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６月1日～30日「町田文化遺産」　町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索

催し・講座催し・講座
鶴川地区協議会共催講座
地域レポーター養成講座
　あなただけが知っているすてきな
場所や危ない場所を伝えましょう。
対全回参加できる鶴川地区にお住ま
いの方
日①７月１日②７月８日③７月１５日、
いずれも土曜日午前１０時～正午
場和光大学ポプリホール鶴川
内①つるレポって何ですか？②挑戦
！つるレポお試し体験会③レポート
発表会
講①鶴川地区協議会事務局長・陶山
慎治氏③和光大学准教授・杉本昌昭
氏

定２０人（抽選）
申６月１日午前９時～２３日午後５時に
電話で生涯学習センター（☎７２８・
００７１）へ。
犬と楽しく暮らすための
基 礎 講 座
　町田市獣医師会、スマイルドッグ
クラブによる講座です。
対市内在住で犬を初めて飼育する方
日６月２１日㈬午後２時～４時
場町田市保健所（中町庁舎）
内犬のしつけ、飼育マナー等
定４０人（申し込み順）
申６月１日正午～１１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０６０１
Ｃ）へ。
問生活衛生課☎７２２・６７２７

大地沢青少年センター
青 空 ア ト リ エ
　毎月第２日曜日に、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。開催時
間内であれば、何時からでも参加で
きます。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日６月１１日㈰午前１０時～午後３時
（雨天実施）
※６月の特別プログラムはビー玉迷
路を予定しています。
場同センター研修棟
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）
問同センター☎７８２・３８００
女性のための
就 職 準 備 セ ミ ナ ー
対就職を考えている女性
日７月５日㈬午前９時３０分～正午
場町田市民フォーラム
内就職を取り巻く環境と心構え、短
時間労働者の社会保険適用と税～
１０３・１０６・１３０・１５０万円の壁
講東京都金融広報委員会金融広報シ
ニアアドバイザー・音川敏枝氏、ハロ
ーワーク町田マザーズコーナー職員
定２４人（申し込み順）
申６月２日正午～２９日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０６０２
Ｄ）へ。保育希望者（１歳６か月以上の
未就学児、申し込み順に１０人）は併
せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８

町 田 市 民 文 学 館
【文学館でたのしむ～おとなのため
のおはなし会】
　保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。

日６月１５日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分
内町田ゆかりの作家紹介＝「河上徹
太郎」／おはなし＝「マカトのたから
貝」（タイの昔話）、「雨やどりをして
三百年」（日本の昔話）、「アマガエル
のおわび」（花烏賊康繁作）
語り手まちだ語り手の会
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は、６月１日午前９
時から電話で同館へ。
【中原中也生誕１１０周年・没後８０周年
記念講座～「声」に出したい中也の詩】
対全回出席できる方
日７月５日㈬、６日㈭、いずれも午後２
時～４時、全２回
内「声」や「音」の表現を中心とした中
原中也の詩の魅力
講詩人・佐々木幹郎氏
定５０人（抽選）
申往復ハガキ（１人１枚）に講座名・住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・年代
を明記し、６月１５日まで（必着）に、同
館「中原中也記念講座係」（〒１９４－
００１３、原町田４－１６－１７）へ。

◇
場同館２階大会議室
問同館☎７３９・３４２０

食育月間ミニイベント
　６月は食育月間です。イベント開
催日に合わせて、主食・主菜・副菜を
揃えたヘルシーランチを提供します。
また、食に関するクイズ、パネル展
示、リーフレットの配布も行います。
※クイズに参加いただいた先着５０
人の方に、野菜料理レシピ集または
食育消しゴムをプレゼントします。
※直接会場へおいで下さい。
対市庁舎食堂をご利用の方
日６月８日㈭、１５日㈭、１９日㈪、２９日
㈭、いずれも午後０時３０分～１時１５分
場市庁舎２階食堂
問保健予防課☎７２２・７９９６

　市では、南町田拠点創出まちづく
りプロジェクトの一環として、「鶴間
公園のがっこう」を開校します。この
ワークショップでは、新しくなる鶴間
公園を「市民が活用する」アイデアの
実現に向けた取り組みを行います。
　同がっこうでは、現在実施設計を
進めている公園デザインの報告も併
せて行う予定です。
※詳細は、南町田拠点創出まちづく
りプロジェクトホームページをご覧
下さい。
対原則全回参加できる、鶴間公園の
活用に関心のある方
日①６月１８日㈰午後１時３０分～４時
②７月２９日㈯午後１時３０分～４時③
９月２３日㈷午後１時３０分～４時３０分
④１１月４日㈯午前１１時～午後４時
（雨天時は５日に順延）、全４回
場①～③鶴間小学校体育館④鶴間公
園
内①ガイダンス・講座～どう使う？

②講座・グループ学習～何して遊ぶ
？③グループ学習～どんなイベント
する？④実習～鶴間公園活用イベン
ト！
定５０人程度（抽選）
申応募フォーム（南町田駅前連絡所、
南市民センター、鶴間公園管理事務所
で配布、南町田拠点創出まちづくりプ
ロジェクトホームページでダウンロ
ードも可）に記入、または住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号・年齢・性別・プロフ
ィール（参加しているまちづくり団体
名や町内会・自治会名、学校名・学部
名、これまでの経歴等）・鶴間公園でや
ってみたいことを明示し、電話、ＦＡＸ、
郵送またはＥメールで６月９日まで（必
着）に都市政策課（〒１９４－８５２０、森
野２－２－２２、返０５０・３１６１・５５０２遍ｍ
ｃｉｔｙ３０００＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
へ。保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順）はお問い合わせ下さい。
問都市政策課☎７２４・４２４８

子どもの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、町田市ホームページをご覧下さい。

●親子で田植え体験
　小野路町奈良ばい谷戸で、田植え
を体験してみませんか／着替えをお
持ちのうえ、汚れてもよい服装でお
いで下さい対小学４年生以上の子ど
もとその保護者日６月１１日㈰午前
１０時～午後３時、集合は里山保全活
動事務所（下小山田町）定１５家族（申
し込み順）費１家族１０００円（体験費
用、保険料等）申６月１日正午～４日に
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６コ
ード１７０６０１Ａ）へ問㈵まちだ結の
里事務局☎０９０・２２２５・５４４４、町田
市北部丘陵整備課☎７２４・２１６４
●子どもの心を育むやんちゃ留学
　山形県川西町で自然と触れ合おう
対市内在住の小学３～５年生日８月４
日㈮～８日㈫、４泊５日内農家に宿泊、
地元小学校への一日体験入学、農作
物の収穫体験等定２５人程度（抽選）
費３万９０００円（東京駅からの往復旅
費、滞在費等）申ハガキに住所・氏名
・電話番号・性別・学校名・学年・保護
者氏名を明記し、６月３０日まで（必
着）に東沢山村留学協力会事務局（〒
９９９－０１５１、山形県東置賜郡川西
町大字大舟９８８－４、川西町立東沢
小学校内、☎０２３８・４８・２０１２）へ問
児童青少年課☎７２４・４０９７
●ひなた村

【①糸のこ教室】
対市内在住、在学の小学２年生～１８
歳（小学２年生は保護者同伴）／６月
１０日以降定員に空きがあれば１９歳
以上の方も受け付けます日６月１７日
㈯午後２時～４時内電動糸のこ盤を
使ってパズル等組木のおもちゃ作り
講町田糸鋸の会定１０人（申し込み
順）費３００円（糸のこ１台につき）
【②科学クラブ～動力を使わずに水
が噴き出す！ヘロンの噴水を作って
みよう】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生日６月１８日㈰午前１０時～午後０
時３０分内ヘロンの噴水の歴史、構造
の学習、噴水模型作り等講スバルサ
イエンスクラブ・鵜飼孝治氏定１５人

（申し込み順）費２００円
【③創作童話コンクール作品募集】
対市内在住、在学の小学生～高校生
部門小学校低学年の部、小学校高学
年の部、中学・高校の部作品４００字詰
め原稿用紙（Ｂ４縦書き）８枚以内（表
紙別）、オリジナル作品に限る／作品
は返却しません。なお、作品の著作権
は町田市に帰属します審査員映画作
家・大林宣彦氏、映像作家・小林はく
どう氏表彰部門ごとに町田市長賞１
編、教育長賞１編、審査員特別賞１編、
ひなた村賞５編／表彰式・発表会は

２０１８年２月４日に行う予定です
◇

申①②６月１日午前１０時から電話で
ひなた村（☎７２２・５７３６）へ③規定
の応募用紙（ひなた村、各学校、町田
市民文学館、各市立図書館、市庁舎２

階キッズコーナーに有り）に必要事
項を記入し、作品に題名・ページ・氏
名を明記し、作品２部（コピー可）を９
月９日まで（必着）に郵送でひなた村

（〒１９４－００３２、本町田２８６３）へ

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）へ対市内在住の方（②、⑫を除く）

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 １４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）

２日㈮=午前９時３０分～午後３時３０分、９日㈮=午後１時
３０分～４時／電話予約制（随時）※２日は人権特設相談

④国税相談 ６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 １３日㈫
⑥登記相談 １日㈭
⑦行政手続相談 ８日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 ７日㈬

⑨少年相談 １３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 ６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 ７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）

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

各種相談別冊タウンページ　町田市わたしの便利帳６～９ページを参照

市HP 暮らしに関する相談 検索

南町田プロジェクト　「鶴間公園のがっこう」を開校します


