町田市イベント申込システム

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

催し・講座

で同センター（☎返７２４・０９０１）へ。
保育希望者（３歳以上の未就学児、各
４人〔入会説明会を除く〕、全回受講
者優先）は併せて申し込みを。
※講習会の詳細は、同センターへお
問い合わせ下さい。
問子育て推進課☎７２４・４４６８

町田ファミリー・サポート・センター

子育てのお手伝いを
し て み ま せ ん か

【保育サポート講習会】
受講後、
同センターの援助会員（有
償ボランティア）
として登録し、活動
していただきます。
対市内在住の保育サポートができる
満２０歳以上の方
※妊婦の方は、安全のため受講をご
遠慮下さい。
日・内５月２８日㈫、午前１０時～正午
＝入会説明会、午後１時～３時＝子ど
もの発達と遊び、２９日㈬、午前１０時
～正午＝保育の心、午後１時～３時＝
心・体の発達と病気、３０日㈭、午前
１０時～正午＝子どもの食事、午後１
時～４時＝普通救命講習
※初日に、
会員証に貼付する写真（縦
３㎝×横２．５㎝、裏面にボールペンで
記名、６か月以内撮影）をお持ち下さ
い。
場町田市民フォーラム
費１４００円
（普通救命講習のみ、教材
費）
申５月２５日までに電話またはＦＡＸ

国 際 版 画 美 術 館

費３０００円
申５月３０日までにイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード１９０５１０Ｈへ（同館ホームペー
ジで申し込みも可）。
◇
場同館①市民展示室②版画工房
問同館☎７２６・２８８９

【①講座受講生作品展】
２０１８年度に同館で実施した創作
講座の受講生と講師による展覧会で
す。銅版画及び木版画作品約５０点を
展示します。
※直接会場へおいで下さい。
日５月２８日㈫～６月２日㈰、午前１０
時 ～ 午 後５時（５月２８日 は 午 後１時
３０分から、６月２日は午後４時まで）
【②銅版画一日教室（ドライポイン
ト）
】
対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）
日６月２１日㈮午前１０時３０分～午後
４時
内銅版画のドライポイント技法で単
色刷りの小品（約１５㎝×１２㎝）を制
作（道具、材料は同館で用意）
講版画家・馬場知子氏
定１４人（抽選、結果は６月４日ごろ郵
送）

犬と楽しく暮らすための

基

礎

称

町田市民文学館～保育付き紙芝居上
演会

紙 芝 居・ 大 人 の 時 間

大人のための紙芝居です。
※保育希望者以外は直接会場へおい

時

対

月～金曜日（２７日～
相談時間はお問い合わせ下さい
３１日を除く）

②交通事故相談

１５日、２２日、２９日㈬

２８日㈫

⑥登記相談

１６日㈭

⑦行政手続相談

２３日㈭

⑧少年相談

２８日㈫

申し込み等
前週の金曜日から電話で予約
市内在住の方 ※５月２４日は予約受付を行いません。
次回分は５月３１日から受け付けます。
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

午前９時～午後４時

２７日㈪

事前に電話で八王子少年センター（☎０４２・６７９・１０８２）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〕
） 市内在住、在 ※法律相談有り＝要予約
勤、
在学の方 電話で消費生活センター相談専用電話（☎７２２・０００１）へ
午前９時～正午、
午後１時～４時
※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）

市民の広場

「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
催

し

名

電話で市民相談室
（☎７２４・２１０２）へ

市内在住の方 電話予約制（次回分まで受け付け）

⑨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）
月～土曜日
（祝休日を除く）
⑩消費生活相談
⑪空家に関する相談
（弁護士・税理士・宅地建物取引士）

検索

象

③人権身の上相談（人権侵害などの問題） １７日、２４日㈮
⑤不動産相談

ＦＣ町田ゼルビアのホームゲーム
（Ｊ２リーグ第１４節ＦＣ町田ゼルビア
対京都サンガＦ．Ｃ．戦）でマイボトル
キャンペーンを開催します。
マイボトル（水筒）を持参した方に
は、オリジナルステッカーをプレゼ
ントします（マイボトル１本につき１
枚、無くなり次第終了）。無料給水コ
ーナーも設置します。
日５月１９日㈰午後１時～４時
場市立陸上競技場イベント広場（ゼ
ルビーランド）
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

各種相談①～⑩は、
「町田市わたしの便利帳2019」52～58ページを参照

①法律相談

２１日㈫

ＦＣ町田ゼルビア＆マイボ
トルキャンペーンを実施

市HP 暮らしに関する相談

日

④国税相談

で下さい。
日６月７日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内あらしのうみのゆうれい（原作／
小泉八雲、脚本・画／諸橋精光）、おに
ぎりなっぱ（脚本・画／野村たかあ
き） 他（予定）
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は５月１５日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。

座

対犬を初めて飼育する方、これから
飼育を考えている方
日６月２０日㈭午後２時～４時
場町田市保健所（中町庁舎）
内基本的なしつけ、ブラッシング等
の手入れ方法を学ぶ
講トリマー・小野寺香織氏、ドッグト
レーナー・清峰斉仁氏
定４０人（申し込み順）
申５月１７日正午～６月１３日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０５１７Ｂへ。
問生活衛生課☎７２２・６７２７

暮らしに関する相談
名

講

5

2019．5．15

日

時

市 内 に 家 屋 を 前週の水曜日午後４時までに、電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ
所有の方（空家 ※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
・居住中問わず）税理士も同席

【コーナー掲載の申込方法】
検索
●必ず「掲載ルール」をご覧下さい。
市HP 市民の広場
●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11月15日号です。次回申込期間＝8月
15日～10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
田市ホームページでダウンロードも可）。
問広報課☎７２４・２１０１

特定の期日に行うイベント
会

場

費

用

連

絡

先

備考（対象等）

相模川にて室内鑑賞石を探そう会参加者募集気軽に ５月１９日㊐午前７時５０分集合

ＪＲ淵野辺駅南口広場

交通費実費 堀泰洋☎０９０・８６８４・４７１６

主催

社交ダンス

５月２０日㊊午後１時～２時３０分

つくし野コミュニティセン
ター

無料

高橋☎７９９・６３２５

初級の最初からスタート

５月２０日㊊午後１時３０分から

木曽森野コミュニティセン
ター

無料

上林☎７９２・１６００

ラテンプロ指導

５月２５日㊏午後２時３０分～３時３０分

和光大学ポプリホール鶴川 １０００円

語気楽会☎０９０・５３１７・７０５６

予約不要

５月２７日㊊午後１時～４時

南市民センター

無料

永山文子☎７９５・５９６６

初めての方大歓迎お気軽に

５月２９日㊌午後２時～３時３０分

生涯学習センター学習室４

２５００円

フラワーズ 西川☎０９０・６５０６・５９０７

電話で申込・未経験者歓迎

５月２９日㊌午後２時から４時過ぎ

中央図書館６階ホール

無料

田中敏雄☎７２７・０６６１

素敵な物語が集まりました

ステップ・ジョイ

シュガーレディ

女性だけのラテンダンス講習会

第２回語気楽寄席
社交ダンス無料講習会

初心者・中級以上は時間別

５月バラを使ってフラワーアレンジメント講習会！
「花いかだ」朗読発表会 「恩讐の彼方に」他４編

武相愛石会

金原亭馬久出演

春季吟詠大会・俳句、短歌、漢詩の吟詠など

６月２日㊐午前１０時～午後４時

成瀬コミュニティセンター 無料

川添☎７２８・０４６８

主催

ポールウォーキングで健康寿命を延ばしましょう

６月３日㊊午前１０時～正午

町田シバヒロ

前田☎７２４・３４５１

ポールレンタル代５００円

６月９日㊐午後１時３０分～４時

和光大学ポプリホール鶴川 無料

長唄三精会・井上☎７２４・４０２５

長唄は歌舞伎伴奏音楽です

６月９日㊐午後２時３０分開場３時開演

ひなた村カリヨンホール

無料

町躍皷事務局☎０７０・５５４３・０２８５

会場へ直接お越し下さい

１２００円

長唄合同演奏会

唄と三味線の発表会

第３６回定期和太鼓公演

町躍皷演目発表会

無料

町田市吟詠連盟

６月１４日、２８日、７月１２日午前１０時～

町田市民フォーラム

町田友の会・安藤☎７９７・８７８６

定員８人・１回は５００円

そば打ち体験と試食を楽しむ

６月１６日㊐午前１０時～正午

町田市民フォーラム調理室 ８００円

おやじクラブ・玉木☎０８０・１２８４・２４２９

初めての方大歓迎、要連絡

くるみ会ダンスパーティー（ミキシング有）

６月１６日㊐午後１時３０分～４時

木曽森野コミュニティセン
ター

北村☎７２５・７９７０

お待ちしてます

カントリー＆ウェスタン音楽演奏会

６月２３日㊐午後２時～４時

鶴川市民センター大ホール 無料

ＨＴＭ成澤☎０９０・９２０８・６３０８

カントリーダンスあります

家計ラボ

マンツーマンで家計のお悩み解決

５００円

2019年度 町田市成人健康診査・がん検診のご案内は次号の「広報まちだ」
でお知らせする予定です。 問 健康推進課 ☎ 725・5178

