
10 2017．7．15 電話（☎042・724・5656）やインターネットのイベント申込システム（ イベシスで検索）
で申し込みができます。コード＝インターネットで24時間申し込みができます。イベント申込システム 町田市イベントダイヤル

●町田市民文学館～２歳児あつまれ！
「夏」をあそぼ！
対２歳児とその保護者日７月２７日㈭
午前１０時３０分～１１時３０分場同館２
階大会議室内絵本、紙芝居、わらべう
た遊び等問同館☎７３９・３４２０
●子どもセンターまあち～まあチャ
レ　ワンデイｉｎサマー２０１７
　プラレールやブロック、積み木な
どをたくさん使って、みんなで大き
な作品を作ろう／かき氷などもあり
ます（模擬店は有料）日７月２３日㈰午
後１時～４時問まあち☎７９４・７３６０
●子どもセンターぱお～ぱおの夏ま
つり
日７月３０日㈰午前１０時～午後３時

（雨天実施）内ゲームコーナー、工作、
模擬店（午前１１時から、有料）等／駐
車場は使えません問ぱお☎７７５・
５２５８
●子どもセンターつるっこ～カブト
虫相撲町田場所ｉｎつるっこ
　自分で持ってきたカブトムシで対
戦し、優勝を狙おう対市内在住、在学
の小学生日８月１１日㈷午前１０時～
午後５時定個人戦６４人、団体戦１６組

（１チーム３人以上）、いずれも申し込
み順費個人戦１００円、団体戦１チー
ム３００円／両方、またはどちらか一
方の参加も可申７月１６日午前１０時
３０分から直接または電話でつるっ
こ（☎７０８・０２３６）へ
●ひなた村
【①ひなた村シアター】
日８月３日、１０日、１７日、いずれも木
曜日午前１０時３０分～１１時３０分場
ひなた村第１レクルーム内８月３日＝

「きもだめしのばん」「ドナルドダッ

クの消防夫」　他、８月１０日＝「ミッ
キーマウスのお化け退治」「注文の多
い料理店」　他、８月１７日＝「ディズ
ニーの三びきのこぶた」　他
【②ひなた村シアタースペシャル】
日８月４日（金）午前１０時～正午場ひ
なた村第１レクルーム内「魔女の宅
急便」
【③ピザ窯講習会】
対市内在住、在勤、在学の高校生以上
の方（中学生以下は保護者同伴）日８
月５日㈯午前１０時～午後２時内ピザ
作りをしながらドラム缶ピザ窯の使
い方を学ぶ（受講後に、今後ピザ窯の
利用ができる修了証を交付）定２０人

（申し込み順）費４００円
【④自然木の工作】
対市内在住、在学の小学生とその保
護者日８月１９日㈯午前１０時～午後３
時内丸太いすを作る定１２組（申し込
み順）費１組５００円
【⑤キャンプファイアの夕べ】
対市内在住、在学の小学生とその保
護者日８月２６日㈯午後５時～８時内
キャンプファイア、レクリエーショ
ン等（雨天時は屋内で実施）定８０人

（抽選）
◇

申①②直接会場へ③④７月１５日午前
１０時から電話でひなた村へ⑤往復
ハガキに教室名・住所・参加者全員の
氏名（ふりがな）・電話番号・学年・市
外在住の方は学校名・返信用にも宛
先を明記し、７月３１日まで（必着）に
ひなた村（〒１９４－００３２、本町田
２８６３）へ問ひなた村☎７２２・５７３６
●親子で行く鶴見川源流キャンプ
　自然探検隊の隊員となり、鶴見川

源流域保水の森や川で遊びませんか
？／小学校の校庭にテントを張り、
ベースキャンプとします（夕食付き）
対小学生とその保護者日７月２９日㈯
午後１時～９時、集合は小山田小学校
場小山田小学校、鶴見川源流域保水
の森（上小山田町）内魚捕り、ナイト
ウォーク（天候により、内容の変更有
り ）定３０人（ 申 し 込 み 順 ）費１人
１５００円申参加者全員の住所・氏名・
連絡先・年齢を明記し、ＦＡＸまたはＥ
メールで７月２５日までに、（特）鶴見
川源流ネットワーク事務局（返８６０
・０８３０遍ｇｅｎｒｙｕｔｏｕｒ２０１７＠ｏｆｆｉｃ
ｅ.ｅｍａｉｌ.ｎｅ.ｊｐ）へ（同ネットワーク
ホームページで申し込みも可）問同
事務局☎７９８・２６９３
●親子クッキング
【卵・乳・小麦を使わない豆腐ハンバ
ーグを作ろう！】
対市内在住の小学１～３年生とその
保護者日８月８日㈫午前１０時１５分～
午後１時場健康福祉会館内栄養士の
話、調理実習定１２組（申し込み順）費
大人５００円、小学１～３年生３００円

（食材費）申７月２０日正午～３０日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０７２０Ｄ）へ問保健予防課☎７２２
・７９９６

●夏休み父子ネイチャー工作講座
【父子でつくろう！草玩具と木のメ
ダル】
　ひなた村職員の指導のもと、草を
編んでおもちゃを作ったり、木を磨
いてメダルを作ります対小学１～３
年生とその父親（または祖父）日８月
２０日㈰午前１０時～正午場町田市民
フォーラム定１０組（申し込み順）申７
月２１日正午～８月１３日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コード
１７０７２１Ｂ）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
●夏休み親子教室
【親子ｄｅエコクッキング　食品ロス
を減らそう】
対市内在住、在学の小学生とその保
護者日８月１日㈫午前１０時～午後１
時場町田市民フォーラム講町田地域
活動栄養士会管理栄養士・池田真美
氏定１２組（申し込み順）費１組１０００
円（材料費）申７月２０日正午～２６日
にイベントダイヤル（☎７２４・５６５６
コード１７０７２０Ａ）へ／保育希望者

（１歳以上の未就学児、申し込み順に
６人）は併せて申し込みを問消費生
活センター☎７２５・８８０５

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。

おいで下さい　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」をご覧下さい。
●おいで下さい：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11月15日号です。次回申込期間＝８月
15日～1０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）。市HP 検索市民の広場
問広報課☎７２４・２1０1

いで下さい」のコーナーと、会員募集を掲載する「仲間に」があり、「おい
で下さい」は毎月15日号、「仲間に」は年２回掲載しています。
※ 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、各開催施設へのお問い合わせはご遠慮下さい。
※ 市民サークルに関しての情報は 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。

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!

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

　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。

子育てひろばカレンダー 検索

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
　予約制の相談は、電話で①～⑦市民相談室（☎７２４・２１０２）⑧八王子少年センター（☎
０４２・６７９・１０８２）⑨消費生活センター（☎７２２・０００１）へ対①③～⑧市内在住の方⑨市
内在住、在勤、在学の方

名　称 日　程 予約方法／相談時間

①法律相談 月～金曜日（１７日、２４日
～２８日、３１日を除く） 前週の金曜日から電話で予約

②交通事故相談 １９日、２６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） ２１日、２８日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④国税相談 １８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 ２５日㈫
⑥登記相談 ２０日㈭
⑦行政手続相談 ２７日㈭

⑧少年相談 ２５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

⑨消費生活相談 月～土曜日
来所相談、電話相談ともに随時受付／午前
９時～正午、午後１時～４時
※土曜日は電話相談のみ

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

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
講演「憲法と日本会議」驚愕の実態・講師　俵義文 ７月２２日㊏午後２時～４時 町田市民文学館大会議室 ３００円 彦坂恵子☎７２８・７０４６ 皆さんぜひおいで下さい
中高齢者ヨーガ講習会、全２回 ７月２５日、８月１日午前１０時から 小山市民センター音楽室 １０００円 綱島☎０９０・２４９０・０２８３※要連絡 ショートメールの連絡も可
心に残る懐かしい歌をみんなで一緒に歌いましょう ７月２６日㊌午前１０時３０分から 木曽森野コミュニティセン

ター １０００円 もずの会☎０８０・４８０４・４８７２ 声を出してストレス発散！
趣味のピアノの会弾きたい方集合！アドバイス付き ７月２６日㊌午後２時から 生涯学習センター７階 １０００円 須佐玲子☎７２２・３４９９※要予約 どなたでも参加できます
オペラ歌手と一緒に歌う歌声喫茶・シングハピネス ８月１日㊋午後２時から 生涯学習センター７階 １０００円 堤幸子☎７７０・３０７２※予約不要 どなたでもお気軽にどうぞ
大正琴で昭和の名曲コンサート唄うコーナーも有り ８月３日㊍午後２時～４時ごろ 堺市民センターホール 無料 ふれあいサロン・臼井☎７７３・５４５４ 男性もお出かけ下さい
鶴川レクダンス２０周年記念発表会 ８月８日午前９時３０分 鶴川市民センターホール 無料 小澤☎７３５・９２２２
大村みのり叙情歌コンサート（歌＆ピアノ） ８月１１日㊗午後３時～４時 町田市民フォーラム３階 １０００円 髙橋☎０８０・３３９５・３８９７※要電話 赤とんぼ等皆様もご一緒に
夏休み子ども百人一首かるた会 ８月１２日㊏午後１時３０分～４時３０分 生涯学習センター和室１ 無料 𠮷川☎返７２２・６３７０ 初心者の方も大歓迎！
真夏のフェスタ「オリマナ＆１７１７＆マハロ」 ８月１９日午後０時３０分開演 町田市民フォーラムホール 無料 マハロ☎７２３・２８６０ タヒチアンダンス他
講演会～陸軍登戸研究所と日本の秘密戦 ９月２日㊏午後２時～４時 町田市民フォーラム３階 ５００円 まちだ史考会・稲葉☎０９０・７８０５・５１７５ 直接会場へお越し下さい
レクチャーコンサート・モーツァルトの作品知ろう ９月６日㊌午後２時開演 和光大学ポプリホール鶴川 １５００円 ＣＡＮＯＲＡ☎７２９・４３３１※要予約 講師：鹿又透（声楽家）


