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催し・講座
消費生活センター

くらしに役立つ料理教室

【米粉で作るブッシュドノエル】
対市内在住、
在勤、
在学の方
日１２月５日㈭午後２時～４時
場町田市民フォーラム
講料理研究家・今別府靖子氏
定２０人
（申し込み順）
費５００円
（材料費）
申１１月１９日正午～２８日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９１１１９Ａへ。保育希
望者
（１歳以上の未就学児、申し込み
順に６人）
は併せて申し込みを。
問同センター☎７２５・８８０５

町田市イベント申込システム

場生涯学習センター
講東京都心身障害者福祉センター医
長・相崎貢一医師
定１００人（申し込み順）
申１１月２０日正午～１２月３日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１９１１２０Ａへ。保
育希望者（４か月以上の未就学児、申
し込み順に１５人）は併せて申し込み
を。
※附室からの親子鑑賞希望者（未就
学児、申し込み順に８人）は電話で併
せて申し込みを。
問子ども発達支援課☎７２６・６５７０
生涯学習センター

研

修

交

流

会

【青年学級の新しい流れ～障がいの
ある人の学びを拡げる場】
障がい者青年学級（特別支援学級
普 通 救 命 講 習 会
を卒業した障がいのある方が学ぶ
場）での実践・研究の発表と、当事者
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
や支援者等、さまざまな角度から実
の方
（高校生を除く）
践・報告・交流を目的とした研修です。
日１２月１４日㈯午後１時３０分～４時
日１２月２２日㈰午前１０時～午後５時
３０分
場同センター
場健康福祉会館
内午前中＝全体会～障がい者サーク
内心肺蘇生法、ＡＥＤの使用方法、窒
ルの成果発表、午後＝分科会～①青
息の手当て、
止血の方法等
年学級は今②新しい形の学びの場③
※救命技能認定証を発行します。
地域で生きる～ひとりで・ふたりで
定４０人
（申し込み順）
・みんなで暮らし、学ぶ④ボランテ
費１４００円
（教材費）
ィアから見た青年学級とは
申１１月１９日正午～１２月４日にイベ
講①葛飾区かつしか教室・与儀睦美
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
氏、国立市しょうがいしゃ青年教室
はイベシスコード１９１１１９Ｄへ。
・針山和佳菜氏②練馬区（特）障がい
問保健総務課☎７２４・４２４１、町田消
児・者の学びを保障する会 大森梓
防署☎７９４・０１１９
氏、東久留米市かるがも花々会青年
地 域 公 開 講 座
部・下田大輔氏、シャローム大学校長
【発達が気になる子への対応について】 ・引地達也氏③町田市障がい者青年
学級・中谷豊氏、NPO理事・パソコン
対市内在住の方
サークル主催 川上夫妻（一三氏、裕
日１２月６日㈮午前１０時～正午

子どものイベントカレンダー
●町田市民文学館☎７３９・３４２０
【シールで作るドット柄の年賀状教
室】
対小・中学生日１２月７日㈯午前１０時
～正午場同館内丸いカラーシールな
どを使った年賀状作り講造形作家・
萱沼明美氏定２０人（申し込み順）費
２００円申１１月１５日午前９時から電
話で同館へ
●スポーツ振興課☎７２４・４０３６
【スポーツにチャレンジ！】
普段運動する機会がない方も歓迎
です。
優しく指導します。
対市内在住、在学の小学生とその保

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。

イベシス 検索

美氏）、稲城市おしゃべりサロン・真
鍋悦子氏④国分寺市くぬぎ教室・桂
田稔彦氏、葛飾区かつしか教室主任
講師・長谷川宏子氏
定１５８人（申し込み順）
申 電 話 で 同 セ ン タ ー（ ☎ ７ ２ ８・
００７１）へ。
クリスマスイルミネーションと紅葉
を堪能する

多摩ウォーキングイベント

市では、周辺自治体と連携した観
光施策を進めています。その一環と
して、１２月のクリスマスの雰囲気に
染まる多摩市を歩くイベントを開催
します。多摩センター周辺の紅葉す
る公園や丘陵を生かした街を体感で
き、ゴールではミニコンサートも行
われます。
日１２月８日㈰午後０時３０分～４時ご

となりの
まちから
相模原市

小惑星探査機「はやぶさ２」や「小 申１２月４日まで
惑星リュウグウ」をテーマに、講演会 に電話で相模原
や天体観測などのイベントを実施し 市 コ ー ル セ ン
ます。
タ ー（ ☎７７０・
日１２月７日㈯午前９時３０分～午後５ ７７７７）へ。
時
【宇宙を楽しめ
場相模原市立博物館
るイベント】
【講演会】
プラネタリウ
時間午後１時３０分～３時４０分
ムでは、宇宙フ
講ＪＡＸＡ宇宙科学研究所准教授・吉 ェスタさがみはらに関連した特別投
川真氏、同研究所助教・佐伯孝尚氏 影を実施します。演目等の詳細はお
他
問い合わせ下さい。
定２００人（申し込み順）

３０分～４時３０分場同館講版画家・粟
千紗都氏定１５人（抽選、結果は１２月
５日ごろ郵送）費５００円申１２月１日
までにイベントダイヤル（☎７２４・
５ ６ ５ ６）ま た は イ ベ シ スコード
１９１１１２Ｈへ（同館ホームページで
申し込みも可）
●大地沢青少年センター☎７８２・
３８００
【親子陶芸教室】
マグカップやお皿を作りませんか
対市内在住、在学の小学生で、陶芸初
心者の親子日１２月２２日、２０２０年１
月１９日、いずれも日曜日午前９時３０

日

市HP 暮らしに関する相談

時

対

象

市内在住の方

②交通事故相談
20日、27日㈬
③人権身の上相談
（人権侵害などの問題）
15日㈮
④国税相談
19日㈫
午後1時30分～4時
⑤不動産相談
26日㈫
市内在住の方
⑥登記相談
21日㈭
⑦行政手続相談
28日㈭
⑧少年相談
26日㈫
午前9時～午後4時
午前9時30分～午後4時 市内在住、
在勤、
在学の
⑨電話による女性悩みごと相談（家庭、
月～土曜日
（祝休日、第3水曜日を除く）
（水曜日のみ午後1時～8時）方
人間関係、女性への暴力、LGBT等）
⑩空家に関する相談
（弁護士・税理士・宅地建物取引士）

町田市ホームページ

25日㈪

分～午後０時３０分、全２回（１２月２２
日は参加必須）場同センター／ＪＲ横
浜線相原駅西口～同センター間の無
料送迎バスを運行します内１日目＝
粘土を成形、２日目＝絵付け定３０人
（抽選、結果は１２月１３日ごろに発
送）費１人６００円申ハガキに「親子陶
芸教室申込」と書き、参加者全員の住
所・氏名（ふりがな）
・電話番号・年齢
（学年）
・送迎バス利用の有無を明記
し、１２月１０日まで（必着）に大地沢
青少年センター（〒１９４－０２１１、相
原町５３０７－２）へ（ハガキごとに抽
選、グループ単位で申し込みも可）
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

月～金曜日
相談時間はお問い合わせ下
（25日～29日を除く） さい

①法律相談

リュウグウのかけらを相模原へ！
ガンバレ「はやぶさ２」

詳細は、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。

護者（小学４～６年生は1人での参加
も可）日１２月１４日㈯午後０時３０分
～２時３０分場サン町田旭体育館内ト
ランポリンや複合種目、ボッチャ等
講町田市スポーツ推進委員定７０人
（申し込み順）費１人２００円（保護者
も参加費が必要）申１１月２１日正午
～１２月１日にイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６）へ
●国際版画美術館☎７２６・２８８９
【子ども講座～幸せ探し・たのしいを
持ち歩こう】
足踏み版画でエコバッグを作りま
す対小学生日１２月２１日㈯午後１時

称

宇宙フェスタさがみはら

問相模原市役所シティセールス・親善交流課☎７07・7045

暮らしに関する相談
名

ろ（小雨実施）、集合は小田急多摩線
小田急多摩センター駅西口改札前
※雨具はレインコート等をご用意下
さい（傘は不可）。
定１０人（市内在住、在勤、在学の方を
優先のうえ抽選、結果は１１月２１日
までに通知）
費５００円（保険料、お菓子代）
申「多摩ウォーク」と書き、住所・氏名
（ふりがな）
・携帯電話番号・年齢・性
別、同行者の氏名・年齢を明記し、１１
月２０日まで（必着）にハガキ、ＦＡＸま
たはＥメールでＪＴＢ東京多摩支店ウ
ォ ー キ ン グ イ ベ ン ト 係（ 〒１９０－
００２３、立川市柴崎町２－１２－２４、Ｍ
Ｋ立川南ビル３階、返０４２・５２１・
５５５８遍ｍｉｎａｍｉｔａｍａ＠ｊｔｂ．ｃｏｍ）
へ。
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８

午前9時～正午
（相談時間は50分）

申し込み等
前週の金曜日から電話で予約
※11月22日は予約受付を行いません。
次回分は11月29日から受け付けます。
相談日の1週間前から電話で予約
電話で市民相談室
電話予約制（随時）
（☎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
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
（空家・居住中問わず）
は税理士も同席

URL http://www.city.machida.tokyo.jp/

パソコン版・スマートフォン版・モバイル版があります

