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催し・講座

上演します。
公演終了後は、和太鼓演奏のワー
クショップを行います。参加者は公
演終了後に会場で募集します。
東京２０２０公認文化オリンピアード
日１月１７日 ㈬ 午 後７時 ～８時２０分
～市民協働型事業
（ワークショップは午後９時まで）
和太鼓×民俗舞踊×町田
※ワークショップのみの参加はでき
【玉川大学アメリカ桜祭り公演より】 ません。
場町田市民ホール
玉川大学芸術学部生による、和太
定６００人（申し込み順）
鼓演奏と創作民俗舞踊の公演です。
※ワークショップは２０人まで。
同大学は、毎年アメリカのワシント
申１次受付＝１２月１５日正午～１９日
ンＤ．Ｃ．やフィラデルフィアの桜祭
午後７時にイベシスコード１７１２２０
りに出演しています。
Ａへ／２次受付＝１２月２０日正午～１
この度、
市と玉川大学が協働し、東
月14日にイベントダイヤル（☎７２４
京２０２０オリンピック・パラリンピ
ックを盛り上げるための文化プログ
・５６５６）またはイベシスへ。
ラムとして、アメリカ桜祭り公演を
問文化振興課☎７２４・２１８４

子どものイベントカレンダー
●町田市民文学館
【２歳児あつまれ！
「お正月」
をあそぼ！】
対２歳児とその保護者日１２月２６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
【ことばらんどでお正月！】
対①小学生②③中学生以上の方④小
学生以上の方日①１月６日㈯午前１０
時～正午②１月６日㈯午後１時３０分
～３時３０分③１月７日㈰午後２時～４
時④１月８日㈷午後１時～３時３０分場
同館内①初めての人の百人一首カル
タ会～坊主めくり、
ちらし取り、源平
合戦等②文学館で歌会始～現代短歌
で学ぶ短歌実作講座
（初心者向け、作
品発表有り）③初心者のための百人
一首カルタ会（１人での参加も歓迎）
④新年を寿ぐ！はじめてのお能体験
ことほ

イベントカレンダー
●市内の５つの球場の外野（芝生部
分）
を無料開放します
親子でボール遊びもできます日１
月６日㈯～２月１２日（振休）の土・日
曜日、祝日、午後３時～４時３０分／チ
ーム練習、
バット
（プラスチック製は
可）
、
スパイクの使用はできません場
・問町田市民球場☎７２０・０６１１、小
野路球場☎７３７・３４２０、鶴川球場☎
７３４・１９３８、藤の台球場☎７２２・
６９８０、三輪みどり山球場☎０４４・
９８７・１４４４
●市立総合体育館
【①てくてく親子体操教室
②わくわく親子体操教室】
対市内在住、在学の①２歳～２歳５か
月の幼児とその保護者②３歳～３歳
１１か月の幼児とその保護者日１月
１２日～３月１６日の金曜日、①午前９
時３０分～１０時２０分②午前１０時４０
分～１１時４０分、各全１０回定各２５組
（抽選）
費各４７００円
【③ニュースポーツ
（姿勢改善ポール
ウォーキング）
体験教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日１月２６日～３月１６日の金曜日
（２月９日を除く）
、午前１０時～１１時
３０分、全７回定２０人（抽選）費２３００
円
◇
申往復ハガキ（①②１組１枚③１人１
枚）
に必要事項を明記し、１２月２２日
まで（消印有効）に同館へ（同館ホー
ムページで申し込みも可）問同館☎

ご利用下さい！

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。

情報コーナー
●町田市シルバー人材センター～初
心者向けパソコン講習会
日１月９日～１２日、午前９時～正午、１
月１６日～１９日、午後１時～４時場わ
くわくプラザ町田費１コース６５００
円申ハガキに講座名・受講日・住所・
氏名・電話番号を明記し、同センター
（〒１９４－００２２、森野１－１－１５、☎
７２３・２１４７）へ
●町田商工会議所～リテールマーケ
ティング検定試験 ２・３級１日集中
直前講座
日３級＝１月７日、２級＝１月１０日、午
前９時～午後５時／最低受講人数に

満たない場合は中止の場合も有り費
１万９８００円（税込み、教材・ハンドブ
ック代）申電話で同会議所（☎７２２・
５９５７、受付時間＝午前９時～午後５
時、土・日曜日、祝日を除く）へ
●八王子都税事務所～年末年始にお
ける窓口業務案内
都税事務所・都税支所・支庁・都税
総合事務センター・自動車税事務所
での都税の申告・納税・証明等の事務
の取り扱いは、１２月２９日～１月３日
はお休みです。この期間に、申告書・
申請書を提出する場合は、都税事務
所・都税支所等に設置している「申告
書等受箱」を利用して下さい問同事
務所☎０４２・６４４・１１１２

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。

教室講①②歌人・天野慶氏③高砂か
るた会代表・喜谷敏夫氏④シテ方金
春流能楽師・井上貴覚氏定①２５人②
１５人③１６人④小・中学生８人、高校
生以上７人（いずれも申し込み順）申
１２月１５日午前９時から直接または
電話で同館へ
◇
問同館☎７３９・３４２０
●子どもセンターばあん～ふゆまつ
り
日１２月１７日㈰午前１０時～午後３時
場子どもセンターばあん、金森むつ
み児童公園内ゲームコーナー、ステ
ージ発表、工作、模擬店問ばあん☎
７８８・４１８１
●子どもセンターただＯＮ～クリス
マスデー
日・内１２月２３日㈷①かんたんクッ

キング＝午前１０時３０分～正午②糸
●ひなた村
のこでオーナメント＝午後１時～３
【科学クラブ～コマを作って戦って
時③わくわくタイム＝午後３時～４
みよう コマの科学】
時（①②は材料が無くなり次第終了） 対市内在住、在学の小学生日１月１４
費①１００円問ただＯＮ☎７９４・６７２２
日㈰午前１０時～正午内コマの仕組
み解説、金属コマの作成、コマ大戦講
●子どもセンターまあち
子どもコマ大戦コーディネーター・
【ウインターイベント２０１７】
津 田 修 氏定１６人（ 申 し 込 み 順 ）費
日１２月２３日㈷午後１時～４時内ステ
５００円
ージ発表、工作、調理体験（有料）、１２
【キンボールスポーツ教室】
月生まれのお祝い、町田警察署のコ
直径約１２０ｃｍの大きなボール（キ
ーナー等
ンボール）を使ったスポーツです対
【まちぴょんキッズＩＮ旭町】
市内在住、在勤、在学の小学４年生以
乳幼児プログラムを出張で行いま
上の方日１月２４日～３月１４日の水曜
す対乳幼児とその保護者日１２月２５
日、午後３時３０分～５時、全８回定１５
日㈪午前１０時３０分～１１時３０分場
人（申し込み順）
サン町田旭体育館多目的室内親子体
◇
操、手遊び、工作等
申１２月１５日午前１０時から電話でひ
◇
なた村（☎７２２・５７３６）へ
問まあち☎７９４・７３６０

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。

７２４・３４４０
●サン町田旭体育館～リラ
ックス＆リフレッシュ体操
教室
対市内在住、在勤、在学の４０歳以上
の方日１月１２日～３月１６日の金曜日
（１月１９日を除く）、午後１時１５分～
２時３０分、全９回定５０人（抽選）費
３１００円申往復ハガキに必要事項を
明記し、１２月２５日まで（必着）に同
館へ問同館☎７２０・０６１１
●市立室内プール
【小学生スクール５期Ａ～Ｃ
（火・木コース）、Ａ（水コー
ス）
】
対小学生日①火コース＝１月９日～３
月１３日②水コース＝１月１０日～３月
１４日③木コース＝１月１１日～３月
１５日、①③午後４時３５分～７時４５分
②午後５時４０分～６時４０分、各１時
間（要問い合わせ）、各全１０回定各
６０人（抽選）費各８０００円申往復ハガ
キに必要事項を明記し、１２月２１日
まで（必着）に同プールへ問同プール
☎７９２・７７６１
●町田市フォトサロン～うめ写真展
作品募集
日本各所で撮影した早春彩る梅の
写真を募集します定３０人（先着順）
費５００円（１人２点まで）写真サイズ
Ａ４、６つ切り（ワイド可）申応募票に
記入し、作品が折り曲がらないよう
封筒などに入れて、１月７日午前１０
時から直接同サロン１階受付へ問同

移動図書館 “そよかぜ号”

サロン☎７３６・８２８１
●小野路宿里山交流館
【年末大野菜市】
新鮮な地元産野菜を販売します日
１２月２３日㈷午前１０時～午後３時
【春の七草寄せ植え体験＆七草粥の
ランチ】
竹の植木鉢に寄せ植えし、お持ち
帰りいただきます日１月７日㈰午前
１０時 ～ 午 後１時定１０人（ 申 し 込 み
順）費１５００円（材料代、昼食代）
申１２
月２２日正午からイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６コード１７１２２２Ａ）へ
【新春里山子ども習字展】
小野路周辺の子どもたちの習字作
品を土蔵で展示します日程１月４日
㈭～３１日㈬

【書き初め会】
「福」
「寿」の２文字をリレー方式で
書き初めします。汚れても良い服装
でおいで下さい／書き初め用の筆は
用意しています（自分の筆を持参し
ても可）日１月１４日㈰午前１０時～午
後３時定２０人（先着順）
◇
問同館☎８６０・４８３５
●町田市民ホール～全館休館のお知
らせ
２０１９年２月７日 ㈭ ～３月１５日 ㈮
は、改修工事のため全館休館します
／休館に伴い、２０１８年２月７日㈬の
抽選会は行いません問文化振興課☎
７２４・２１８４、町田市民ホール☎７２８
・４３００

暮らしに関する相談
予約制の相談は、電話で①～⑤市民相談室（☎724・2102）⑥消費生活センター（☎
722・0001）
へ対①③～⑤市内在住の方⑥市内在住、在勤、在学の方
検索
市HP 暮らしに関する相談
名 称
日 程
予約方法／相談時間
月 ～ 金 曜 日 前週の金曜日から電話で予約
①法律相談
（25日～29日 ※12月22日は予約受付を行いません。次回分
を除く）
は1月5日に受け付けます。
相談日の1週間前から電話で予約／午後1時
②交通事故相談
20日㈬
30分～4時
③人権身の上相談（人権
15日、22日㈮ 電話予約制（随時）／午後1時30分～4時
侵害などの問題）
④国税相談
19日㈫
電話予約制（次回分まで受け付け）／午後1時
30分～4時
⑤登記相談
21日㈭
来所相談、電話相談ともに随時受付／午前9時
⑥消費生活相談
月～土曜日
～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

詳細はお問い合わせ下さい。 問さるびあ図書館☎722・3768

町田市立図書館

検索

