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催し・講座
鶴見川源流域

保水の森づくり体験

鶴見川源流域の保水の森で、自然
環境の保全・再生について学び、植樹
したクヌギの萌芽更新のための伐採
作業を体験します。
対中学生以上の方
日３月１０日㈰午後１時３０分～３時３０
分、
集合は小山田バス停
場鶴見川源流域保水の森（上小山田
町）
内森の再生のお話、
伐採の体験
講慶應義塾大学名誉教授・岸由二氏
定１０人
（申し込み順）
費５００円
持ち物弁当、
飲み物、軍手、雨具
※長袖・長ズボン、しっかりした靴
（長靴・軽登山靴等）
、帽子を着用して
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、
３
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
ほう

田桜台２－４－１４－１０５、返８６０・
０８３０遍ｇｅｎｒｙｕｔｏｕｒ２０１８＠ｏｆｆｉｃｅ．ｅ
ｍａｉｌ．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
遠藤周作「女の一生」
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【切 支 丹 弾圧下に貫いたひたむきな
愛の物語】
昨年「長崎と天草地方の潜伏キリ
シタン関連遺産」が世界文化遺産に
登録されたことにちなみ、町田ゆか
りの作家・遠藤周作が、幕末から明治
にかけての長崎における切支丹迫害
事件を背景に、１人の女性の生き様
を描いた小説「女の一生 一部・キク
の場合」の朗読会を行います。
日３月３０日㈯午後２時～３時３０分
場町田市民文学館２階大会議室
講朗読＝俳優・矢代朝子氏、作品解説
＝作家・加藤宗哉氏
定７０人（申し込み順）
申３月５日正午～２８日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０３０５Ｂへ。
問同館☎７３９・３４２０

町田市民文学館・まちだ雑学大学
共催講演会

「御伽草子」の挿絵は語る
～物語の中の排除と逸脱

鎌倉時代末から江戸時代にかけて
成立した御伽草子から、
「一寸法師」
「酒呑童子」を取り上げ、挿絵を手が
かりに物語の主題を読み解きます。
日３月２４日㈰午後２時～３時３０分
場町田市民文学館２階大会議室
講玉川大学教授・今尾佳生氏
定７０人（申し込み順）
申３月５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１９０３０５Ａへ。
問同館☎７３９・３４２０

春 の 映 画 上 映 会
【ぼくはうみがみたくなりました】
４月２日の自閉症啓発デーにちな
んで、市内在住の脚本家による自閉
症の青年を描いた映画です。
日３月３０日㈯午前１０時～正午
【こんばんはⅡ】
教育機会を保障するための公立夜
間中学、自主夜間中学の様子を描い
たドキュメンタリー映画です。

まちだ観光案内人のガイドのも
と、小山田・小野路・野津田の歴史を
学びます日３月１５日㈮午前８時４５分
～午後３時、集合はＪＲ横浜線淵野辺
駅北口２階広場、解散は野津田車庫
バス停（小雨実施、荒天中止）定２０人
（申し込み順）費１５００円（ガイド料、
保険料、資料代、昼食代）／路線バス
代は、別途自己負担です
【②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３月２０日㈬午
前１０時３０分～正午定８人（申し込み
順）費１０００円（材料代）
◇
申３月５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 ①１９０３０５Ｅ②１９０３０５Ｆへ
●町田市自然休暇村☎０２６７・９９・
２９１２
【川上村山菜まつりツアー】
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

暮らしに関する相談
称

①法律相談
②交通事故相談

⑤不動産相談
⑥登記相談
⑦行政手続相談
⑧年金・社会保険・労務相談
⑨少年相談

日
月～金曜日
13日㈬

時

相談時間はお問い合わせ下さい

の方とその同行者（18歳以上の方に
限る）日５月２６日㈰午前７時～２７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）内山菜まつ
り、歌謡ショー、山菜採り定４０人（抽
選、結果は３月下旬に発送）／最少催
行 人 数 は３５人 で す費１万６８００円
（交通費、宿泊費、１日目昼食～２日目
昼食、保険料、ガイド料含む）／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３月１日午前９時～１０日午後５時に
電話で自然休暇村（錆０１２０・５５・
２８３８）へ（５月１６日以降の取り消し
はキャンセル料が必要）
市HP 暮らしに関する相談

対

象

7日㈭

市内在住の方

午後1時30分～4時

午後1時30分～4時

14日㈭

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
電話予約制（随時）
電話で市民相談室
（☎724・2102）へ

12日㈫
市内在住の方

電話予約制（次回分まで受け付け）

6日㈬
12日㈫
5日㈫

⑪建築・耐震相談

6日㈬

⑬空家に関する相談
（弁護士・宅地建物取引士）

保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日３月２１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＝「和知喜
八」／おはなし＝「うぐいす」
（藤沢周
平作）、
「春のわかれ」
（今昔物語より、
槇佐知子作）
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、３月１日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。

5日㈫

⑩国の行政相談
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）

おとなのためのおはなし会

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

③人権身の上相談（人権侵害な
1日、8日、15日㈮ 午後1時30分～4時
どの問題）
④国税相談

文学館でたのしむ

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。

●野津田公園☎７３６・３１３１
【③自然観察教室 野鳥編～冬の野
【①リフレッシュヨガ教室
鳥観察】
～ヨガで心と身体をリフレ
対小学４年生以上の方（保護者同伴
ッシュ】
の 場 合 は 小 学４年 生 未 満 の 参 加 も
対２０歳以上の女性（お子さんの同伴
可、大人１人での参加も歓迎）日３月
も可）日春季教室＝４月１５日～７月１
１６日㈯午前９時～正午講日本野鳥の
日の月曜日（４月２９日、５月６日を除
会・島津哲也氏定２０人（申し込み順）
く）
、秋季教室＝９月３０日～１２月１６
費中学生以上５００円、小学４～６年生
日の月曜日
（１０月１４日、１１月４日を
３００円
（保険料、材料費込み）
／大人１
除く）
、午前１０時１５分～１１時４５分、 人につき小学４年生未満１人まで無
各全１０回講アシュタンガヨガイン
料、
２人目からは１人につき３００円必要
ストラクター・内田広美氏定各３０人
◇
（申し込み順）
費６０００円（保険料、指
申①電話で同公園へ②③３月１日午
導料込み）／ヨガマット貸し出し＝
前９時から電話で同公園へ／受付時
１００円
（初回無料）
、
持参も可
間＝午前９時～午後５時、土・日曜日、
【②炭焼き体験教室】
祝休日も可
親子参加も歓迎です日３月９日㈯午
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
前９時～正午内炭焼き体験としいた 【春の薬師池公園撮影会】
けのほだ木づくり定５０人（申し込み
日３月３０日㈯午前１０時～正午、集合
順）費持ち帰りのほだ木１本８００円、
は同サロン横円形広場（小雨実施）
栽培場で保管するほだ木１本１２００
●小野路宿里山交流館☎８６０・４８３５
円、
炭販売１袋５００円、
豚汁１杯１００円
【①北部丘陵の歴史＆自然を学ぶガ
※いずれも希望者への販売
イドウォークツアー】

名

日３月３０日㈯、午後２時から、午後４
時から
※１回目と２回目の間に講演会を行
います。
講全国夜間中学研究会・須田登美雄
氏
◇
場生涯学習センター
定各１５０人（申し込み順）
申３月１日午前９時から電話で同セン
ター（☎７２８・００７１）へ。

月～土曜日
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

午後1時30分～4時

直接市民相談室（市庁舎1階）へ

午前9時30分～午後4時（水曜日の
市内在住、在勤、在学 電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎721・4842）へ
み 午 後1時 ～8時〔 第3水 曜 日 を 除
※法律相談有り＝要予約
の方
く〕）
午前9時～正午
（相談時間は50分）

市内に家屋を所有の方
前週の水曜日午後4時までに、電話で住宅課（☎724・4269）へ
（空家・居住中問わず）

まちだサポーターズ募集中！ あなたも東京2020オリンピックテストイベントの自転車ロードレースをお手伝いしてみませんか？

問オリンピック・パラリンピック等
国際大会推進課☎724・4442

