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催し・講座

絵 本 の 読 み 聞 か せ
講 座 （ 応 用 編 ）
対市内の小学校、学童保育クラブ等
で読み聞かせをしている保護者・ボ
ランティア
日①１１月１９日②１１月２６日、いずれ
も火曜日午前１０時１０分～正午（各
日とも同一内容）
場①中央図書館②忠生図書館
内高学年を対象にした本の選び方、
プログラムの組み方等
※昨年度と同じ内容です。
※講義形式ですので、お子さん連れ
での参加はご遠慮下さい。
定①７０人②４０人／申し込み順

イベントカレンダー

町田市イベント申込システム

イベシス 検索

申１０月３日正午～３１日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード①１９１００３Ｃ②１９１０
０３Ｄへ（申し込みは３人まで）。
問中央図書館☎７２８・８２２０

忠

生

公

園

【定例自然観察会～秋を彩る草花】
日１０月６日㈰午前９時３０分～１１時
３０分（雨天中止）
場同公園
※集合は同公園自然観察センター
（忠生がにやら自然館）です。
【花と緑の交換会】
草花や盆栽などの鉢植えを持ち寄
り、交換しませんか。
日１０月２４日㈭午前９時３０分～１１時
３０分（受け付けは午前９時～９時３０
分、小雨実施）

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。

場同公園花見の広場
※出品できる植物は鉢植えに限りま
す（ポット苗での出品は不可）。また、
植物名を記載したラベルをつけて出
品して下さい（１人１０点まで）。
◇
問同公園☎７９２・１３２６
町田市農業研修事業

さ つ ま 芋 収 穫 体 験

市では、２年間の農業研修を修了
した方に、農業経営のノウハウの習
得などを目標にしたフォロー研修を
行っています。この研修で研修生が
育てたさつま芋を収穫してみません
か。
※収穫したさつま芋は持ち帰れま
す。
※新鮮野菜も販売予定です。

クティビティ（活動）を行います対市
内の子ども会や子どもサークル等内
カレー作り、たき火体験等費施設利
用料、材料費申１月実施分＝１０月２
日午前１０時～１６日午後５時、２月実
施分＝１１月１日午前１０時～１５日午
後５時、３月実施分＝１２月１日午前
１０時～１５日午後５時に、電話でひな
た村へ
【糸のこ教室】
初心者も歓迎です対市内在住、在
勤、在学の小学２年生～１８歳（小学２
年生は保護者同伴）日１０月１３日㈰
午後１時～３時定１０人（申し込み順）
費３００円申１０月２日午前１０時から
電話でひなた村へ
【ネイチャークラブ～ひなた村のド
ングリで遊ぼう！】
対市内在住、在学の小学生日１０月
２７日㈰午前１０時～午後１時（雨天実
施）内パチンコを作ってドングリを
撃つ定２０人（申し込み順）費２００円
申１０月２日午前１０時から電話でひ
なた村へ
【レッツ！サイエンス 町田市ひなた
村科学クラブ～気圧と湿度を知ろう】
空気を吹き込まずに風船を膨らま
せたり、空気中の水を取り出したり
します対市内在住、在学の小・中学生
日１０月２７日㈰午前１０時～正午講町
田市少年少女発明クラブ・有賀文章
氏定２０人（申し込み順）費３００円申

称

日
月～金曜日
(14日を除く）

②交通事故相談

時

対

相談時間はお問い合わせ下
さい

象

市内在住の方

1日㈫

⑤不動産相談

8日㈫

⑥登記相談

午後1時30分～4時

2日㈬

⑨少年相談

8日㈫

⑩国の行政相談

1日㈫

⑪建築・耐震相談

2日㈬

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）

10日㈭

⑧年金・社会保険・労務相談

前週の金曜日から電話で予約
電話予約制（随時）

3日㈭

⑦行政手続相談

申し込み等

相談日の1週間前から電話で予約

4日、
11日㈮

④国税相談

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

9日㈬

③人権身の上相談(人権侵害などの問題）

１０月２日午前１０時から電話でひな
た村へ
【ピザ窯講習会】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日１１月２日㈯午前１０時～午後３
時内ピザ作りをしながらドラム缶ピ
ザ窯の使い方を学ぶ（受講後、ピザ窯
の利用ができる修了証を交付）定２０
人（申し込み順）費４００円申１０月２日
午前１０時から電話でひなた村へ
【手づくりのじかん～秋色染めもの
体験】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生日１１月９日㈯午前１０時～正午
定２０人（申し込み順）費４００円申１０
月２日午前１０時から電話でひなた村
へ
【アウトドアクッキング～レッツ！
バンブークーヘン】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生とその保護者日１１月１０日㈰午
前９時３０分～午後０時３０分内特製バ
ウムクーヘンを作る定２０人（申し込
み順）費子ども２００円、大人３００円申
１０月２日午前１０時から電話でひな
た村へ
【ひなた村祭】
直接会場へおいで下さい日１１月
１７日㈰午前１１時～午後３時内人形
劇や日本舞踊などの発表、工作、模擬
店、遊び等（一部有料）
市HP 暮らしに関する相談

暮らしに関する相談
①法律相談

ほ

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・
を除く）、午前１０時３０分～正午、全
３４４０
１０回内正しい歩き方・姿勢のつくり
【①ファミリーで楽しめる！
方 を 学 ぶ定５０人（ 申 し 込 み 順 ）費
５０００円（保険料、指導料込み）申電
「市民体力テスト」
】
話で同公園へ（受付時間＝午前９時
家族そろって楽しめるスポーツイ
～午後５時、土・日曜日、祝休日も可）
ベントです／運動できる服装で、タ
オル・室内シューズ・ふた付きの容器 【フリーマーケット】
市立陸上競技場周辺で開催します
に入れた飲み物をお持ち下さい日
日１０月２０日㈰午前９時～午後４時
１０月１２日㈯午前９時～午後２時３０
○出店者を募集中！
分内市民体力テスト、脳年齢や骨密
度を測る健康測定会、ファミリース
出店料手持ち出店＝１０００円、車出
トレッチ体験、
ファミリー体操体験、 店＝２５００円（市外在住の方のみ、市
ニュースポーツ体験等
内在住の方は無料）申１０月１日午前
【②はじめてのピラティス教室】
９時から電話で同公園へ（受付時間
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
＝午前９時～午後５時、土・日曜日、祝
の方日１１月１２日～１２月２４日の火
休日も可）
曜日、午後１時３０分～２時３０分、全７
●サン町田旭体育館☎７２０
回定５０人
（抽選）
費２３００円
・０６１１
【③フラダンス教室】
【骨盤調整教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日１１月１５日～１２月１３日の金
の方日毎週水曜日、午後８時～８時
曜日、午後４時３０分～５時３０分、全５
３０分費大人３１０円、６５歳以上・障が
回定３０人
（抽選）
費３０００円
い者１００円／別途自由参加教室料と
◇
して１００円が必要です
申①直接会場へ②③同館ホームペー
●子ども創造キャンパスひ
ジで申し込み
なた村☎７２２・５７３６
●野津田公園☎７３６・３１３１
下記以外のイベントはひ
なた村ホームページ等をご覧下さ
【元五輪選手・新宅雅也氏が
い。
教える
「ウォーキング（ジョ
【団体向けアクティビティ ２０２０年
ギング）
」
教室】
１月～３月分申し込み】
対２０歳以上の方日１０月７日～１２月
大人数で楽しめる２時間程度のア
２３日の月曜日
（１０月１４日、１１月４日

名

対市内在住、在勤、在学の方（小学生
以下は保護者同伴）
日１０月２７日㈰午前１０時～１１時（雨
天時は１１月３日に延期）
場町田市農業研修農場第２圃 場（小
野路町）
※後日、詳細地図を送付します。
定５０人（申し込み順）
費１口３株５００円（１人１口まで）
※１口５～６本程度です。
※家族やグループで参加の場合は、
参加人数分以下の口数でも可能で
す。
申１０月４日正午～20日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９１００４Ｋへ。
※収穫口数・現地への交通手段（駐車
台数限り有り）を明示して下さい。
問農業振興課☎７２４・２１６６

市内在住の方
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

⑫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
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎721・4842）へ
市内在住、在勤、在学の方
（祝休日、第3水曜日を除く）
人間関係、女性への暴力、LGBT等）
（水曜日のみ午後1時～8時）
※法律相談有り＝要予約
⑬空家に関する相談
（弁護士・宅地建物取引士）

ご利用下さい！

15日㈫

移動図書館“そよかぜ号”

午前9時～正午
（相談時間は50分）

前週の水曜日午後4時までに、電話で住宅課（☎724・4269）へ
市内に家屋を所有の方
※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・居住中問わず）
税理士も同席

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

町田市立図書館

検索

