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●ひなた村～子どもグループ参加者
募集
　いずれも3月26日㈰に保護者説明
会があります。
【遊びグループ】
　外遊びを中心に行い、雨天時は室
内ゲーム等をします対市内在住、在
学の小学2～4年生（継続参加は中学
生まで）日4月12日から1年間、原則
毎週水曜日、午後3時30分～5時（冬
季は午後4時30分まで、夏休み期間
等は休み）定16人（抽選）
【ネイチャーグループ】
　ひなた村の自然を生かしたさまざ
まな活動を行います対市内在住、在
学の小学3年生～中学生日4月9日か
ら1年間、原則月1回日曜日、午前10
時～午後3時定36人（高学年を優先
のうえ、抽選）費1000円（材料費）

◇
申往復ハガキに住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・4月からの新学年・市
外の方は学校名、返信用にも宛先を
明記し、3月15日まで（必着）にひな
た村（〒194－0032、本町田2863）
へ。定員に満たない場合は3月16日
午前10時から電話受付します問ひ
なた村☎722・5736
●子どもセンターただON～パパだ
って！ふれあい遊びうたEVENT
　保育シンガーソングライター・荒
巻シャケさんをお迎えし、オリジナ
ルソングや遊びのファミリーコンサ
ートライブを行います対市内在住、
在園の乳幼児とその父親（母親・祖父
母との参加も可）日3月19日㈰午前
10時30分～11時50分場子どもセ
ンターただON定50組（申し込み
順）申直接または電話でただON（☎
794・6722）へ
●大地沢青少年センター
【春の子どもハイキング】
　同センターを出発後、草戸山を経
由し、高尾山までハイキングします
対市内在住、在学の小学4～6年生日
3月11日㈯午前9時～午後4時（雨天
中止）定20人（申し込み順）費200円
（別途、高尾山ケーブルカー代〔往復
＝小学生460円〕が必要）申3月1日
午前9時から電話で同センターへ

【食べて学ぶ！親子アウトドア料理
教室】
　食育（座学）を通して、健康的な体
作りと食事の関係性を学び、その後
にダッチオーブンを使ってオムライ
スを作ります対市内在住、在学の小
学生の親子日3月25日㈯午前10時
～午後1時場同センター定20人（抽
選）費大人1000円、子ども500円申
ハガキに住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・性別・学年・送迎バス利用の有
無を明記し、3月11日まで（必着）に
同センター（〒194－0211、相原町
5307－2）へ（グループ単位で申し
込みも可）

◇
※相原駅西口～同センター間の送迎
バスを運行します
問同センター☎782・3800
●生涯学習センター
【①ファミリーライブ～ハッピー　
春をおすそわけ】
　遊び歌のコンサートです。
対市内在住の未就学児とその保護者
（対象児1人につき大人〔中学生以
上〕1人まで、きょうだい〔小学生〕の
参加は可）日3月23日㈭午前10時
30分～正午講保育シンガーソング
ライター・荒巻シャケ氏定100人（抽
選）
【②親子で取り組む、初めての「将
棋」】
　市内在住のプロ棋士が指導しま
す。将棋の歴史や礼儀作法なども解
説します対小学生以上の方とその保
護者日3月26日㈰午前10時～正午
講（公社）日本将棋連盟・勝又清和六
段定30人（申し込み順）
【③親子で取り組む、初めての「どう
ぶつしょうぎ」】
　「どうぶつしょうぎ」の考案者であ
る（公社）日本将棋連盟・北尾まどか
女流二段が指導します。ルール説明、
礼儀作法などを親子の触れ合いの中
で学びます対4歳～高校生とその保
護者日3月25日㈯午後2時～3時30
分定30人（申し込み順）
　　　　　　　◇
場同センター申①3月1日正午～12
日にイベントダイヤル（☎724・

5656）へ②③3月1日午前9時から
電話で同センターへ問同センター☎
728・0071
●文化振興課～親子で作る型染め鯉
のぼり
　クラフト工房LaManoの協力のも
と、鯉のぼりの型紙を使って、木綿生
地を化学染料を使って染めます。鯉
のぼりの仕立て方を説明します（説
明書を配布）ので、自宅で縫って完成
させます（鯉のぼりサイズ＝約45㎝、

子ども1人に1つ）対5歳～小学生の
親子日3月18日㈯午前9時～正午場
和光大学ポプリホール鶴川定5家族
（1家族に子ども・親、いずれも2人ま
で）／抽選、結果は当選者のみに3月
9日㈭、10日㈮に電話で連絡申3月1
日正午～7日にイベントダイヤル
（☎724・5656コード170301B）へ
問クラフト工房LaMano☎736・
1455、町田市文化振興課☎724・
2184

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。
●忠生公園～定例自然観察会
【早春のいきもの】
　早春の草花や、去り行く冬鳥を観
察します。
　ルーペをお持ちの方は、持参のう
え直接会場へおいで下さい（同公園
で貸し出しも可）日3月5日㈰午前9
時30分～11時30分（雨天中止）場同
公園自然観察センター（忠生がにや
ら自然館）問同公園☎792・1326
●小野路宿里山交流館～うどん作り
教室
日3月15日㈬午前10時30分～正午
場同館定8人（申し込み順）費1000
円（材料費）申3月1日正午からイベ
ントダイヤル（☎724・5656コード
170301C）へ問同館☎860・4835
●市立室内プール～プール春祭り
2017
　直接会場へおいで下さい日3月20
日㈷午前9時～午後9時（イベントに
より開催時間が異なる）場同プール
内トレーニング室も含む施設を無料
開放（駐車場は有料）、市内の授産施

設による特設ブース、食品売店の限
定商品販売等問同プール☎792・
7761
●町田市フォトサロン～
春の薬師池公園撮影会
　直接会場へおいで下さい
日3月26日㈰午前10時～正午（小雨
実施）場薬師池公園問同サロン☎
736・8281
●町田市自然休暇村～高遠城址公園
お花見ツアー
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者日4月13日㈭午前6時～14日㈮
午後5時ごろ、集合は町田ターミナ
ルプラザ、解散は町田駅周辺（予定）
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）定40人（申し込み順）／最
少催行人数は35人です費大人1万7
800円（交通費、宿泊費、1日目昼食
～2日目昼食、入場料、保険料含む）
申3月1日午前9時から電話で自然休
暇村（錆0120・55・2838）へ（4月3
日以降の取り消しは、キャンセル料
が必要）

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

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をご覧下さい。

　子育てひろばの催しは、各保育園や
公共施設等で配布する「子育てひろば
カレンダー」でご案内しています。
市HP 子育てひろばカレンダー 検索

問子育て推進課☎724・4468

町田市メール配
信サービス（ほ
っとメールまち
だ）で子育て情
報を配信中!

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

暮らしに関する相談

市HP 暮らしに関する相談 検索

　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


