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催し・講座
６０分で書ける！

新聞の見出しから作る
短 編 小 説 教 室

対①小学４年生～中学生②高校生以
上の方
日２月１７日㈰①午前１０時～正午②
午後２時～４時
場町田市民文学館
講ブックカフェ「６次元」主宰・ナカ
ムラクニオ氏
定各１５人
（申し込み順）
申２月１日午前９時から電話で同館
（☎７３９・３４２０）
へ。
鶴見川源流保水の森植樹会

森

を

つ

く

ろ

う

苗を植えて、カブトムシの森を育
てませんか。
※中学生以下は保護者同伴でおいで
下さい。
日２月１０日㈰午後１時～４時（小雨実
施、荒天時は小山田桜台集会所で講
話のみ実施）
、
集合は小山田バス停
内講話、
植樹体験、
鶴見川源流保水の
森の散策
（アップダウン有り）
講慶應義塾大学名誉教授・岸由二氏
定２０人
（申し込み順）
持ち物帽子、
軍手、
雨具
※長袖、長ズボン、しっかりした靴
（長靴・軽登山靴）
でおいで下さい。
申参加者全員の住所・氏名（ふりが
な）
・電話番号・年齢・性別を明記し、

イベントカレンダー
●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【栄養講座～スポーツをす
る小学生から中学生の食事】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日３月２５日㈪午前１０時３０分～
１１時３０分内スポーツをしている小
・中学生に必要な栄養の特徴や食事
バランスの整え方等を紹介講管理栄
養士・舩戸佐代子氏定１５人（抽選）
申
往復ハガキに必要事項を明記し、２
月１５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）
【まちだスポーツ広場】
直接会場へおいで下さい対市内在
住、在勤、在学、在園の方日３月２２日
㈮午後３時～５時３０分内２０２０年東
京オリンピック・パラリンピック種
目
（ボッチャ・卓球・バドミントン・バ
スケットボール）
の体験

２月５日まで（必着）にハガキ、ＦＡＸま
たはＥメールで（特）鶴見川源流ネッ
トワーク事務局（〒１９４－０２０４、小
山田桜台２－４－１４－１０５、返８６０・
０８３０遍ｇｅｎｒｙｕｔｏｕｒ２０１８＠ｏｆｆｉｃｅ．
ｅｍａｉｌ．ｎｅ．ｊｐ）へ（鶴見川源流ネット
ワークホームページで申し込みも
可）
。
問同事務局☎７９８・２６９３、町田市農
業振興課☎７２４・２１６４

分～午後５時（土・日曜日を除く）
※１２日は正午から、２２日は午後４時
までです。
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
問住宅課☎７２４・４２６９

薫製箱で基本的な薫製をして、その
利用について学びます。講習受講後
は、ピザ窯・薫製箱の個人利用ができ
ます。
対１５歳以上の方（中学生を除く）
日２月１７日㈰午前１０時～午後３時
マ タ ニ テ ィ ヨ ガ
定２０人（申し込み順）
費４００円
対市内在住の妊娠４か月以降で安定
申２月１日午前９時から電話で同セン
期の方
ターへ。
※かかりつけの医師に相談のうえ、
【③めざせデビュー！キャンプ体験
お申し込み下さい。
文学館でたのしむ
日２月２０日㈬午前１０時３０分～１１時
会】
おとなのためのおはなし会
１０分
日帰りで行う体験会です。
場子どもセンターつるっこ
対市内在住、在勤、在学のテント泊未
保育希望者以外は直接会場へおい
講ヨガ講師・池末玲氏
経験の家族
で下さい。
定６人（申し込み順）
※同体験会に参加したことがない方
日２月２１日㈭午前１０時３０分～１１時
申２月９日午前１０時３０分から直接ま
が対象です。
３０分
たは電話でつるっこ
（☎７０８・０２３６）
日３月９日㈯午前１０時～午後３時（雨
場町田市民文学館２階大会議室
天実施）
内町田ゆかりの作家紹介＝「八木義
へ。
内テント張り体験、まき割り・火おこ
德」／おはなし＝「サーカスのライオ
大地沢青少年センター
し体験、飯盒体験（予定）
ン」
（川村たかし作）、
「ほうき屋のシ
ョーン」
（アイルランドの昔話）、
「金 【①青空アトリエ】
定６組（抽選）
の毛が三本ある悪魔」
（グリム童話）
費小学生以上１人２００円
毎月第２日曜日に、電動糸のこや
語り手
（特）まちだ語り手の会
申ハガキに住所・電話番号・送迎バス
のこぎりなどを使い、木やまゆ等で
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
の利用の有無と、参加者全員の氏名
椅子やクラフトを作ります。２月の
申し込み順に６人）
は、
２月１日午前９時
・年齢（学年）を明記し、２
特別プログラムは、
「おひなさまパズ （ふりがな）
から電話で同館
（☎７３９・３４２０）
月１５日まで（必着）に大地沢青少年
ルセット」を予定しています（開催時
へ。
間内であれば何時からでも参加可）。 センター（〒１９４－０２１１、相原町
団地街～写真で巡る団地の時間
５３０７－２）へ。
日２月１０日㈰午前１０時～午後３時
※ＪＲ横浜線相原駅西口～同センタ
「団地はひとつの街（マチ）である」 （雨天実施）
ー間の無料送迎バスを運行します。
※直接同センター事務室へおいで下
をキーワードに、カメラマン・工藤剛
◇
さい。
史氏が町田木曽団地にスポットを当
場同センター①研修棟②野外炊事場
費１００～５００円（参加プログラムに
て、夏祭りや花火大会、商店街から日
③野外炊事場等
よって異なる）
常の風景まで、そこに住む人と暮ら
問同センター☎７８２・３８００
【②ピザ窯・薫製箱利用講習会】
しを記録した写真展です。
石窯とドラム缶窯でピザを焼き、
日２月１２日㈫～２２日㈮、午前８時３０
はん ごう

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。

【トライ・スポーツ！まちだ２０１９】
対市内在住、在勤、在学の方（障がい
のある方の参加も歓迎）日２月１１日
㈷午前９時～午後４時内オリンピア
ン・パラアスリートによるトークシ
ョー、パラスポーツの体験、子ども向
け体力測定、健康測定会等／申込方
法等の詳細は同館ホームページをご
確認下さい
●野津田公園☎７３６・３１３１
【①元五輪選手が教えるキ
ッズ陸上競技教室】
対市内在住、在学の新小学１～６年生
日４月８日～２０２０年３月２３日の月曜
日（祝休日、７月２２日、２９日、８月５
日、１２月３０日、２０２０年１月６日を除
く）、４月～９月＝午後４時１５分～５時
４５分、１０月～３月＝午後４時～５時
３０分、全３６回内基本的なフォーム
から速く長く走るコツまで、時期別

に各種目を練習定各８０人（抽選）費
２万５０００円
【②炭焼き体験教室】
親子参加も歓迎です日２月２３日㈯
午前９時～正午内炭焼き体験、しい
たけのほだ木づくり定５０人（申し込
み順）費持ち帰りのほだ木１本８００
円、 栽 培 場 で 保 管 す る ほ だ 木１本
１２００円、炭販売１袋５００円、豚汁１杯
１００円
【③自然観察教室 野鳥編～冬の野
鳥観察】
対小学４年生以上の方（保護者同伴
の 場 合 は 小 学４年 生 未 満 の 参 加 も
可、大人１人での参加も歓迎）日２月
１６日㈯午前９時～正午講日本野鳥の
会・島津哲也氏定２０人（申し込み順）
費中学生以上５００円、小学４～６年生
３００円（保険料・材料費込み）／大人
１人につき小学４年生未満１人まで無

暮らしに関する相談

検索
市HP 暮らしに関する相談
各種相談①～⑫は、
「町田市わたしの便利帳2019」
52～58ページを参照

名 称
対 象
①法律相談
市内在住の方
月～金曜日
②交通事故相談
１３日㈬
③人権身の上相談（人権侵害などの問題）
１日、
８日、
１５日㈮
④国税相談
５日㈫
⑤不動産相談
１２日㈫
⑥登記相談
７日㈭
⑦行政手続相談
市内在住の方
１４日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談
６日㈬
⑨少年相談
１２日㈫
⑩国の行政相談
５日㈫
⑪建築・耐震相談
６日㈬
⑫電話による女性悩みごと相談 市内在住、在勤、在学の
月～土曜日
（家庭、人間関係、女性への暴力･ＬＧＢＴ等） 方
⑬空家に関する相談窓口
市内に家屋を所有の方
１２日㈫
（弁護士・宅地建物取引士）
（空家・居住中問わず）

気を付けよう インフルエンザ 流行中

料、２人目からは１人につき３００円必
要
◇
申①往復ハガキ（１人１枚）に必要事
項を明記し、２月２８日まで（消印有
効）に同公園へ②③２月１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時、土・日曜日、祝休日
も可
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
【うめ写真展】
日本各地で
撮影された梅
の写真を公募
した作品展で
す日２月２１日
㈭～３月３日㈰
〈臨時休館〉

館内清掃のため、２月１８日㈪～２０
日㈬は臨時休館します

日 時
相談時間はお問い合わせ下さい
午後１時３０分～４時
午後１時３０分～４時

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
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

午後１時３０分～４時

直接市民相談室（市庁舎１階）へ

電話で市民相談室
（☎７２４・２１０２）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）へ
午後１時～８時
〔第３水曜日を除く〕
） ※法律相談有り＝要予約
前週の水曜日午後４時までに、電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ
午前９時～正午
（相談時間は５０分）
（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
※第２・４月曜日

手洗い・マスクで

しっかり予防

問保健予防課☎724・4239
■

