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町田薬師池公園四季彩の杜

しょうぶ・あじさいまつり

問公園緑地課☎７２４・４３９９
写真展について＝町田市フォトサロン☎７３６・８２８１

花しょうぶやあじさいが咲き誇 場花菖蒲田周辺
る薬師池公園に遊びに来ません 【あじさい公開】
か。
４２品種、約１０００株のガクアジ
サイ、西洋アジサイ等が咲き誇り
薬師池会場
ます。
６月１日㈯～３０日㈰
※見ごろは６月中旬～下旬です。
【花しょうぶ公開】
場花菖蒲田周辺及びあじさい園
江戸系、肥後系、伊勢系など１７５ ○町田市フォトサロンのお知らせ
品種、
約２２００株の花しょうぶが咲 【しょうぶ・あじさい写真展作品募集】
き誇ります。
まつり期間中は、早乙
薬師池公園で撮影したしょう
女姿の花摘み娘が手入れをしてい ぶ、あじさいの写真を募集します。
ます。
しょうぶの最盛期には、薬師 写真は同サロンで展示します（会
池産しょうぶ苗の販売もあります。 期＝８月２２日～９月１日）。
※見ごろは６月上旬～中旬です。
定３０人（先着順）
場花菖蒲田
費５００円
申作品の裏面に応募票（同サロン
ホームページでダウンロード）を
貼り、７月１４日午前１０時から直接
同 サ ロ ン１階 受 付 へ（１人２点 ま
で）
。

えびね苑会場

６月１５日㈯～３０日㈰

薬師池の花しょうぶ

【花しょうぶガイド】
１７品種、約５０００株のあじさい
まちだ観光案内人が、来園者の が咲き誇るえびね苑を部分開苑し
皆さんに、花しょうぶに関する知 ます。
識などを楽しく解説します。
※えびねの植栽地は入れません。
日６月５日㈬～２０日㈭、午前１０時 開苑時間午前９時３０分～午後４時
～正午、
午後１時～２時
（入苑は午後３時３０分まで）
交通案内 
薬師池会場

小田急線町田駅北口POPビル先21番乗り場から本町田経由「野津
田車庫」
行き、
または
「鶴川駅」
行きバスで
「薬師池」
か
「薬師ヶ丘」
下車

小田急線町田駅北口ＰＯＰビル先21番乗り場から本町田経由「野津田
えびね苑会場 車庫」
行き、
または
「鶴川駅」
行きバスで
「薬師池」
下車。または町田バス
センター11番乗り場から
「藤の台団地」
行きバスで
「藤の台団地」
下車
※駐車場（土・日曜日は有料）は混雑が予想されます。公共交通機関をご利用下さい。

子育てひろばカレンダー
（毎月25日発行）
問子育て推進課☎724・4468
子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」
でご案内しています。 町田市子育てひろばカレンダー 検索
町田市メール配信サー
ビス（ほっとメールま
ちだ）で子育て情報を
配信中 !

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

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

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、各ホームページをご覧下さい。

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【①健康太極拳教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日毎週木曜日（祝休日・大会等を
除く）、午前９時１５分～１０時１５分講
（特）日本健康太極拳協会
【②小・中学生柔道教室】
対市内在住、在学の小・中学生日毎週
土曜日（祝休日・大会等を除く）、午後
３時３０分～５時３０分
◇
費①大人３００円、６５歳以上・障がい
者１００円②１００円／いずれも別途公
開指導料として１００円が必要です
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【自重トレーニング】
対市内在住、在勤、在学の４０歳以上
の方日毎週金曜日、午前１１時～１１
時５０分費大人３００円、６５歳以上・障
がい者１００円／別途公開指導料とし
て１００円が必要です
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
【初心者デジタルカメラ講座参加者
募集】
対デジタルカメラをお持ちの小学生
以上の方日６月２９日㈯午前１０時～午
後０時３０分／集合は同サロン内薬師
池公園～七国山を歩いて回りながら

子どものイベントカレンダー

詳細は、
お問い合わせいただくか、
町田市ホームページ、
またはまちだ子育てサイトをご覧下さい。

●市立博物館☎７２６・１５３１
【玉川大学芸術学部連携ワークショ
ップ～小学生参加！大学生と一緒に
工作しよう！】
作品は６月２４日㈪～２８日㈮にイ
ベントスタジオ（市庁舎１階）で展示
します対小学生日６月２２日㈯、２３日
㈰、午後１時１５分～３時４５分（保護者
の見学可、両日とも同一内容）場市庁
舎講玉川大学准教授・赤山仁氏、同大
学教授・藤枝由美子氏、同大学非常勤
講師・丸山松彦氏、同大学芸術学部生
他定各１５人（申し込み順）申６月５日
正午～１１日にイベントダイヤル（☎

７２４・５６５６）またはイベシスコード
１９０６０５Ａへ
●スポーツ振興課☎７２４・４０３６
【スポーツにチャレンジ！】
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（小学１～３年生は保護者同伴）
日７月６日㈯午後０時３０分～２時３０
分場サン町田旭体育館内トランポリ
ンを中心とした複合種目等を実施講
町田市スポーツ推進委員定６０人（申
し込み順）費１人２００円（保護者も参
加費が必要）申６月６日正午～１５日
にイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）
へ

6月12日は

ラグビーワールドカップ2019TM 開幕100日前です！

問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎724・4442

100日前を記念し、6月12日㈬に、大会期間中に町田市でトレーニングを
行うナミビア代表チームの国旗の色で市庁舎をライトアップします。
市HP 暮らしに関する相談

暮らしに関する相談
名 称
①法律相談
②交通事故相談
③人権身の上相談(人権侵害などの問題）
④国税相談
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
⑩国の行政相談
⑪建築・耐震相談

月～金曜日
12日㈬
7日、
14日㈮
4日㈫
11日㈫
6日㈭
13日㈭
5日㈬
11日㈫
4日㈫
5日㈬
月～土曜日
⑫電話による女性悩みごと相談（家庭、人
（祝休日、第3水曜日
間関係、女性への暴力、LGBT等）
を除く）

⑬空家に関する相談
（弁護士・宅地建物取引士）

撮影する定１５人（抽選）費１０００円申
ハガキに住所・氏名
（ふりがな）
・電話
番号・お持ちのカメラの機種名
（不明
な場合は無記入でも可）を明記し、６
月２０日まで（必着）に町田市フォトサ
ロンデジタル講座係
（〒１９５－００６３、
野津田町３２７２、
薬師池公園内）
へ
●子ども創造キャンパスひなた村☎
７２２・５７３６
【レッツサイエンス 町田ひなた村
科学クラブ～花のレストラン おき
ゃくさんはだーれ？】
タンポポやハルジオンなど、昆虫
の食事をのぞいてみましょう対市内
在住、在学の小・中学生日６月２３日㈰
午前１０時～正午定２０人（申し込み
順）費３００円
【ひなた村人形劇グループ参加者募
集】
対市内在住、在勤、在学の小学３年生
～１８歳／定員に達しない場合は小
学２年生も受け付けます日７月１４日
～２０２０年３月の日曜日、午前９時３０
分～正午（月２回程度）／６月３０日㈰
午前１０時から事前説明会を行いま
す内人形作りと公演定２０人（申し込
み順）
◇
申６月１日午前１０時から電話でひな
た村へ

10日㈪

検索

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

日 時
相談時間はお問い合わせ下さい

対 象
申し込み等
市内在住の方 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
市内在住の方

電話予約制（次回分まで受け付け）

電話で市民相談室
（☎724・2102）へ

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（水曜日のみ 市内在住、在 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）
勤、
在学の方 ※法律相談有り＝要予約

午前9時～正午
（相談時間は50分）

南町田グランベリーパーク

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
※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
（空家・居住中
税理士も同席
問わず）

プロジェクト発表会

追加開催

