6

2020．3．1

町田市イベントダイヤル ☎042・724・5656（電話受付時間＝午前7時〜午後7時）番号間違いにご注意ください

催し・講座
生涯学習センター

言葉の責任 ネットの加害者・
被害者にならないために

【命の大切さ、人生の大切さ、あきら
めない心】
お笑い芸人・スマイリーキクチ氏
がデマにより、殺人犯とされインタ
ーネットで中傷被害を受けた経験に
ついて講演します。助けてくれた人
や、
救いになった言葉など、支えにな
ったエピソード等もお話しします。
日３月２９日㈰午後２時～４時
場同センター
定１５８人
（申し込み順）
申１次受付＝３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２００３０３Ｃへ／２次受付＝３月３
日正午～２６日にイベントダイヤル
（☎
☎７２４・５６５６）
またはイベシスへ。

※未就学児も会場に入れます。
※親子で附室からの受講を希望の方
（申し込み順に８人）は電話で併せて
申し込みを。
問同センター☎
☎７２８・００７１
生涯学習センター

ＢＯＮＳＡＩ
！ 春をよぶ、
小
さ
な
盆
栽

ター（☎
☎７２８・００７１）へ。
文学館でたのしむ

おとなのためのおはなし会

日３月１９日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分
場町田市民文学館２階大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「飯島敏

どんな部屋にも飾ることができ
る、初心者向けのミニ盆栽の植え付
けを行います。
日３月２８日㈯、午前１０時～正午、午
後１時３０分～３時３０分（各回とも同
一内容）
場同センター
内盆栽に関するお話、小さな盆栽の
植え付け実習
講石井造園（株）
・石井直樹氏、中村ひ
とり氏
定各１５人（申し込み順）
費２０００円（材料費）
申３月１日午前９時から電話で同セン

図書館で英語を学ぼう！

問中央図書館☎
☎７２８・８２２０

市では、２０２０年度から全国の
小学校で英語が必修化されること
に先駆け、
「えいごのまちだ（町田
ならではの英語教育）」に取り組ん
でいます。その一環として、市立図
書館でも英語に触れる機会を増や
す取り組みを推進します。

英語の本が充実します
市立図書館では、３月１３日から
絵本を中心とした英語の本を約
８００冊増やします。それに合わせ
て中央図書館では、４階児童コー
ナー内の「がいこくごのほんコー
ナー」をリニューアルしました。ぜ
ひたくさんの外国語に触れてみて
ください。

町田市立図書館3月の子ども向けの催し

4月以降のイベントは町田市立図書館ホームページ、または、まちだ子育てサイトをご覧
ください。
催 し
①ちいさい子向けおはな
し会
②おおきい子向けおはな
し会
③乳幼児向けおはなし会
④こどもえいが会

日 程
時 間
会 場
①3月11日、18日、25日
①午後2時30分から
（第3日曜日はお休み）
②午前11時から
②3月7日、14日、21日、
中央図書館
③午 前10時30分か
☎728・8220
28日
ら、
11時から
③3月13日、27日
④午後3時から
④3月4日

英語多読コーナーを新設します
辞書を引かずに、やさしい英語
をたくさん読むことで英語に親し
んでいく「英語多読」という学習方
法に注目し、３月１３日から「英語多

※その他、各市立図書館でも催しを行っています。詳細は各市立図書館へお問い合わせく
ださい／③は１日２回実施します。
☎ 722･3768、鶴川図書館☎
☎ 735･5691、鶴川駅前図書館☎
☎ 737・
問さ るびあ図書館☎
☎ 710･1717、木曽山崎図書館☎
☎ 793･6767、忠生図書館☎
☎ 792
0263、金森図書館☎
☎ 774･2131
・3450、堺図書館☎

子どものイベントカレンダー
●子ども創造キャンパスひ
なた村☎
☎７２２・５７３６
【レッツ！サイエンス 科学
クラ ブ“ぷ ち”～ み ん な の 知って る
「食べられない？！シュワしゅわ！アワ
あわ！！」
いろいろ実験してみよう！】
対市内在住、在学、在園の５歳～小学
３年生とその保護者（小学生は子ど
ものみの参加も可）日３月２２日㈰午
前１０時～正午場ひなた村工作室講
まちだ実験し隊定２０人（申し込み

順）
費３００円
【ネイチャークラブ～ヨモギのホッ
トケーキを食べよう！】
対市内在住、在学の小学生日３月２２
日㈰午前１０時～午後１時場ひなた村
第３レクルーム 他内春の野草を観
察し、ひなた村のヨモギを使ったホ
ットケーキを食べる定２０人（申し込
み順）
費２００円
◇
申３月１日午前１０時から電話でひな

称

日

①法律相談

月～金曜日

②交通事故相談

た村へ／その他の講座やワークショ
ップについては、ひなた村ホームペ
ージ等をご覧ください
●産業政策課☎
☎７２４・３２９６、町田新
産業創造センター☎
☎８５０・８５２５
【まちだキッズ発明体験教室（春）】
日本弁理士会との協定に基づき開
催します。発明の面白さや大切さを
伝える体験教室です。参加者同士で
グループを作り、協力しながら取り
組みます対小学４～６年生（保護者同

④国税相談

時

対

相談時間はお問い合わせく
ださい

象

市内在住の方

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㈫

⑤不動産相談

１０日㈫

⑥登記相談

午後１時３０分～４時

５日㈭

⑦行政手続相談

電話予約制（次回分まで受け付け）

１２日㈭

⑧年金・社会保険・労務相談
⑨少年相談

市内在住の方

４日㈬
１０日㈫

⑩国の行政相談

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
（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）
⑬消費生活相談
⑭空家に関する相談
（弁護士・宅地建物取引士）

ご利用ください！

伴での参加も可）日３月２８日㈯午後
２時～５時場町田新産業創造センタ
ー内発明に関する電子紙芝居授業・
クイズ、発明工作授業、発明品ＰＲ＆
お試し販売会講日本弁理士会関東会
所属弁理士・遠田利明氏、本谷孝夫
氏、伊藤夏香氏定３０人（申
し込み順）申３月２７日まで
に同センターホームページ
（右記二次元バーコード）で申し込み

検索
市HP 暮らしに関する相談
各種相談①～⑬は、
「町田市わたしの便利帳2020」
52～57ページを参照

１１日㈬

③人権身の上相談
（人権侵害などの問題）

読コーナー」を新設します。欧米な
どで英語を母国語とする子ども達
が教科書として使用している「Ｏx
ford Ｒeading Ｔree」等の資料を
取り扱います。
場中央図書館、鶴川駅前図書館、忠
生図書館
【英語多読コーナーオープン記念講
演会～英語多読で楽しく学ぼう！ 】
実際に多読用図書に触れ、初心
者でも気軽に楽しめる英語多読の
世界を紹介します。
日３月２１日㈯午後２時開演
場中央図書館
講（特）多言語多読理事・酒井邦秀
氏
定５０人（申し込み順）
申１次受付＝３月１日正午～３日午
後７時にイベシス（インターネッ
ト）コード２００３０４Ａへ／２次受付
＝３月４日正午～１７日にイベント
ダイヤル
（☎
☎７２４・５６５６）
またはイ
ベシスへ
（申し込みは２人まで）
。

詳細は、各施設へ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ください。

暮らしに関する相談
名

宏」／おはなし＝「ノロウェイの黒牛」
（イギリスの昔話）
「
、ぼたもち」
（日本の
民話）、
「あばらやの星」
（壺井栄）
語り手（特）まちだ語り手の会
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）のみ要予約。３月３
日午前９時から電話で同館（☎
☎７３９・
３４２０）へ。

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）

移動図書館“そよかぜ号”

市内在住、
在勤、
在学の方

☎７２１・４８４２）へ
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎
※法律相談有り＝要予約
☎７２２・０００１）へ
電話で消費生活センター相談専用電話（☎
※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

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

詳細はお問い合わせください。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

