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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

催し・講座

に記入し、９月４日まで
（必着）
に、郵
送またはＦＡＸでさがまちコンソーシ
アム事務局へ（さがまちコンソーシ
アムホームページで申し込みも可）
。
※申込締切日までに定員に達しない
場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１

さがまちカレッジ

講 座 受 講 者 募 集

詳細は講座案内チラシ（生涯学習
センター、
各市民センター、各市立図
書館等で配布）
をご覧下さい（さがま
ちコンソーシアムホームページでダ
ウンロードも可）
。
【大人のための絵本講座】
日１０月２日、９日、１６日、２３日、いず
れも水曜日午前１０時３０分～正午、
全４回
場相模女子大学
（相模原市）
内時代と人と文化を読み解く
講相模女子大学非常勤講師・申明浩
氏
定３０人
（抽選）
費２５００円
申講座案内チラシ裏面の受講申込書

子どもセンターただＯＮ

夏

祭

大地沢青少年センター

大 地 沢 夏 ま つ り

日８月２４日㈯午前１０時～午後３時
場同センター
内相原町に伝わるお囃子の披露、和
太鼓の演奏、模擬店（有料）、ゲームコ
ーナー（一部有料）等
※当日は、ＪＲ横浜線相原駅西口及び
京王相模原線多摩境駅～同センター
間で、送迎用シャトルバス（無料）を
運行します。
問同センター☎７８２・３８００
はや

り

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。

催

し

名

日

町田産新鮮野菜の販売

市内の認定農業者が
作った町田産新鮮野菜
の販売です。いずれも売
り切れ次第終了です。
国際版画美術館
【市役所まち☆ベジ市】
創 作 講 座・ 木 版 画
日８月１９日㈪午前１１時～午後１時
場市庁舎前
木版画の多彩な表現を楽しみまし
【日曜朝市】
ょう。基礎から説明します。
対１５歳以上の初心者
（中学生を除く） 日９月１日㈰午前７時～８時
場教育センター駐車場
日９月２５日～１１月２７日の水曜日、
◇
午後１時３０分～４時３０分、全１０回
問農業振興課☎７２４・２１６６
場同館

子ども委員会「Ｔ・Ｈ・Ｄ！！！」と地域
の方を中心に楽しいイベントを行い
ます。
日８月２５日㈰午前１０時～午後３時
（模擬店は午前１１時から）
※午後３時～６時は一時閉館します。
場ただＯＮ
内ステージ発表、遊びコーナー、簡単
工作、水遊び、模擬店（有料）等
※当日、駐車場は利用できません。
問ただＯＮ☎７９４・６７２２

おいで下さい

し

講版画家・鷲野佐知子氏
定１４人
（抽選、
結果は９月５日ごろ郵送）
費２万円
申９月１日までにイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード１９０８０９Ｈへ（同館ホームペー
ジで申し込みも可）。
問同館☎７２６・２８８９

【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。次回申込締切日＝
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

時

会

場

費

用

連

絡

先

備考（対象等）

スクエアダンス会

８月１７日㊏午後６時３０分～８時

木曽山崎コミュニティセンター

無料

佐藤☎７９３・１５５１

お待ちしております

女性青少年吟詠大会～女性と青少年主体の大会

８月１８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

第４回まちだ平和のつどい

８月２０日㊋午後６時～８時３０分

町田市民ホール第４会議室

５００円

佐藤☎０９０・２４１６・８５１４

秋津書道会

８月２０日～２４日午前１０時～午後６時

生涯学習センター７階

無料

松井絢子☎７９６・６１７６

つくし野コミュニティセンター

無料

Ｍ-ｅｔｓ代表・丸山☎７９６・１０３４

ギターと演劇のコラボ実現

１０００円

タカノ☎０８０・８８７２・３５０７

口腔予防にどうぞ

無料

齊藤☎７２５・２３６７

作品展

アコースティック・カーニバル２０１９

８月２５日㊐午後２時～４時

懐かしい歌をピアノ伴奏でご一緒に歌いましょう

８月２６日㊊午前１０時３０分～１１時４０分 木曽森野コミュニティセンター

第６回町田選抜書道展

８月２７日～９月１日午前１０時～午後５時

町田市民ホール４階

町田市吟詠連盟

ご自由においで下さい
要予約

初日午後１時～最終日午後４時

並木流舞踊の集い

８月３０日午後１時１０分～４時３０分

鶴川市民センター

無料

ナミキ☎７３５・５４６６

初めてのフラダンス

８月３１日㊏午後１時３０分～３時

成瀬コミュニティセンター

５００円

田中☎０８０・９３４４・４４７２

スクエアダンスを一緒に楽しみませんか

８月３１日㊏午後６時３０分～８時

南市民センター２階会議室

無料

スクエアジョイ・中島☎７２５・１４１６

次回は９月７日㊏

まちだ歌声の会（元ともしびバクさんと歌います）

９月４日㊌午後１時３０分～４時３０分

町田市民フォーラムホール

１０００円

まちだ歌声の会・酒井☎７35・3694

１１月６日・１２月４日と続く

初心者の為のマジック講座

９月４日㊌午後６時３０分から

町田市民フォーラム４階

５００円

チャーリー加茂☎０９０・７８３０・６４５６

要申込

サルビア

９月５日、１０月３日午後１時２０分～４時

鶴川市民センターホール

５００円

高瀬☎７３４・１８４８

お気軽においで下さい！！

ストレス解消にスポーツ吹矢をしてみませんか

９月６日、１３日午後３時３０分から

金井クラブ

無料

伊藤☎７３６・７９２７

小学生～シニアまで大歓迎

町田写真研究会創立５０周年展（指導 熊切大輔先生）

９月１１日～１６日午前１０時～午後５時

町田市民ホール

無料

孫田壮一☎７９３・９１１５

東日本大震災チャリティ吉田直矢バイオリン演奏会

９月１４日㊏午後７時～８時４５分

町田市民フォーラムホール

２５００円

中丸重子☎０９０・５８１３・８５３１

相模川にて室内鑑賞石を探そう会

９月１５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

９月１５日、１０月２０日午前８時３０分

小田急線町田駅西口集合

１０００円

五日市里山・小田原一夜城

ダンスパーティー（ミキシング有）

参加者募集

視覚にハンディのある人とのハイキング

称

①法律相談
②交通事故相談

日
月～金曜日
（１５日、１６日を除く）
２３日㈮

④国税相談

２０日㈫

⑤不動産相談

２７日㈫

⑥行政手続相談

２２日㈭

⑦少年相談

２７日㈫

武相愛石会

検索

各種相談①～⑨は、
「町田市わたしの便利帳2019」52～58ページを参照
時
相談時間はお問い合わせ下さい

対

象

市内在住の方

２１日、２８日㈬

③人権身の上相談（人権侵害などの問題）

要申込

かしの木山ＮＥＸＴ主催

市HP 暮らしに関する相談

暮らしに関する相談
名

木目田☎７９６・４８４６

初日午後１時～最終日午後４時
要予約

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）

午後１時３０分～４時
市内在住の方

午前９時～午後４時

電話で市民相談室
（☎７２４・２１０２）へ

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

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、
電話で消費生活センター相談専用電話（☎７２２・０００１）へ
在学の方
※来所相談、電話相談ともに随時受付
午前９時～正午、
午後１時～４時
※土曜日は電話相談のみ

⑧電話による女性悩みごと相談（家庭、
月～土曜日
午前９時３０分～午後４時（水曜
人間関係、女性への暴力、ＬＧＢＴ等）
（祝休日、第３水曜日を除く）日のみ午後１時～８時）
⑨消費生活相談
⑩空家に関する相談
（弁護士・税理士・宅地建物取引士）

５分でわかる町田のストーリー

月～土曜日
（祝休日を除く）
２６日㈪

市内に家屋を所 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
有の方
（空家・居 ※第２・４月曜日（祝休日の場合は火曜日）に実施／第４月曜日
分）
住中問わず） は税理士も同席

8月は「町田市名誉市民 造形美術家 三橋國民」町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます

市HP まちテレ 検索

