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　屋上花畑運営サポーター（学生
ボランティア）が優しく楽しく教
えます。
対市内在住、在勤、在学の方（小学
３年生以下は保護者同伴、見学の
みも可）
日２月１１日㈷、午前１０時～１１時、
午前１１時～正午
場市庁舎　
内屋上花畑の花や町田の自然の中
で採れる植物を使ってＵＶレジン
でストラップを作る
定各１５人（申し込み順）

費３００円
申１月１８日正午～２月５日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１８０１１８Ｂ）へ（申し込みは５人ま
で）。

新規ボランティア募集
　屋上花畑の草花の植え付けや野菜
の種まき、収穫などの維持管理をし
ていただくボランティアと、屋上花
畑のＰＲイベントの企画や実施をし
ていただく運営サポーターを募集し
ます。

対①屋上花畑ボランティア＝市
内在住、在勤、在学の方②屋上花
畑運営サポーター＝１５～２５歳
の学生（中学生を除く）
活動期間４月１日～２０１９年３月
末
定①４０人程度②１５人程度（抽
選）
申所定の応募用紙（庁舎活用課
〔市庁舎５階〕で配布、町田市ホ
ームページでダウンロードも
可）に記入し、直接、郵送、ＦＡＸ

※駐車台数に限りがあります。
定４０人（申し込み順）
申１月１８日正午～２月７日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コー
ド１８０１１８Ａ）へ。

　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
（29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 17日、24日、
31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） 19日、26日㈮ 電話予約制（随時）／午後1時30分～4時

④国税相談 16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 23日㈫
⑥登記相談 18日㈭
⑦行政手続相談 25日㈭

⑧少年相談 23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

暮らしに関する相談

市HP 暮らしに関する相談 検索

7月頃の屋上花畑の写真

またはＥメールで３月８日午後５時ま
で（必着）に庁舎活用課へ。
【ボランティア募集説明会を開催】
日２月１１日㈷午前１０時３０分～正午
場市庁舎

ソフトダーツ日程表
日　　　時 場　　　所 講　　　師

2月4日㈰ A 午前9時30分～11時30分 本町田小学校
プロダーツプレーヤー

山口裕輝氏
B 午後2時30分～4時30分 木曽山崎コミュニティセンター

2月18日㈰ A 午前9時30分～11時30分 本町田小学校
B 午後2時30分～4時30分 木曽山崎コミュニティセンター

2月24日㈯ 午後1時30分～4時 ひなた村 プロダーツプレーヤー
森田真結子氏

市庁舎４階屋上花畑の花を使って

ストラップを作ってみよう
問庁舎活用課☎724・2１65

2月、3月の母子健康案内　お気軽にご相談下さい　※プレママクッキングを除き、各日とも同一内容です。� ※詳細はまちだ子育てサイトでもご覧いただけます。

事業名 対　象 会　場 開催日 時　間 内　容／その他 問い合わせ

プレママ・パパクラス（申し込み制）
申イベントダイヤル（☎724・5656
コードAコース=170301Ｍ、Bコー
ス＝170301Ｎ）へ

16～35週の妊
婦とその夫 健康福祉会館

Aコース
2月2日、3月2日㈮ 午後1時30分～

4時 妊娠中の過ごし方、歯の衛生等

保健予防課
地域保健係

☎725･5127

2月9日、3月9日㈮ 午後1時30分～
4時 分娩経過とリラックス法等

Bコース 2月17日、3月17日㈯ 午前10時～正午 もく浴実習、妊婦体験等

乳幼児・母性相談
※母子健康手帳をお持ちのうえ、直
接会場へおいで下さい。

2か月以上の未
就学児とその保
護者

健康福祉会館 2月13日(火）、26日㈪、3月12日㈪、
26日㈪

受け付け＝午前
9時45分～11時
30分、午後1時
30分～3時

身長･体重測定、保育相談、栄養
相談、歯科相談、母親のからだ
や気持ちの相談

鶴川保健センター 2月5日、3月5日㈪
子どもセンターばあん 2月9日、3月9日㈮
忠生保健センター 2月19日、3月19日㈪
小山市民センター 3月7日㈬

母性保健相談、母乳育児相談
申来所相談と乳房マッサージは要
予約、電話で保健予防課へ

市 内 在 住 の 方
（里帰り中の方
の参加も可）

健康福祉会館 2月1日、8日、15日、22日、3月1日、
8日、15日、22日、29日㈭

午 前10時 ～ 正
午、午後1時～3
時

助産師による相談、乳房マッサ
ージ～電話相談は随時可、健康
福祉会館（☎725・5419）へ

プレママクッキング（申し込み制）
申イベントダイヤル(☎724･5656
コード170315Ｐ）へ

16～35週の妊
婦 健康福祉会館 2月22日、3月15日㈭ 午前10時～午後

1時
調理実習、会食、妊娠中の食生
活の話
費500円（食材費）

保健予防課
保健栄養係

☎722・7996
離乳食講習会(初期・後期）、幼児食
講習会(いずれも申し込み制)
申イベントダイヤル(☎724･5656
コード 初 期= 1 7 0 3 1 5 Ｓ、 後 期
=170315Ｋ、幼児食=170418Y）へ

4～6か 月 児 の
保護者

健康福祉会館
初期

2月14日㈬、27日㈫、3月
13日㈫

午前10時5分～
11時45分

離乳食の話と試食
鶴川保健センター 3月20日㈫ 午後1時40分～

3時20分

8～10か月児の
保護者

健康福祉会館
後期

2月19日、3月5日㈪ 午前10時5分～
11時40分 離乳食後期の話と試食、歯の話

鶴川保健センター 3月20日㈫
1歳6か月～2歳
0か月児の親子 健康福祉会館 幼児食 2月8日、3月8日㈭ 午前9時55分～

11時45分 親子遊び、幼児食の話と試食

●町田市民文学館～２歳児あつまれ！
「冬」をあそぼ！
対2歳児とその保護者日1月25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
●子どもセンターただＯＮ～開館４
周年記念イベント　ただＯＮパーテ
ィー４
　子ども委員会「Ｔ・Ｈ・Ｄ！！！」と地域
の方々を中心に楽しいイベントを行
います日1月28日㈰午前10時～午
後3時（通常開館は午後6時から）内
和太鼓や大道芸等のステージ発表、
遊びコーナー、簡単工作、模擬店（有
料）等／駐車場は使えません問ただ
ＯＮ☎794・6722
●大地沢青少年センター～親子ピザ
クッキング
　ドラム缶窯でピザを作ります／ド
ラム缶窯の個人利用が可能になる講
習会ではありません対市内在住、在
学の小・中学生とその保護者日2月4
日㈰午前10時～午後2時場同センタ
ー／ＪＲ横浜線相原駅西口～同セン
ター間の送迎バスを運行します定
30人（申し込み順）費1人500円申1
月15日午前9時から電話で同センタ
ー（☎782・3800）へ

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。

●ひなた村
【科学クラブ～パラボラの不思議を
解き明かそう！】
対市内在住、在学の小・中学生日2月
18日㈰午前10時～正午内パラボラ
の模型作りと実験、解説等（小学校中
・高学年向けの内容）講工学博士・伊
藤泰郎氏定15人（申し込み順）費
300円

【たきび あそび よろこび】
対市内在住、在学の小学3～6年生日
2月25日㈰午前10時～午後3時30分
内たき火で野焼き土鈴作り、森で外
遊び定20人（申し込み順）費300円

◇
申1月15日午前10時から電話でひ
なた村（☎722・5736）へ
●親子・３世代チームで大会出場！は
じめてのソフトダーツ体験講座
　初心者対象のソフトダーツ講座で
す。1、2回目は2つの会場に分かれて
ダーツの基礎やカウントアップを学
び、3回目に合同ダーツ大会を行い
ます対小学生とその保護者（祖父母
との3世代チームも可）定1チーム2
～4人、A・B各8組（申し込み順）申1
月15日午前9時から電話で生涯学習
センター（☎728・0071）へ


