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催し・講座催し・講座
生涯学習センター～交流学習会

“コ ミ ュ 活 で”地 域 か ら 
孤 立 を な く そ う！

【Ｆａｃｅ　ｔｏ　Ｆａｃｅとスマホのコミュ
ニケーションを考えよう】
　新しいコミュニケーションツール
が生まれ、便利になった一方で、関係
の希薄化や孤独を感じる方も増えた
のではないでしょうか。
　本講座では、Ｆａｃｅ　ｔｏ　Ｆａｃｅでの
対話の大切さや、若者や高齢者が抱
えるコミュニケーション障がいなど
について考えます。
対１６歳以上で全回参加できる方
日①２月２９日㈯②３月６日㈮③３月
１３日㈮④３月２０日㈷⑤３月２７日㈮、
午前１０時～正午、全５回
場同センター
内①～③講師による講義、グループ
ワーク④グループワーク⑤グループ
発表と交流会
講①駒沢大学教授・萩原建次郎氏②
東京大学教授・梶谷真司氏③東京学
芸大学准教授・倉持伸江氏
定３０人（申し込み順）
申２月１５日午前９時から電話で同セ
ンター（☎☎７２８・００７１）へ。

町田の歴史を歩く２０２０
　町田駅周辺の３コースを歩きま
す。自由民権資料館の学芸員のガイ

ドのもと、生活の中で何げなく通り
過ぎている神社や寺院、今では見た
目には分からなくなってしまった歴
史上の場所などに気を留めながら歩
いてみませんか。
日①３月１日②３月８日③３月１５日、
いずれも日曜日午前９時３０分～午後
０時３０分、集合はＪＲ町田駅前デッキ
内①原町田コース＝浄運寺、勝楽寺、
町田天満宮、行幸道路等②金森コー
ス＝渋池弁財天、金森杉山神社、南平
和児童遊園等③森野コース＝住吉神
社、感応稲荷、妙延寺、長栄稲荷等
定各３０人（申し込み順）
費１００円（資料代、保険料）
申２月１８日正午から①２月２７日まで
②３月５日まで③３月１２日までに、イ
ベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード２００２１８Ａへ
（複数コースの申し込みも可）。
問自由民権資料館☎☎７３４・４５０８
生涯学習センター～岩谷みえエレナ
先生の

ニ ャ ン ド ゥ テ ィ 講 座
【南米パラグアイの伝統レース編み】
　パラグアイの伝統工芸である、ニ
ャンドゥティ（「蜘

く

蛛
も

の巣」を意味す
るレース編み）で、簡単な作品を作り
ます。
対両日参加できる方
日３月１５日、２９日、いずれも日曜日
午前１０時～正午、全２回
場同センター
講パラグアイ国立伝統工芸院認定ニ

ャンドゥティ指導員・岩谷みえエレ
ナ氏
定２０人（申し込み順）
費６００円（材料費）
申２月１５日午前９時から電話で同セ
ンター（☎☎７２８・００７１）へ。

木曽山崎コミュニティ 
セ ン タ ー ま つ り
日３月７日㈯、８日㈰、午前１０時～午
後６時
場同センター
※駐車台数に限りがあります。
内展示（書・俳画・絵手紙・手芸品・絵
画・写真・保育園児の作品等）、舞台発
表（舞踊・カラオケ・コーラス・和太鼓
・民謡・ダンス等）、模擬店（バザー・
焼き鳥・すいとん・手作り品や植物苗
等の販売・ごみ減量ＰＲ等）、第３０回
記念企画（７日午後４時から＝映画
会、８日午後４時から＝みんなで歌い
ましょう）
※ふれあいくぬぎ館（木曽山崎コミ
ュニティセンター内）は、３月７日は
センターまつりのため臨時休館しま
す。

問木曽山崎連絡所☎☎７９３・３０３０
謎解きゲームに挑戦！

ま ち ク エ Ⅲ
　図書館内を巡って、本や図書館に
関する謎解きに挑戦します。
※詳細は町田市立図書館ホームペー
ジをご覧ください。
対市内在住、在学、または相模原・川
崎・大和・八王子・日野・多摩・調布・府
中・稲城市在住の中学生～１８歳の方
日３月３０日㈪午後１時３０分～３時３０
分
場中央図書館
定２０人（申し込み順）
※５人以下のグループ参加も可。
申２月１８日午前１０時から直接中央
図書館５階視聴覚資料カウンター
へ。または電話で中央図書館（☎☎７２８
・８２２０）へ。

小山市民センターまつり
　小山市民センターを利用する市民
の方やサークル等が、日頃の成果を
発表し、地域の活性化と交流を図り
ます。
日２月２９日㈯、３月１日㈰、午前１０時
～午後４時（予定）
場同センター
内展示（絵画・写真・生け花・絵手紙・
俳句等）、発表（ダンス・合唱・民謡・舞
踊・大正琴・和太鼓・カラオケ等）
※お茶のお点

て

前
まえ

、各種模擬店もあり
ます（一部有料）。
問同センター☎☎７９８・１９２７

暮らしに関する相談
名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談 月～金曜日
（２４日～２８日を除く）

相談時間はお問い合わせ
ください 市内在住の方

前週の金曜日から電話で予約
※２月２１日は予約受付を行いません。
次回分は２月２８日から受け付けます。

電話で市民相談室
（☎☎７２４・２１０２）へ

②交通事故相談 １９日、２６日㈬

午後１時３０分～４時

相談日の１週間前から電話で予約
③人権身の上相談（人権侵害などの問題） ２１日、２８日㈮

市内在住の方

電話予約制（随時）
④国税相談 １８日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）
⑤不動産相談 ２５日㈫
⑥登記相談 ２０日㈭
⑦行政手続相談 ２７日㈭
⑧少年相談 ２５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
⑨電話による女性悩みごと相談（家庭、
人間関係、女性への暴力、ＬＧＢＴ等）

月～土曜日
（祝休日、第３水曜日を除く）

午前９時３０分～午後４時（水
曜日のみ午後１時～８時）

市内在住、在勤、在学の
方

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

⑩消費生活相談 月～土曜日
（祝休日を除く）

午前９時～正午、午後１時
～４時

電話で消費生活センター相談専用電話（☎☎７２２・０００１）へ
※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

⑪空家に関する相談
（弁護士・税理士・宅地建物取引士） ２５日㈫ 午前９時～正午

（相談時間は５０分）
市内に家屋を所有の方

（空家・居住中問わず）
前週の水曜日午後４時までに、電話で住宅課（☎☎７２４・４２６９）へ
※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

市HP 暮らしに関する相談 検索

各種相談①～⑩は、「町田市わたしの便利帳２０２０」５２～５７ページを参照

おいでください　特定の期日に行うイベント

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

【コーナー掲載の申込方法】
●必ず「掲載ルール」をご覧ください。� 市HP� 検索市民の広場
●おいでください：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５月１５日号です。次回申込締切日＝４
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

いでください」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ください。
※�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　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
芹ヶ谷ひだまり荘つり雛まつり　第１５回　回顧展 ２月１７日～３月３日 芹ヶ谷ひだまり荘 無料 高島☎☎０９０・５５１５・０２６６ 午前９時３０分～午後４時３０分開催
読書を楽しみ思ったことを話してみる会 ２月１９日㊌午前１０時～正午 生涯学習センター８階学習室６ 無料 斉藤☎☎７９２・４５８５ 直接お越しください
スクエアダンス初心者講習会 ２月２０日㊍午後１時 成瀬コミュニティセンター 無料 有村☎☎７９１・１９８０

「あなたに贈る応援歌！」１０月定演に向け公開練習 ２月２４日振休 午前１０時～午後４時 町田市民ホール第４会議室 無料 町田混声・前田☎☎７２０・６３７５ 曲目は糸・ビリーブ他
東日本大震災チャリティ・津軽三味線と尺八の響き ３月６日㊎午後２時～４時 町田市民フォーラムホール ２５００円 中丸重子☎☎０９０・５８１３・８５３１　要予約 かしの木山ＮＥＸＴ主催

酒匂川にて室内鑑賞石を探そう会／参加者大募集 ３月１５日㊐午前７時５０分 小田急線町田駅下り待合室 交通費
実費 堀泰洋☎☎０９０・８６８４・４７１６ 主催　武相愛石会

町田女声合唱団公開練習　合唱曲ミサ曲ポップス… ３月１９日㊍午前１０時～午後０時３０分 生涯学習センターホール 無料 片岡☎☎７２５・４９７８ お気軽においでください
創る楽しさをつなぐ仲間たち～第１８回陶朋会陶芸展 ３月２０日㊗～２２日㊐午前１０時～午後５時 町田市民ホールギャラリー 無料 佐々木☎☎７２３・２２９８ 初日は正午開場


