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12月1日～31日「えいごのまちだ」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
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。１２月の
特別プログラムは、「ミニ門松」を予
定しています（開催時間内であれば
何時からでも参加可）。
日１２月９日㈰午前１０時～午後３時
（雨天実施）
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
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
生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催～３水スマイルラウンジ

町 田 の 治 安 を 守 っ た 
小 野 路 農 兵 隊
　慶応２年に結成された小野路農兵
隊は、３年に荻野山中藩陣屋襲撃事
件で浪士を捕縛し、４年には近藤勇
率いる甲

こう

陽
よう

鎮
ちん

撫
ぶ

隊
たい

の援軍として出陣
しました。その結成と実態について
考えます。
日１２月１９日㈬午後１時～２時
場和光大学ポプリホール鶴川１階交
流スペース

講小島資料館館長・小島政孝氏
問生涯学習センター☎７２８・００７１
町田市民文学館

連 句 入 門 講 座
【ゼロから学ぶ「ことば」の曼

まん

荼
だ

羅
ら

】
　連句の入門的な講義と実作体験を
します。
対連句の初心者（初受講者優先）
日１月１５日、２２日、２９日、２月５日、１２日、い
ずれも火曜日午前１０時～正午、全５回
場同館
講和光大学教授・深沢眞二氏
定２０人（申し込み順）
申１２月４日午前９時から電話で同館
（☎７３９・３４２０）へ。
講演会

残響を聴く～町田康が語る 
朔 太 郎 と 中 也 の こ と ば
日１月１９日㈯午後２時～３時３０分
場生涯学習センター
内萩原朔太郎や中原中也の詩につい
ての講演
講作家・町田康氏
定１５０人（申し込み順）
申１２月６日正午～１月１７日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８１２０６Ａへ。
問町田市民文学館☎７３９・３４２０
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１２月２０日㈭午前１０時３０分～１１
時３０分
場町田市民文学館２階大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「小山田与
清」／おはなし＝「不思議なお面」（村
岡花子作）、「やまんばのにしき」（日本
の昔話）、「蜜柑」（芥川龍之介作）
語り手（特）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、１２月１日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。

脂質異常症予防講習会
　短時間で脂質異常症と食事につい
て学ぶことができます（半日コー
ス）。
対市内在住の７４歳以下の方
日１２月２１日㈮午前９時３０分～１１時
４５分
場健康福祉会館
内コレステロールや中性脂肪が気に
なる方向けのメニューの試食、保健
師・栄養士の講話、グループワーク
定３２人（申し込み順）
申１２月４日正午～１３日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１８１２０４Ｃへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６
おいしく！楽しく！健康に！

男 性 料 理 教 室
　栄養バランスが良く、繰り返し作
れるメニューを調理・会食します。

対市内在住の６５歳以上の料理初心
者の男性で、全回参加できる方
日１月８日㈫、１５日㈫、２４日㈭、午前
１０時～午後１時、全３回
場町田市民フォーラム
定２０人（抽選、結果は１２月２６日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申１２月４日正午～１０日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１８１２０４Ｅへ。
※当日の詳細は、町田市シルバー人
材センター（☎７２３・２１４７、受付時
間＝午前９時～午後４時）へお問い合
わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
市民向け

ゲートキーパー養成講座
【若者は何

な

故
ぜ

「死にたい」に追い込ま
れるのか～ネットに助けを求める若
者たち・ゲートキーパーの役割】
　ゲートキーパーとは特別な資格で
はなく、身近な人の悩みに気づき、支
える人のことです。
※手話通訳・要約筆記があります。
日３月１日㈮午後６時３０分～８時
場町田市民フォーラム
講精神保健福祉士・伊藤次郎氏
定１８０人（申し込み順）
申１２月４日正午～２月２８日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８１２０４Ｆへ。
問健康推進課☎７２４・４２３６

●自衛隊町田募集案内所～自衛官候
補生募集
　年間を通じて募集しています。詳
細は同案内所へお問い合わせいただ
くか、自衛隊東京地方協力本部ホー
ムページを参照対採用予定月の１日
現在、１８歳以上３３歳未満の方（ただ
し、３２歳の方は採用予定月の１日か
ら起算して３か月後に達する日の翌
月の末日現在、３３歳に達していない

方に限る）問同案内所☎７２３・１１８６
●東京都住宅供給公社からのお知ら
せ
　詳細は各募集案内を参照

【①公営住宅入居者募集】
　市営住宅（一般世帯単身者向＝１
戸、一般世帯家族向〔２人以上向＝３
戸、３人以上向＝２戸〕、単身者向シル
バーピア＝１戸）、都営住宅地元割当
分（一般世帯家族向＝７戸）申郵送で
１２月１４日まで（必着）

【②東京都施行型～都民住宅入居者
募集】

　都内に居住等、要件有り。同時期に
募集する市営住宅・都営住宅とは住
宅の種類が異なります申郵送で１２
月１３日まで（必着）

◇
　募集案内は１２月３日から①１２月１２
日まで②１２月１１日まで、市庁舎１階
総合案内、各市民センター、町田・南町
田・鶴川の各駅前連絡所、木曽山崎・
玉川学園の各コミュニティセンター、
同公社町田窓口センター、都庁等（②
のみ）で配布（配布期間中に限り同公
社ホームページでダウンロードも可）

／各施設で開所日時が異なります問
同公社都営住宅募集センター①☎
７１３・５０９４②☎０３・３４９８・８８９４
●東京都福祉保健局～「調理師業務
従事者届」の提出について
対都内で調理業務に従事している調
理師（調理師免許保持者）の方申所定
の用紙（都内の保健所窓口で配布、東
京都福祉保健局のホームページでダ
ウンロードも可）に、１２月３１日現在の
就業状況等を記入し、１月１５日まで（消
印有効）に郵送で指定の届け先へ問同
局健康安全部☎０３・５３２０・４３５８

情報コーナー

●子どもセンターぱお☎７７５・５２５８
【ぱおのあったか冬フェスタ】
日１２月１５日㈯午前１０時～午後３時
内工作コーナー、ステージ発表、模擬
店（午前１１時から、有料）、子ども委
員会によるゲームコーナー等
●大地沢青少年センター☎７８２・
３８００

小学生４００円申１２月１日午前９時か
ら電話で同センターへ／ＪＲ横浜線
相原駅西口～同センター間の無料送
迎バスを運行します
●町田市民文学館☎７３９・３４２０
【ことばらんどのクリスマスおたの
しみ会】
　大人も子どもも、一緒に楽しいク

【親子陶芸教室Ⅱ】
　世界にひとつだけのマグカップや
お皿を作りませんか対市内在住、在
学の小学生で、陶芸初心者の親子日
１２月２３日㈷、１月２０日㈰、午前１０時
～午後３時、全２回場同センター内１
日目＝粘土を成型、２日目＝絵付け
定３０人（申し込み順）費大人８００円、

リスマスを過ごしましょう対３歳～
小学生とその保護者日１２月２４日

（振休）午前１０時３０分～１１時３０分
場同館内身体や声を使った言葉遊び
やリトミックの体験講リトミック講
師・定成淡紅子氏定５０人（申し込み
順）申１２月４日午前９時から電話で
同館へ

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。

市HP 暮らしに関する相談 検索暮らしに関する相談
名　称 対　象 日　時 申し込み等

①法律相談 市内在住の方 月～金曜日 相談時間はお問い合わせ下さい 前週の金曜日から電話で予約

電話で市民相談室
（☎7２４・２１０２）へ

②交通事故相談 １２日㈬ 午後１時３０分～４時 相談日の１週間前から電話で予約
③人権身の上相談（人権侵害などの問題）

市内在住の方

7日、１４日㈮ 午後１時３０分～４時 電話予約制（随時）
④国税相談 ４日㈫

午後１時３０分～４時 電話予約制（次回分まで受け付け）
⑤不動産相談 １１日㈫
⑥登記相談 6日㈭
⑦行政手続相談 １３日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 ５日㈬
⑨少年相談 １１日㈫ 午前９時～午後４時 事前に電話で八王子少年センター（☎０４２・67９・１０８２）へ
⑩国の行政相談 ４日㈫ 午後１時３０分～４時 直接市民相談室（市庁舎１階）へ⑪建築・耐震相談 ５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、LGBT等） 市内在住、在勤、在学の方 月～土曜日 午前９時３０分～午後４時（水曜日の

み午後１時～８時〔第３水曜日を除く〕）
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎7２１・４８４２）へ
※法律相談有り＝要予約

⑬空家に関する相談窓口（弁護士・
宅地建物取引士）

市内に空家を所有の方、市内在住で今後
空家になるおそれのある家屋を所有の方 １０日㈪ 午前９時～正午（相談時間は５０

分）
前週の水曜日午後４時までに、電話で住宅課（☎7２４・４２6９）へ
※第２・４月曜日（祝休日の場合は火曜日）に実施／第４月曜日は税理士も同席

各種相談①～⑫は、別冊タウンページ　町田市わたしの便利帳7～１１ページを参照


