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町田市イベント申込システム

イベントカレンダー

インターネットのイベント申込システムで申し込みができます。コード番号を入力し２４時
間申し込みができます。
※イベシスで１次受付を行う催し・講座の募集数は定員の半数です。

イベシス 検索

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。

●市立総合体育館☎７２４・
アシュタンガヨガインストラクター
３４４０
・内田広美氏定各１２人（申し込み順）
【①フィジカルトレーニング
費３０００円（保険料、指導料込み）／
教室】
ヨガマット貸し出し＝１００円（初回
対市内在住、在学の小学３～６年生日
無料）、ヨガマットの持参も可
２月１５日～３月１５日の金曜日、午後 【自然観察教室 野鳥編～冬の野鳥
４時３０分～５時４５分、全５回内学童
観察】
期に必要な体幹や瞬発力を養うトレ
大人１人での参加も歓迎です対小
ーニング講同館指導スタッフ定３０
学４年生以上の方（保護者同伴の場
人
（抽選）
費１４００円
合は小学４年生未満の参加も可）日１
【②脳を鍛えるリフレッシュ体操教室】
月２６日㈯午前９時～正午講日本野鳥
対市内在住、在勤のおおむね６０歳以
の会・島津哲也氏定２０人（申し込み
上の方日２月２０日～３月１３日の水曜
順）費中学生以上５００円、小学４～６
日、午前１０時～１１時３０分、全４回内
年生３００円（保険料・材料費込み）／
運動しながら脳を刺激できるスポー
大人１人につき小学４年生未満１人ま
ツを通じ、認知症予防及び介護予防
で無料
の普及啓発を図る定２０人（抽選）費
◇
１０００円
申１月１５日午前９時から電話で同公
◇
園へ（受付時間＝午前９時～午後５
申往復ハガキに必要事項を明記し、
時、土・日曜日、祝休日も可）
①１月２２日まで②１月３１日まで（い
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
ずれも消印有効）
に同館へ（同館ホー 【２０１８年 私のこの一枚写真展】
ムページで申し込みも可）
皆さんから募集した「おすすめの
●野津田公園☎７３６・３１３１
この一枚」を展示します日２月６日㈬
～１７日㈰
【アクティブヨガ教室～月
●ふるさと農具館☎７３６・８３８０
替わりのテーマで体づくり】
対２０歳以上の方日２月１２日、１９日、 【なたね油しぼりの実演と販売】
２６日、３月１２日、１９日、２６日、いずれ
七国山地区で栽培しているなたね
も火曜日、午前９時３０分～１１時、午
から、油をしぼります。油は、２５５ｇ
前１１時３０分～午後１時、各全６回講
ビン１本７００円で販売します日１月

受付開始】
スキー・スノーボード教室（自費）
もありますので、初心者でも安心で
す。スキー・スノーボードのレンタル
もできますので、受付時にお申し込
み下さい／添乗員は同行しません。
現地係員が対応します対市内在住、
在勤、在学の方とその同行者日３月２
日㈯午前７時～３日㈰午後５時ごろ、
１泊２日、集合は町田ターミナルプラ
ザ、解散は町田駅周辺（予定）宿泊先
町田市自然休暇村（長野県南佐久郡
川上村）定４０人（抽選）／最少催行人
数は３５人です費中学生以上１万８８００
円、小学生以下１万６８００円（交通費、
宿泊費、リフト代、１日目夕食～２日
目昼食、保険料含む）／旅行条件書、
振込先は申込者に別紙でご連絡しま
す旅行企画・実施ＪＷＴジャパンウイ
ンズツアー（株）、長野県知事登録第
２－３９９号、全国旅行協会会員・長野
県旅行業協会会員（長野県佐久市今
井５３３－１、☎０２６７・６６・１２６８
〔代〕）、利用バス会社＝信濃バス（長
野県南佐久郡川上村樋沢２３４）申１
月１５日午前９時～２月３日午後５時に
電話で自然休暇村（錆０１２０・５５・
２８３８）へ／２月２０日以降の取り消
しはキャンセル料が必要です

１９日、２月１６日、３月１６日、いずれも
土曜日、販売時間＝午前９時３０分か
ら（数に限り有り、売り切れ次第終
了）、実演時間＝午前１１時～午後２時
● 小 野 路 宿 里 山 交 流 館 ☎８６０・
４８３５
【うどん作り教室】
小野路の郷土料理である「小野路
うどん」を作ります日２月１９日㈫午
前１０時３０分～正午定８人（申し込み
順）費１０００円（材料代）申１月３０日
正午からイベントダイヤル（☎７２４
・５ ６ ５ ６）ま た は イ ベ シ スコード
１９０１３０Ａへ
【しいたけ植菌体験教室】
原木にドリルで穴をあけて、しい
たけの植菌をします。原木はお持ち
帰りいただきます日①２月２３日㈯②
２月２４日㈰、午前１０時～午後３時（作
業時間は１時間程度）定各１５組（申し
込み順、原則２人１組）／申込時に希
望時間を伝えて下さい（１時間ごと、
各最大３組まで）費１組２０００円（材料
代）申１月３０日正午からイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード①１９０１３０Ｂ②１９０１３０
Ｃへ
●町田市自然休暇村☎０２６７・９９・
２９１２
【スキー・スノーボードツアー３回目

市民の広場

【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5月１５日号です。次回申込期間＝2月
１５日～4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
検索
田市ホームページでダウンロードも可）。市HP 市民の広場
問広報課☎７２４・２１０１

「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
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 まちだ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。

おいで下さい 特定の期日に行うイベント
催

し

名

日

時

会

場

合気道と護身術で自分の身を守る方法

１月２０日、２７日㊐午前９時３０分から

図師小学校体育館

はじめよう！車いすダンス・スポーツ

１月２０日㊐午後３時～６時

中高齢者（初心者）ヨーガ講習会

費

用

連

絡

先

備考（対象等）

茂野忠昭☎７９８・２３３５

初心者と子供が対象

サン町田旭体育館多目的室 無料

内田☎７９１・０３１１

車いすの方・健常者・歓迎

１月２２日㊋午前１０時～１１時３０分

小山市民センター音楽室

クシマ☎０８０・４６１９・５２３１※要連絡

体が硬くても大丈夫

町田二中吹奏楽部７０ＯＢｂａｎｄ第３回定期演奏会

２月２日㊏午後１時から

和光大学ポプリホール鶴川 無料

心身の健康に良い太極拳をしませんか

２月７日㊍午前１０時から

木曽森野コミュニティ

小林☎７９１・１５９３

動きやすい服装でどうぞ

定期和太鼓公演「町躍皷和太鼓コンサート２０１９」

２月１０日㊐午後２時開場、３時開演

和光大学ポプリホール鶴川 ５００円

町躍皷事務局☎０７０・５５４３・０２８５

事前申し込みが必要です

ピアノのある方で認知症予防に興味のある方

２月１３日㊌午後１時～2時

生涯学習センター音楽室1

５００円

須佐☎７２２・３４９９

経験は問いません

鶴川市民

２０００円

久保☎０９０・５４１９・４６３７

１０００円

木目田☎７９６・４８４６

うたしあの会

みそづくり

大豆

お気軽にどうぞ

麹

自然農法産 ２月１７日㊐午後１時３０分～４時

視覚にハンディのある人とのハイキング

２月１７日、３月１７日午前８時３０分

セン
ター

無料

セン
ター

第２会議室

小田急線町田駅西口集合

５００円
無料

江口☎０９０・５５０５・８００１

要予約
要申込

暮らしに関する相談
名

称

①法律相談

対

日

市内在住の方

月～金曜日

④国税相談
⑥登記相談

18日、25日㈮

市内在住の方

22日㈫
17日㈭
24日㈭

⑧少年相談

22日㈫

⑨電話による女性悩みごと相談
市内在住、在勤、在学の方
（家庭、人間関係、女性への暴力･LGBT等）
市内在住、在勤、在学の方

市内に家屋を所有の方
⑪空家に関する相談窓口
（弁護士・税理士・宅地建物取引士）
（空家・居住中問わず）

ご利用下さい！

相談時間はお問い合わせ下さい

移動図書館“そよかぜ号”

検索

申し込み等
前週の金曜日から電話で予約
相談日の1週間前から電話で予約

午後1時30分～4時

電話予約制（随時）

午後1時30分～4時

電話予約制（次回分まで受け付け）

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

15日㈫

⑦行政手続相談

⑩消費生活相談

時

16日、23日、30日㈬ 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）
⑤不動産相談

市HP 暮らしに関する相談

象

②交通事故相談

片倉城跡・井の頭公園

電話で市民相談室
（☎724・2102）へ

月～土曜日

へ
午前9時30分～午後4時（水曜日のみ 電話で男女平等推進センター相談専用電話
（☎721・4842）
午後1時～8時
〔第3水曜日を除く〕
） ※法律相談有り＝要予約

月～土曜日

午前9時～正午、
午後1時～4時

電話で消費生活センター相談専用電話（☎722・0001）へ
※来所相談、電話相談ともに随時受付
※土曜日は電話相談のみ

午前9時～正午
（相談時間は50分）

へ
前週の水曜日午後4時までに、
電話で住宅課
（☎724・4269）
※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

28日㈪

詳細はお問い合わせ下さい。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131

町田市立図書館

検索

