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町田市イベントダイヤル ☎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

2019．7．15

子どもの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、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。

●産業政策課☎７２４・３２９６、町田新
８月７日午後５時までに、
産業創造センター☎８５０・８５２５
同センターホームページ
【①まちだキッズ発明体験教室（夏）】 （右記QRコード）で申し
込み
日本弁理士会との協定に基づき開
●環境・自然共生課☎７２４・４３９１
催します対小学３～６年生（小学２年
生以下も可）／保護者同伴での参加 【夏の学校～水素エネルギーを学ぼ
も可日８月３日㈯午後２時～４時内発
う! 】
明に関する電子紙芝居授業・クイズ、 対市内在住の小学５年生〜中学生日
発明工作授業講日本弁理士会所属弁
７月３１日㈬午後２時～３時３０分場市
理士・遠田利明氏、相原礼路氏、本谷
庁舎内水素エネルギーをテーマに地
孝夫氏定３０人
（申し込み順）
球環境を学ぶ定３０人（申し込み順）
【②まちだキッズマネー教室～お金
申１次受付＝７月１５日正午～１６日午
について体験しながら考えてみよ
後７時にイベシス（＝インターネッ
う】
ト）コード１９０７１７Ｂへ／２次受付＝
体験型レクリエーションを通して
７月１７日正午～２９日にイベントダ
学びます対小学５・６年生日８月８日
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
㈭午前９時３０分～正午内お金に関す
シスへ
るセミナー
（クイズ形式）、お金の人
●生涯学習総務課☎７２４・２５５４
生すごろく講多摩信用金庫職員定
【ドッキーをつくろう ! 】
３０人
（申し込み順）
町田市民文学館の展示「縄文土器
◇
をよむ～文字のない時代からのメッ
場町田新産業創造センター申７月１５
セージ」を見学し、縄文土器のかけら
日正午から①８月２日午後５時まで②
にそっくりなクッキー（ドッキー）を

作ります対小学生とその保護者日８
月９日㈮午前１０時～午後１時４５分場
生涯学習センター講おかし作り考古
学者・ヤミラ氏定３５人（申し込み順）
費１人１００円申７月１８日午後１時か
ら電話で生涯学習総務課へ
●中央図書館☎７２８・８２２０
【夏休み限定（中学・高校生向け）～図
書館でグループ学習しませんか】
夏休み期間中の土・日曜日、祝休日
限定で、グループで学習したい中学
・高校生に中央図書館の集会室を開
放します。大きな音が出る行為でな
ければ、相談等しながら学習するこ
ともできます対市内在住、在学、及び
相互利用提携市にお住まいの中学生
～１８歳の方（大学生を除く）日７月、
８月の土・日曜日、祝休日の午前１０時
～午後５時場中央図書館申直接同館
５階カウンターで図書館の利用券を
提示のうえ申し込み／お持ちでない
方は当日作成もできます。住所の分
かる公的証明書（学生証も可）をお持

市HP 暮らしに関する相談

暮らしに関する相談
名

称

日

②交通事故相談

時

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

17日、24日、31日㈬

③人権身の上相談(人権侵害などの問題）

相談日の1週間前から電話で予約

19日、26日㈮

④国税相談

16日㈫

⑤不動産相談

23日㈫

⑥登記相談

18日㈭

⑦行政手続相談

25日㈭

⑧少年相談

23日㈫

電話予約制（随時）

市内在住の方

電話予約制（次回分まで受け付け）

事前に電話で八王子少年センター（☎042・679・1082）へ

午前9時～午後4時

月～土曜日
（祝休日を除く）

⑪空家に関する相談（弁護士・税理士・宅
地建物取引士）

電話で市民相談室
（☎724・2102）へ

午後1時30分～4時

月～土曜日
⑨電話による女性悩みごと相談（家庭、
午前9時30分～午後4時（水曜
（祝休日、第3水曜日を
人間関係、女性への暴力、LGBT等）
日のみ午後1時～8時）
除く）
⑩消費生活相談

22日、8月5日㈪

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

月～金曜日
相談時間はお問い合わせ下さい
（29日～31日を除く）

①法律相談

ち下さい
●市立博物館☎７２６・１５３１
【出張講座～工芸美術を体験しよう
「子どもセンターでガラス体験」】
できあがったコップは当日持ち帰
りできます対小学３年生～１８歳とそ
の保護者（子どものみの参加も可、保
護者のみの参加は不可）／体験をし
ない保護者の見学はできません日①
８月７日㈬②８月８日㈭③８月９日㈮、
午後１時～２時、午後３時～４時（各回
とも同一内容）場①子どもセンター
ぱお②子どもセンターただON③子
どもセンターばあん内市立博物館で
所蔵しているガラス作品の話を聞い
た後、ガラスのコップにペン型の工
具で文様を彫る講ガラス作家・後閑
博明氏、コーディネーター・大月ヒロ
子氏定各１６人（申し込み順）費５００
円申７月１８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①１９０７１８Ｃ②１９０７１８Ｄ
③１９０７１８Ｅへ

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

市内在住、
在勤、
在学の方

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

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
午前9時～正午（相談時間は50
※原則第2・4月曜日(祝休日の場合は火曜日)に実施／第4月曜
所有の方
分）
（空家・居住中問わず）日のみ税理士も同席

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。

【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

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）

合気道と護身術

７月２１日㊐午前９時３０分～１１時３０分

図師小学校体育館

無料

茂野☎７９８・２３３５

友達と気軽に参加下さい

歩き方講習

７月２１日午後１時～３時

町田市民フォーラム３階

無料

髙橋☎０９０・１２００・０７９８

姿勢、足腰肩痛改良

明治以前の日本人にマッチした歩行

第１１回パレット展（水彩画）

７月２３日～２８日午前１０時～午後５時

国際版画美術館市民展示室

無料

釘宮輝夫☎７２３・４１１４

初日午後１時～最終日午後４時

７月２３日㊋午後２時〜４時

生涯学習センター学習室２

無料

キタニヒサカズ☎７２４・１５５２

中国文化サークル主催

ピアノのある方、脳トレになるピアノ始めませんか

７月２４日午後１時から

生涯学習センター音楽室1

５００円

須佐☎７２２・３４９９

経験は問いません

第１５回ウクレレとフラのコンサート

７月２７日㊏午後１時～５時

町田市民フォーラムホール

無料

織田えみ子☎７９１・１２５３

時代小説読み語り

７月２８日㊐午後２時（開場１時３０分）

中央図書館６階ホール

５００円

池内☎０７０・２８１６・６６７２

ある一日が激変するお話

はまなすダンスパーティー

７月２９日、８月５日㊊午後１時～４時

健康福祉会館

５００円

星山☎７２６・４９７３

お誘いのうえ参加ください

百人一首かるた会～ちはや会（小～高校生）

８月１０日㊏午後１時３０分～４時３０分

生涯学習センター和室１

無料

𠮷川☎返７２２・６３７０

初心者の方もどうぞ

三田日本女子大教授講演会

吹き矢教室

万里の長城と歴史変遷

諸田玲子著「蛙（かわず）」

朝の空気を腹式呼吸で吹いて健康増進

要予約

８月１６日㊎午前９時３０分～１１時３０分

鶴川市民センターホール

５００円

モーニング吹き矢☎０８０・１１５７・４７７６

軽装で気軽にお越し下さい

町田市民ミュージカル２０１９「蒼き涙と紅の鬼」

８月１６日㊎午後０時３０分、４時３０分

町田市民ホール

１5００円

小池☎０８０・７０７２・５０８８

町田市民ミュージカルの会

誰もが安心して暮らせる街に

８月２２日㊍午前１１時～午後９時

和光大学ポプリホール鶴川

１０００円

田中☎０８０・５５２７・６３３１

三部構成

９月１４日㊏午後２時～４時

町田市民フォーラム３階

５００円

まちだ史考会・稲葉☎０９０・７８０５・５１７５

直接会場へお越し下さい

ライブ＆映画上映会

講演会「川村関所と谷ヶ村関所」～箱根六関所体制

まちなかシネマ 「ジュラシック・ワールド」 日 7月26日㈮午後7時から（雨天実施） 場 町田ターミナルプラザ市民広場 問 産業政策課☎724・3296

