も可（https://sagamachi.jp/
　 manabi/consuniv/index.html）
※申込締切までに定員に達しない場合は、
　 引き続き申込みを受付けます。

問合せ

042-747-9038
メール　info＠sagamachi.jp
（さがまちコンソーシアム事務局（相模原・町
田大学地域コンソーシアム））

暮らし　～Ｌiving～ 《その他》

スマートフォン・タブレット個別相談会
主催

町田市立図書館

会場

日時

【さがまちカレッジ特別講座】学びを楽しむインクルーシブセミナー
ヒトはなぜ、○○する？　“あたりまえ”を深める哲学入門

主催

さがまち
コンソーシアム

インクルーシブとは、さまざまな世代、さまざまな特性を持つ人たちが共に過ごすことを意味します。老いも若
きも、ハンディキャップのある人もない人も、大学のキャンパスで一緒に楽しく学んでみませんか？今回は「哲
学」がテーマです。私たちが“あたりまえ”と思っていること…でも、それって本当なのでしょうか？アート（芸術
活動）を例に、日常のあたりまえを“あえて”“深く”追求してみましょう！考えるって人生を豊かにする…そんな
体験をご一緒に☆　講義の後、参加者同士が興味関心を共有し交流を楽しむピアサポートを開催します。

日時 12月10日（土）　11：00～12：30
【講師】
　相模女子大学人間社会学部
　教授　伊東　俊彦　氏

【申込先】
　＊郵送　〒252-0307相模原市南区文京2-1-1
　＊FAX　042-703-8536

※受講申込書は、ホームページからダウンロード、
※または、町田市・相模原市の公共施設で配布
※しています。（11月初旬から配布開始）詳しくはお
   問い合わせください。

※受講の際はマスク着用をお願いいたします。

会場
相模女子大学
（相模原市南区文京2-1-1）

中学生以上の方

042-728-8220
https://www.library.city.machida.tokyo.jp
（町田市立図書館　企画・地域支援係）

電子書籍が町田市立図書館に導入されることに伴い、身近なデジタル機器であるスマートフォンの操作に悩
まれている方の支援や、図書館内で貸出が開始されるタブレット端末の操作に明るくない方の支援を行い、デ
ジタルデバイド解消の取り組みを進めていきます。

11月4日（金）～　毎週金曜日（中央図書館の休館日を除く）10：30～15：00（1人1回30分）

町田市立中央図書館 6階 小集会室
（東京都町田市原町田3-2-9）

スマートフォンやタブレットを持っているが使いこなせない方やこれから使いたい方

各回2名（申込順）

無料

申込
10月21日から電話で、町田市イベントダイヤル（042-724-5656）へ。
※町田市イベント申込システム「イベシス」での申込も可
詳細は図書館ホームページをご覧下さい（10月15日掲載予定）

問合せ
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