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催し・講座
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ

公

開

講

座

【①人間科学～超人スポーツを創る
テクノロジーで身体拡張！共生社会
におけるスポーツの未来】
人の五感や運動機能を拡張するこ
とで、すべての人が一緒にスポーツ

イベントカレンダー
●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【ビューティーボディ体操
教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日１０月２３日～１１月２７日の水
曜日（１１月１３日を除く）①午前９時
１５分～１０時１５分②午前１０時３０分
～１１時３０分、各全５回定各５０人費
１７００円申同館ホームページで申し
込み
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【太極拳】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日第２・４月曜日、毎週木曜日、午
前９時～９時５０分費大人３００円、６５
歳以上・障がい者１００円／別途自由
参加教室料として１００円が必要です
●子ども創造キャンパス
ひなた村☎７２２・５７３６
【 レ ッ ツ！サ イ エ ン ス
町田市ひなた村科学クラブ“ぷち”～
水と空気のカタチ】
対市内在住、在学、在園の５歳～小学
生とその保護者（小学生は子どもの
みの参加も可）日１０月６日㈰午前１０
時～正午内
「ぷくぷくスティック」を
作り、水と空気でどんな形ができる
か観察講まちだ実験し隊定子ども
２０人
（申し込み順）
費３００円
【親子陶芸教室】
対市内在住、在学の全回参加できる
小・中学生とその保護者日・内１０月
１４日㈷午前１０時～午後３時＝形作
り、２７日㈰午前１０時～正午＝釉薬
がけ、１１月４日（振休）午前１０時～

町田市イベント申込システム

イベシス 検索

を楽しめる社会の実現に向けた取り
組みについての講座です。
日１０月３０日㈬午後７時～９時
講東京大学先端科学技術研究センタ
ー教授・稲見昌彦氏
定１０８人（申し込み順）
【②“こころ”と“からだ”の健康学～
しっかり噛んで食べて認知症予防
健口から健康寿命を延ばしましょ
う】
日１０月３１日㈭午後２時～４時
講海老名総合病院歯科・歯科口腔外

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。

科部長 石井良昌歯科医師
定５０人（申し込み順）
【③まちだの福祉～障害者を取り巻
く福祉制度の変化 障害児者福祉サ
ービスの概要】
日１０月３１日㈭午後６時３０分～８時
３０分
講全国手をつなぐ育成会連合会政策
センター委員・又村あおい氏
定１２８人（申し込み順）
◇
場①③生涯学習センター②堺市民セ

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。

１１時＝講評、受け取り講陶芸教室
「徳」主宰・小口徳子氏定２０人（申し
込み順）
費大人７００円、子ども３００円
【アウトドアクッキング～ピザ窯で
ピザを焼いて食べよう！】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生とその保護者日１０月１４日㈷午
前９時３０分～午後０時３０分内ピザ生
地から作ってドラム缶窯で焼く定
２０人（申し込み順）費４００円
◇
申９月１５日午前１０時から電話でひ
なた村へ／その他講座やワークショ
ップについては、ひなた村ホームペ
ージ等をご覧下さい
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
【初心者のための写真と水彩画スケ
ッチ講習会】
写真の撮影または水彩画のスケッ
チから、展覧会の開催までを体験す
る講習会です。展覧会は、２０２０年１
月１５日～２０日に開催します／町田
市美術協会と共催です対２０歳以上
の方日①写真＝１０月１９日㈯午前９
時３０分～正午（小雨実施）②スケッ
チ＝１１月１４日㈭午後１時３０分～４
時／①は町田駅周辺、②は町田市民
ホールで行います内①街歩きをしな
がら撮影、撮影・写真選択のアドバイ
ス、作品講評と写真展②写真から描
く水彩画スケッチの基本の解説と実
技指導、作品講評と作品展（ご自身で
撮影した写真をもとにスケッチをし
たい方は①への参加必須）講①町田
市美術協会会員・小川洸氏②同協会
会員・古賀邑美氏定各２０人（抽選、当
選者に受講証を発送）費１０００円申

ハガキに、住所・氏名・電話番号・希望
コース（写真またはスケッチ）を明記
し、１０月１０日まで（必着）に町田市
フ ォ ト サ ロ ン 講 習 会 係（ 〒１９５－
００６３、野津田町３２７２、薬師池公園
内）へ
● 小 野 路 宿 里 山 交 流 館 ☎８６０・
４８３５
【①うどん作り教室】
日１０月９日㈬午前１０時３０分～正午
定８人（申し込み順）費１０００円（材料
代）
【②秋の里山フットパスガイドウォ
ーク】
小野路の自然や風景を楽しみなが
ら、里山歩きをしませんか日１０月
１６日㈬午前１０時～午後３時、集合は
別所バス停（小雨実施）定２０人（申し
込み順）費１５００円（ガイド料、保険
料、昼食代）
【③秋の里山草花観察会】
森林インストラクター・池田倫子
氏のガイドのもと、小野路の里山の
草花を観察しませんか日１０月２５日
㈮午前９時３０分～午後１時（小雨実
施）定２０人（申し込み順）費１５００円
（ガイド料、保険料、資料代、昼食代）
【④奈良ばい谷戸を訪れてみよう】
（特）まちだ結の里のガイドのも
と、
「関東・水と緑のネットワーク拠
点百選」に選ばれた奈良ばい谷戸を
歩いて秋の田んぼと炭焼き、里山の
景色を楽しみませんか日１０月３０日
㈬午前９時～午後１時、集合は扇橋バ
ス停（小雨実施）定２０人（申し込み
順）費１５００円（ガイド料、保険料、昼
食代）

称

①法律相談
②交通事故相談

時

対

象

相談時間はお問い合わせ下さ
市内在住の方
い

18日、25日㈬

③人権身の上相談(人権侵害などの問題）

20日㈮

④国税相談

17日㈫

⑤不動産相談

24日㈫

⑥登記相談

19日㈭

⑦行政手続相談

26日㈭

⑧少年相談

24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
日

月～金曜日
（24日～27日を除く）

◇
申①９月２５日正午から②１０月２日正
午から③１０月１０日正午から④１０月
１６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 ①１９０９２５Ａ②１９１００２Ａ③
１９１０１０Ａ④１９１０１６Ａへ
●町田市自然休暇村☎０２６7・９９・
２９１２
【冬の星空観望会】
夕食後、施設内の天体観測棟で講
師の説明を聞きながら星空観測を行
います。２日目は、野辺山のベジタボ
ール・ウィズでプラネタリウム観賞
と、国立天文台を見学します／添乗
員は同行しません。現地係員が対応
します対市内在住、在勤、在学の方と
その同行者日１１月１６日㈯午後４時
（現地集合）～１７日㈰正午ごろ解散
（予定）、１泊２日宿泊先町田市自然休
暇村（長野県南佐久郡川上村）定４０
人（抽選）／最少催行人数は２０人で
す費中学生以上８５００円、小学生以
下６５００円（宿泊費、１日目夕食～２日
目朝食、講師料、保険料含む）／旅行
条件書、振込先は申込者に別紙でご
連絡します旅行企画・実施ＪＷＴジャ
パンウインズツアー（株）、長野県知
事登録第２－３９９号、全国旅行協会
会員・長野県旅行業協会会員（長野県
佐久市今井５３３－１、☎０２６７・６６・
１２６８
〔代〕）、利用バス会社＝信濃バ
ス（長野県南佐久郡川上村樋沢２３４）
申９月１５日午前８時３０分～２５日に
電話で自然休暇村（錆０１２０・５５・
２８３８）へ／１１月６日以降の取り消
しはキャンセル料が必要
市HP 暮らしに関する相談

暮らしに関する相談
名

ンター
申①③１次受付＝９月１５日正午～１８
日 午 後７時 に イ ベ シ ス（ イ ン タ ー
ネ ッ ト ）コード ① １ ９ ０ ９ １ ９ Ａ③
190919Cへ／２次受付＝９月１９日
正午～１０月２３日にイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
へ②９月１９日正午～１０月２０日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード１９０９１９Ｂへ。
問生涯学習センター☎７２８・００７１

申し込み等
前週の金曜日から電話で予約
※9月20日は予約受付を行いません。次
回分は9月27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
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

⑨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）
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）

月～土曜日
（祝休日を除く）
24日㈫

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

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分）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月曜日は
住中問わず）
税理士も同席

2019年度町田市総合防災訓練 は、10月20日㈰に町田第一小学校と町田シバヒロをメイン会場として実施します。 問 防災課☎724・2107

