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催し・講座催し・講座
雑木林管理講習会（入門編）
対両日参加できる方
日３月８日㈬、９日㈭、いずれも午前
１０時～午後３時、全２回
場小野路公園
内雑木林の保全・再生を安全で効率
よく行うために必要となる基本的な
管理技術（安全管理、道具の手入れ、
ロープワーク、刈払い機の使い方と
実習、竹の伐採と整理方法、落ち葉清
掃と堆肥置き場づくり等）を学ぶ
講（特）いきいきまちだ
定１５人程度（申し込み順）
申２月２０日までに電話で小野路公園
管理事務所（☎７３７・３４２０）へ。

大地沢青少年センター
【①青空アトリエ】
　電動糸のこや、のこぎりなどを使
い、木やまゆ等で椅子やクラフトを
作ります（バレンタインデーをイメ
ージした特別プログラムを予定）。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日２月１２日㈰午前１０時～午後３時

（雨天実施）
※毎月第２日曜日に開催（開催時間
内であれば、何時からでも参加可）
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）
【②ピザ窯・薫製箱利用講習会】
　石窯とドラム缶窯でピザを焼き、
薫製箱で基本的な薫製をして、その
利用について学びます。受講後は、ピ
ザ窯・薫製箱の個人利用が可能にな
ります。
対高校生以上の方
日２月１９日㈰午前１０時～午後３時
定２０人（申し込み順）
費４００円
申２月１日午前９時から電話で同セン
ターへ。

◇
場同センター①研修棟②野外炊事場
問同センター☎７８２・３８００

まちだ市民セミナー
【映画上映会「いきたひ－家族で看取
る－」】
　ご主人をお子さんと共に自宅で看
取ったという長谷川監督の体験をベ
ースに、看取り士である柴田久美子
さんの活動等をまとめたドキュメン
タリー映画です。
※町田市医師会との共催です。
日３月５日㈰午後１時～４時１５分（予
定）
場町田市民フォーラム
内映画上映会と映画監督・長谷川裕
子氏による講演、公開討論
定１８０人（申し込み順）
申２月１日正午～３月１日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コード
１７０２０１Ｂ）へ。
問保健総務課☎７２２・６７２８

栄 養 講 習 会
【血糖値・ＨｂＡ１ｃが気になり始めた
方の基礎講座】
対市内在住の１８～６４歳の方
日①２月２３日㈭午後１時１５分～４時
②３月１日㈬の約１時間（予約制）③３
月９日㈭午前９時４５分～午後３時４５
分、全３回
場健康福祉会館
内①血管年齢測定、医師講話、グルー
プワーク②保健師・栄養士との個別
相談③調理実習、歯科衛生士講話、健
康運動指導士講話・実技
定１８人（申し込み順）
申２月７日正午～１４日にイベントダ
イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コ ー ド
１７０２０７Ｂ）へ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

食 育 講 演 会
【レシピの女王が教える！簡単、おし
ゃれな幸せごはん】
日２月２４日（金）午後２時～４時
場健康福祉会館
講日本テレビ系ヒルナンデス！初代
レシピの女王・成澤文子氏
定１００人（申し込み順）
申２月２日正午～１９日にイベントダ
イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コ ー ド

１７０２０２Ａ）へ。保育希望者（１歳６か
月児～３歳児、申し込み順に８人）は
併せて申し込みを。
問保健予防課☎７２２・７９９６
ひきこもる若者と家族が動くとき
家 族 セ ミ ナ ー

　引きこもり状態にある若者や、そ
の親の気持ちを学びます。
対ニート・ひきこもり状態など、就労
に困難を抱えている若者の家族
日２月１８日、２５日、３月４日、いずれ
も土曜日午前９時３０分～１１時３０
分、全３回（１回のみの参加も可）
場杜

もり

のホールはしもと（相模原市）
講さがみはら若者サポートステーシ
ョンスタッフ
定３０人（申し込み順）
申３月３日までに電話で同サポート
ステーション（☎７０３・３８６１）へ。
問保健予防課☎７２２・７６３６

町田市郷土芸能まつり
　直接会場へおいで下さい。
日２月１１日㈷午前１１時開演
場町田市民ホール
内獅子舞、お囃

は や し

子、民謡等の郷土芸能
の披露
【同時開催～東京都地域資源発掘型
実証プログラム事業「町田市無形民
俗文化財体験プログラム】
　同ホール２階ロビーで、午後１時～
１時３５分に開催します。
内獅子舞の演目披露（解説、英語同時
通訳付き）、お囃子の道具に触ってみ
よう、伝承芸能関連グッズの配布（ア
ンケート回答者先着２００人）
問郷土芸能まつりについて＝町田市
民ホール☎７２８・４３００、同時開催の
催しについて＝町田市観光コンベン
ション協会☎７２４・１９５１、町田市産
業観光課☎７２４・２１２８

そらまめの会（多胎児の会）
　母子健康手帳をお持ちのうえ、直
接会場へおいで下さい。
対双子・三つ子等の多胎児を育てて
いる方、出産予定の方やその家族
日２月２７日（月）午前１０時～１１時

（受け付け＝午前９時３０分～１０時）

場健康福祉会館
内保護者同士の交流、情報交換、手遊
び等
問保健予防課☎７２５・５１２７
鶴見川源流保水の森植樹会
森 を つ く ろ う

　苗を植えて、カブトムシの森を育
てませんか。
※中学生以下は保護者同伴でおいで
下さい。
日２月２６日（日）午後１時～４時（小雨
実施、荒天時は小山田桜台集会所で
講話のみ実施）、集合は小山田バス停
内植樹体験、鶴見川源流保水の森の
散策(アップダウン有り)、慶應義塾
大学名誉教授・岸由二氏による講話
持ち物長袖・長ズボン、帽子、軍手、し
っかりした靴（長靴・軽登山靴）、雨具
定２０人（申し込み順）
申参加者全員の住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・年齢・性別を明記し、
２月２１日まで（必着）にハガキ、ＦＡＸ
またはＥメールで（特）鶴見川源流ネ
ットワーク事務局（〒１９４-０２０４、小
山田桜台２-４-１４-１０５、返８６０・
０８３０遍genryutour２０１６@office.
email.ne.jp）へ（同ネットワークホ
ームページで申し込みも可）。
問（特）同ネットワーク事務局☎７９８
・２６９３、町田市北部丘陵整備課☎
７２４・２１６４
販売します
町 田 産 新 鮮 野 菜

　いずれも直接会場へおいで下さい。
【日曜朝市】
　認定農業者と名産品の店が参加
し、野菜や菓子等を販売します。
日２月５日㈰午前７時３０分～８時３０
分
場教育センター校庭
【市役所まち☆ベジ市】
　市内の認定農業者が作った町田産
新鮮野菜の販売です。
日２月２０日㈪午前１１時～午後１時

（売り切れ次第終了）
場市庁舎前

◇
問農業振興課☎７２４・２１６６

暮らしに関する相談
　予約制の相談は、電話で①～⑧市民相談室（☎724・2102）⑨八王子少年センター（☎
042・679・1082）⑫健康福祉会館（☎725・5419）へ。

名　称 日　程 予約方法／相談時間
①法律相談 月～金曜日 前週の金曜日から電話で予約

②交通事故相談 8日㈬ 相談日の1週間前から電話で予約／午後1時30
分～4時

③人権身の上相談
(人権侵害などの問題）3日、10日㈮ 電話予約制（随時）／午後1時30分～4時

④国税相談 7日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）／午後1時
30分～4時

⑤不動産相談 14日㈫
⑥登記相談 2日㈭
⑦行政手続相談 9日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 1日㈬

⑨少年相談 14日㈫ 事前に電話で八王子少年センターへ／午前9時
～午後4時

⑩国の行政相談 7日㈫ 直接市民相談室（市庁舎1階）へ/午後1時30分
～4時⑪建築・耐震相談 1日㈬

⑫母性保健・母乳育児
相談 2日、9日㈭ 来所相談と乳房マッサージは要予約、電話相談

は随時受付／午前10時～正午、午後1時～3時

⑬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）

月～土曜日
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎
721・4842）へ／午前9時30分～午後4時（水
曜日のみ午後1時～8時〔第3水曜日は除く〕）
※法律相談有り＝要予約

移動図書館そよかぜ号
さるびあ図書館☎722・3768 堺図書館☎774・2131

1日㈬
10時20分 鶴川さくら病院前、三輪第一住宅バス停前
→1時50分 西田橋公園、2時 南つくし野なかむら公
園→3時10分 鶴間橋児童公園、3時20分 天神原公園

10時20分 小山白山公園
→2時 小山田会館→3時10
分 谷戸クラブ

2日㈭ 1時50分 都営町田中里橋アパート、2時 小野路公会
堂→3時10分 都営山崎町アパート、薬師ヶ丘住宅

2時20分 ヴィラ町田→3時
30分 相原中央公園

3日㈮
10時20分 木曽ほがらか公園横、10時30分 セルシオ
ヒルズすずかけ台→2時 鶴間風の子公園、2時10分 
南町田ハイタウン→3時10分 鶴間ガーデンセシア

10時30分 町田荘→1時50
分 馬場児童公園前→3時
20分 小山中央小学校前

6日㈪ 3時 ゆうき山公園

7日㈫
10時10分 市立博物館前、10時20分 東玉川学園1丁
目児童公園→1時50分 成瀬台公園→3時10分 玉川
学園やすらぎ公園、南つくし野やなぎ公園

10時30分 上小山田町はな
みずき公園→2時 小山市民
センター横→3時20分 小
山ヶ丘小学校前

8日㈬
10時10分 三輪中央公園、10時20分 金井中央ふれ
あい公園→1時50分 山王塚公園、2時 鶴川台緑の里
公園→3時10分 金井森の丘公園、鶴川台丘の里公園

10時30分 福音会→2時10
分 武蔵岡住宅→3時20分 
ゆくのき学園前

9日㈭ 2時 本町田住宅給水塔前、鶴間三角公園→3時10分 
日向台北公園、3時20分 鶴間公園

2時 常盤団地→3時20分 
都営八幡平

10日㈮
10時20分 薬師台青空公園、藤の台住宅管理組合前
→2時 小山田桜台→3時20分 図師小学校前、シーア
イハイツ町田

10時30分 小山ヶ丘一丁目
→2時 小山観音谷戸→3時
10分 小山小学校前

13日㈪ 3時 金井関山公園

14日㈫
10時20分 境川住宅管理事務所前、成瀬熊ヶ谷戸公
園→1時50分 市立総合体育館駐車場入口、2時 四ツ
木橋児童公園→3時10分 つくし野セントラルパー
ク、三輪沢谷戸かえで公園

10時30分 小山ヶ丘こもれ
び公園→2時 マイライフ尾
根道→3時20分 矢部八幡 市HP 暮らしに関する相談 検索


