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催し・講座
町田産新鮮野菜の販売
いずれも売り切れ次第終了です。
【日曜朝市】
お買い物券が当たる
福引もあります。
日１２月１５日㈰午前７時
３０分～８時３０分
場教育センター駐車場
【市役所まち☆ベジ市】
日１２月１６日㈪午前１１時～午後１時
場市庁舎前
◇
問農業振興課☎７２４・２１６６

消 費 生 活 セ ン タ ー
【くらしに役立つ学習会～食品表示
をどうみる？パンの乳化剤不使用表
示の例から学ぶ】
対市内在住、
在勤、
在学の方
日１２月２０日㈮午前１０時～正午
講（一社）ＦＯＯＤ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴ

ＩＯＮ ＣＯＭＰＡＳＳ代表・森田満樹氏
定４０人（申し込み順）
申１次受付＝１２月１日正午～２日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード１９１２０３Ｂへ／２次受付＝１２
月３日正午～１５日にイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
へ。保育希望者（１歳以上の未就学
児、申し込み順に６人）は１２月１日正
午から併せて申し込みを。
【ホール講演会～絵本作家・真珠まり
こが語る もったいないばあさん
“かわをゆく”】
地球環境を守り、物を大切にする
ことの重要性について考えます。
※大人向けの講演会ですが小学生以
上のお子さんを連れて入場できま
す。
日１月１９日㈰午後１時３０分～３時
講絵本作家・真珠まりこ氏
定１８８人（申し込み順）
申１次受付＝１２月１日正午～２日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード１９１２０３Ｃへ／２次受付＝１２
月３日正午～１月６日にイベントダイ

南多摩３市観光連携プロジェクト

問観光まちづくり課☎７２４・２１２８

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、各種イベントを開催し
ます。
【①冬の公園を巡る南多摩３市観
光バスツアー】
稲城・多摩・町田市の冬の公園を
巡ります。
対稲城・多摩・町田市に在住、在勤、
在学の方
日１２月１１日㈬午前９時～１１時３０
分ごろ、集合は京王相模原線稲城
駅南口ロータリー、解散は町田薬
師池公園四季彩の杜薬師池
定２０人（抽選、結果は１２月５日に
連絡）
【②観光セミナーＩＮ多摩センター】
ＳＮＳの楽しみ方や効果的な写真
の撮り方・発信方法をインスタグ

ラマーから学び、観光資源の発信
方法について考えます。
日１２月１５日㈰午後１時～４時
場多摩市立複合文化施設パルテノ
ン多摩（多摩市）
定１０人（抽選、結果は１２月１２日ま
でに連絡）
◇
申①「南多摩３市観光バスツアー」
②「 観 光 セ ミ ナ ーＩＮ多 摩 セ ン タ
ー」と書き、住所・氏名・携帯電話番
号・年齢・性別・同行者氏名を明記
し、①１２月４日まで②１２月１０日
まで（いずれも必着）に、ハガキ、Ｆ
ＡＸまたはＥメールでＪＴＢ東京多摩
支店（〒１９０－００２３、立川市柴崎
町２－１２－２４、ＭＫ立川南ビル３
階、返０４２・５２１・５５５８遍ｍｉｎａｍｉ
ｔａｍａ＠ｊｔｂ．ｃｏｍ）へ。

ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベシ
スへ。保育希望者（１歳以上の未就学
児、申し込み順に８人）は１２月１日正
午から併せて申し込みを。親子室利
用希望者（１歳未満児とその保護者、
申し込み順に６人）は１２月3日正午
から電話で要予約。
【くらしに役立つ料理教室～国産大
豆でみそ作り】
遺伝子組み換え食品の現状と表示
を学び、国産大豆でみそを作ります。
対市内在住、在勤、在学の方
日１月２１日㈫、２月５日㈬、午後１時～
３時（各回とも同一内容）
講コンシューマー技術教育研究会・
福岡ひとみ氏
定各２４人（抽選）
費９００円（材料費）
申往復ハガキ
（１人１枚）
に、
講座名・参
加希望日（第１・第２希望）
・住所・氏名
・電話番号・在勤または在学の方は
その旨を明記し、１２月１３日まで（消
印有効）に消費生活センター（〒１９４

称

①法律相談
②交通事故相談
③人権身の上相談（人権侵害などの問題）
④国税相談
⑤不動産相談
⑥登記相談
⑦行政手続相談
⑧年金・社会保険・労務相談
⑨少年相談

●東京都住宅供給公社からのお知ら
せ
詳細は各募集案内を参照配布期間
12月2日から①12月11日まで②12
月10日まで配布場所市庁舎1階総合
案内、各市民センター、木曽山崎連絡
所、各駅前連絡所、同公社町田窓口セ
ンター等（各施設で開所日時が異な
る）／配布期間中に限り、同公社ホー
ムページでダウンロードも可
【①公営住宅入居者募集】
市営住宅（一般世帯家族向〔3人以
上向〕＝6戸）、単身者向シルバーピ
ア＝1戸、車いす使用者世帯向＝2
戸、都営住宅地元割当(一般世帯家族
向＝10戸)
【②東京都施行型～都民住宅入居者
募集】
都内に居住等、要件有り。同時期に
募集する市営住宅・都営住宅とは住
宅の種類が異なります
◇
申郵送で12月13日まで（いずれも

市HP 暮らしに関する相談

時

対

相談時間はお問い合わせ下
さい

市内在住の方

検索

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

６日、１３日㈮

電話予約制（随時）
電話で市民相談室
（☎７２４・２１０２）へ

３日㈫
１０日㈫

午後１時３０分～４時

５日㈭

電話予約制（次回分まで受け付け）

１２日㈭

市内在住の方

４日㈬
１０日㈫
３日㈫

⑪建築・耐震相談

４日㈬

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
人間関係、女性への暴力、ＬＧＢＴ等）
（祝休日、第３水曜日を除く）（水曜日のみ午後１時～８時）

⑭空家に関する相談
（弁護士・宅地建物取引士）

象

１１日㈬

⑩国の行政相談

⑬消費生活相談

設備改修工事のため、１２月９日
㈪～２月２８日㈮は休館します。な
お、休館期間は長寿号の運行ルー
トも変更になります。変更後の運
行ルートの詳細はお問い合わせ下
さい。
ご理解ご協力をお願いします。
問同館☎７３５・５０２０

各種相談①～⑬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

ふれあいいちょう館（鶴川）
休 館 の お 知 ら せ

必着）問同公社都営住宅募集センタ
ー①☎713・5094②☎03・3498・
8894
●自衛隊町田募集案内所～自衛官候
補生募集
年間を通じて募集中。詳細は同案
内所へお問い合わせいただくか、自
衛隊東京地方協力本部ホームページ
を参照対採用予定月の1日現在、18
歳以上33歳未満の方（ただし、32歳
の方は採用予定月の1日から起算し
て3か月後に達する日の翌月の末日
現在、33歳に達していない方に限
る）試験日①12月7日②12月8日③
2月2日④2月16日（女性は②③の
み）問同案内所☎723・1186
●都立八王子盲学校～令和2年度幼
稚部（3～5歳児）
・高等部（普通科、理
療科〔はりきゅうマッサージ師養成
課程〕）入学生募集
願書配布中。入学相談は1月28日
～30日に実施／詳細は同校へお問
い合わせを対都内在住で視覚障がい
のある方／幼稚部では0歳児からの
育児相談も有り問同校☎042・623
・3278

情報コーナー

暮らしに関する相談
名

－００１３、原町田４－９－８、町田市民
フォーラム３階）へ。保育希望者（１歳
以上の未就学児）は、保育希望の旨と
子どもの氏名・年齢（２歳以下は月齢
まで）
・性別を併せて明記して下さ
い。
※１月１０日までに抽選結果が届かな
い場合は、お問い合わせ下さい。
◇
場町田市民フォーラム
問消費生活センター☎７２５・８８０５

月～土曜日
（祝休日を除く）

午前９時～正午、
午後１時～４時

９日㈪

午前９時～正午
（相談時間は５０分）

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

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
電話で消費生活センター相談専用電話（☎７２２・０００１）へ
学の方
※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

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

町田市子育てひろばカレンダー

検索

問 子育て推進課☎724・4468

