
6 2019．6．15 ☎042・724・5656（電話受付時間＝午前7時〜午後7時）番号間違いにご注意下さい町田市イベントダイヤル

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 検索町田市立図書館移動図書館“そよかぜ号”ご利用下さい！

催し・講座催し・講座
子ども用リユース品無料回収会

　市では、修理などを必要としない
再利用可能な子ども用品を無料で回
収し、必要な方に無償で提供する、子
ども用リユース品の回収会と配布会
を開催しています。
　回収した子ども用品は、秋ごろに
開催予定の配布会で希望者に提供し
ます。
※対象品目や回収に関する注意事
項、配布会の詳細は、町田市ホームペ
ージをご覧下さい。
【回収会を各子どもセンターで開催
します】
対市内在住の方
日・場６月２９日㈯＝まあち、３０日㈰
＝ぱお、７月１３日㈯＝ただＯＮ、１４
日㈰＝つるっこ、２０日㈯＝ばあん、
午前１１時～午後３時
※子ども用品は、回収会当日に直接
会場へお持ち下さい。なお、「汚れが
ある」「安全面に問題がある」「部品等
に不足がある」「動作に不具合があ
る」等の場合は、対象品目であっても
回収できません。

市HP 子ども用品リユース　 検索
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
町田新産業創造センター
まちだ女性プチ起業セミナー

【起業までの過程を体験してみよう】
　同センターでは、女性ならではの
視点を生かした創業を支援するセミ
ナーを開催します。ワークを中心とし
たセミナーを通じて、起業までの過
程がバーチャル体験できます。
対創業に興味のある、または趣味を
ビジネスにしたい女性
日７月４日㈭、１０日㈬、１９日㈮、２４日
㈬、２６日㈮、午前９時３０分～午後０時
３０分、全５回
場同センター
講（株）ウィルパートナーズ代表取締
役・辺見香織氏　他
定２０人（申し込み順）
費５０００円（税込み）
申同センターホームペ
ージで申し込み。
※保育希望者（６か月以
上の未就学児、申し込
み順に５人程度）は、６月２７日までに
併せて申し込みを。
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎７２４・２１２９

町田商工会議所
まちだ創業スクール２０１９

　創業の基礎知識が得られます。
日①７月２０日、２７日、８月３日、いず
れも土曜日午前１０時～午後４時、全
３回②８月２８日㈬、３０日㈮、９月４日
㈬、６日㈮、１１日㈬、１３日㈮、午後６時
３０分～９時、全６回
場町田商工会議所
内①リアル店舗創業コース②ネット
活用創業コース
定各３０人（申し込み順）
費１コース３０００円（税
込み）
申パンフレット（産業政
策課〔市庁舎９階〕、各市
民センター、各市立図書館、同会議所、
市内金融機関で配布）に添付の受講申
込書に記入し、各コース開始日の前日
午後５時まで（必着）に郵送またはＦＡＸ
で町田商工会議所へ（同会議所ホーム
ページで申し込みも可）。
問同会議所企業支援部☎７２４・６６１４、
町田市産業政策課☎７２４・２１２９
大地沢青少年センター
ピザ窯・薫製箱利用講習会

　石窯とドラム缶窯でピザを焼き、

薫製箱で基本的な薫製をつくり、そ
の利用について学びます。講座を受
講した方は、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７月６日㈯午前１０時～午後３時
場同センター
定２０人（申し込み順）
費４００円
申６月１５日午前９時から電話で同セ
ンター（☎７８２・３８００）へ。
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
で下さい。
日７月５日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内くもの糸（脚本・画／諸橋精光）、天
人のはごろも（脚本／堀尾青史、画／
丸木俊）　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、６月１８日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。

同センターホ
ームページ

同会議所ホ
ームページ

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 費　用 連　絡　先 備考（対象等）

イシグロ著「日の名残り」の感想を述べあいます ６月１９日㊌午前１０時～正午 生涯学習センター８階学習室６ 無料 斉藤☎７９２・４５８５ 会費無料
東京五輪音頭２０２０を踊ろう！（踊り方の資料付） ６月２１日㊎午後１時３０分～３時 鶴川市民センター和室１ １００円 さるびあ会☎０９０・６９４１・３９７６ 直接お越し下さい
講演会「東海第二原発再稼働と首都圏の危機」 ６月２２日㊏午後２時（開場１時３０分） 町田市民フォーラム３階 ７００円 原発を考える市民の会☎７２１・０８１０ 前売５００円　学生予約で無料
ゆかたを着て日本舞踊に親しむ会 ６月２２日、７月６日㊏午後１時～２時 木曽山崎コミュニティセンター 無料 正木☎０７０・６５５６・１１６５ 浴衣の着付け、帯結びから
健康麻雀　初心者教室 ６月２５日㊋午前９時 町田市民ホール １０００円 𠮷原☎０９０・２６５６・７７１１
アンサンブル・シェーンフェルト第１７回演奏会 ６月２９日㊏午後１時開演 町田市民ホール 無料 木原☎７２５・５０４２ （曲）ウィーンのワルツなど
知って得する人生１００年時代の「終活」セミナー ６月２９日㊏午前１０時～１１時３０分 小山市民センター 無料 まちだ健康カレッジ☎０９０・８９４６・１１９８ 予約優先　１５人定員
合気道初心者講習会 ６月３０日㊐午後１時～２時３０分 市立総合体育館第二武道場 無料 河西☎０９０・５４０９・７３３２ スポーツ保険加入
つくし野剣道育成会　いっしょに剣道しませんか ６月３０日㊐午前９時～正午 市立総合体育館第一武道場 無料 石松☎返７９５・６２５０ ホームページあります

上映会～ブルース・パーティントン設計書　他１編 ７月９日㊋午後２時から 生涯学習センター６階 ５００円 吉岡☎７９７・６４８８　要電話 ホームズの兄が登場します
岩田マンドリーノ・シンフォニカ第５９回演奏会 ７月１４日㊐午後２時開演 町田市民ホール 無料 斉藤☎７９８・２５９２ 午後１時整理券配布・開場
第５回町田落語会 ７月１４日㊐午後２時から 生涯学習センター６階学習室１・２ 無料 町田落語研究会☎０９０・６１９６・８９７１ ２時間程度・予約不要

「朗読で楽しむ」つるの会主催のミニ朗読会です ７月２０日㊏午後２時から 和光大学ポプリホール鶴川 無料 橋本英子☎７３６・０４５５ お気軽においでください

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

【コーナー掲載の申込方法】
●必ず「掲載ルール」をご覧下さい。 市HP 検索市民の広場
●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

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、各会場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。

暮らしに関する相談 市HP 暮らしに関する相談 検索

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

名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談 月～金曜日
（24日～28日を除く）相談時間はお問い合わせ下さい 市内在住の方

前週の金曜日から電話で予約
※6月21日は予約受付を行いません。
次回分は6月28日から受け付けます。

電話で市民相談室
（☎724・2102）へ

②交通事故相談 19日、26日㈬

午後1時30分～4時

相談日の1週間前から電話で予約
③人権身の上相談（人権侵害などの問題） 21日、28日㈮

市内在住の方

電話予約制（随時）
④国税相談 18日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）
⑤不動産相談 25日㈫
⑥登記相談 20日㈭
⑦行政手続相談 27日㈭
⑧少年相談 25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
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、
第3水曜日を除く）

午前9時30分～午後4時
（水曜日のみ午後1時～8時）

市内在住、在勤、
在学の方

電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎721・4842）へ
※法律相談有り＝要予約

⑩消費生活相談 月～土曜日
（祝休日を除く） 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

⑪空家に関する相談
（弁護士・税理士・宅地建物取引士） 24日㈪ 午前9時～正午

（相談時間は50分）
市内に家屋を所
有の方（空家・居
住中問わず）

前週の水曜日午後4時までに、電話で住宅課（☎724・4269）へ
※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


