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催し・講座
生涯学習センターコンサート事業

まちだフレッシュコンサート

今春、大学を卒業したばかりの若
手音楽家によるコンサートです。
日４月１８日㈯午後３時開演
場生涯学習センター
定１２８人
（申し込み順）
申１次受付＝３月１５日正午～１６日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード２００３１７Ａへ／２次受付＝３
月１７日正午～４月９日にイベントダ
イヤル（☎
☎７２４・５６５６）またはイベ
シスへ。
※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。
問同センター☎
☎７２８・００７１

イベントカレンダー
●市立総合体育館☎
☎７２４・
３４４０
【はじめてのピラティス教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日４月２１日～６月３０日の火曜日
（５月５日を除く）
、午後１時３０分～２
時３０分、全１０回内体の癖を直し、姿
勢とボディラインを整える定５０人
（抽選）
費５０００円
【リラックス＆リフレッシュ体操教
室】
対市内在住、在勤、在学の３０歳以上
の方日４月８日～６月２４日の水曜日
（４月２９日、５月６日を除く）、①午前９
時１５分～１０時１５分②午前１０時３０
分～１１時３０分、各全１０回内心も身
体もリフレッシュできる有酸素運動
等を行う定各５０人
（抽選）
費５０００円
◇
申往復ハガキに必要事項を明記し、
３月２２日まで（消印有効）に同館へ
（同館ホームページで申し込みも可）
●サン町田旭体育館☎
☎７２０
・０６１１
【リラックス＆リフレッシ
ュ体操教室】
対市内在住、在勤、在学の４０歳以上
の方日４月１７日～６月２６日の金曜日
（５月１日を除く）
、午後１時１５分～２
時３０分、全１０回定５０人（申し込み
順）費４０００円申３月１６日午前１０時
～４月１６日午後８時に電話で同館へ

町田市イベント申込システム

イベシス 検索

乳幼児の保護者向け講座・保育付き

心も、体も、はずむ子育て

子育てに役立つ情報を得られる講
座です。専門家の講義や実践的な演
習、仲間との話し合いを通じて、毎日
の子育てをより楽しくしましょう。
対市内在住で全回参加できる乳幼児
の保護者
日５月１３日、２０日、２７日、６月３日、
１０日、１７日、２４日、７月１日、いずれ
も水曜日午前１０時～正午、全８回
場生涯学習センター
講（特）日本救急メッセンジャー、
（特）全日本育児普及協会会長・佐藤
士文氏、白梅学園大学教授・佐久間
路子氏、白百合女子大学准教授・石沢
順子氏
定保育付き＝２０人、保育無し＝５人
／過去に乳幼児講座・幼児講座を受
講していない方を優先のうえ、抽選

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。

（結果は４月１７日に発送予定）
費保育利用者のみ４００円
申ハガキまたは用紙（様式は不問）
に、講座名・住所・氏名（ふりがな）
・電
話番号・子どもの年齢・保育希望者
（５月１日時点で８か月以上の未就学
児）は子どもの名前（ふりがな）
・生年

子育てひろば中止のお知らせ

問子育て推進課☎
☎724・4468

子育てひろばの催しは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3月
31日まで中止します。育児相談は地域のマイ保育園や地域子育て相談セ
ンターで対応していますのでご利用ください。
4月以降については、まちだ子育てサイトなどでお知らせしますので
ご確認ください。
検索
町田市子育てひろばカレンダー

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ください。

●市立室内プール☎
☎７９２・
７７６１
開催日・時間等の詳細は
お問い合わせください。
【ヨガ】
直接同プールへおいでください対
１８歳以上の方日毎週火曜日（除外日
有り）、午前１０時～１１時定２０人（先
着順）
費８００円
【ラテン骨盤エクササイズ】
直接同プールへおいでください対
１８歳以上の方日毎週金曜日（除外日
有り）、午前１０時～１１時定２０人（先
着順）
費６００円
【①幼児ダンス②キッズダンスＡ・Ｂ
・Ｃ】
対①４～６歳の未就学児②小学生日４
月７日～５月１９日の火曜日、①午後３
時３０分～４時１５分②午後４時３０分
～７時５０分（Ａ～Ｃ各１時間）、各全７
回定 ①１０人 ② 各２０人 ／ 抽 選費 ①
４２００円②各５６００円申往復ハガキ
に必要事項を明記し、３月24日まで
（必着）に同プールへ
●野津田公園☎
☎７３６・３１３１
【元五輪選手が教える「ウォ
ーキング
（ジョギング）
」
教室】
元五輪選手の新宅雅也氏が指導し
ます対２０歳以上の方日４月１３日～６
月２９日の月曜日（５月４日を除く）、
午前１０時３０分～正午、全１１回内正
しい歩き方・姿勢のつくり方を学ぶ

称

①法律相談
②交通事故相談

日
月～金曜日

定５０人（申し込み順）費５５００円（保
険料、指導料込み）申３月１５日午前９
時から電話で野津田公園へ（受付時
間＝午前９時～午後５時、土・日曜日、
祝休日も可）
● 小 野 路 宿 里 山 交 流 館 ☎ ８６０・
４８３５
【①小野路桜ガイドウォーク】
桜や里山の風景を楽しみながら小
野路周辺を歩きます日４月３日㈮午
前１０時～午後３時（小雨実施、荒天中
止）／集合は別所バス停、解散は同館
定２０人（申し込み順）費１５００円（ガ
イド料、保険料、昼食代）／路線バス
代は別途自己負担です
【②うどん作り教室】
小野路の郷土料理である「小野路
うどん」を作ります日４月１５日㈬午
前１０時３０分～正午定８人（申し込み
順）費１０００円（材料代）
【③春の里山草花観察会】
森林インストラクター・池田倫子
氏のガイドのもと、春の里山で草花
の観察を行います日４月２４日㈮午前
９時３０分～午後１時（小雨実施、荒天
中止）定２０人（申し込み順）費１５００
円（ガイド料、保険料、昼食代）
◇
申①３月１９日正午～３１日②３月３１
日正午～４月１２日③４月９日正午～
２１日にイベントダイヤル（☎
☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード ①

27日㈮

④国税相談

17日㈫

⑤不動産相談

24日㈫

⑥登記相談

19日㈭

⑦行政手続相談

26日㈭

⑧少年相談

24日㈫

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
※3月23日～27日分は3月19日から受
け付けます。
相談日の1週間前から電話で予約
電話予約制（随時）

午後1時30分～4時
市内在住の方

午前9時～午後4時

⑨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（水
人間関係、女性への暴力、LGBT等）
（祝休日、第3水曜日を除く）曜日のみ午後1時～8時）
月～土曜日
（祝休日を除く）

２００３１９Ａ②２００３３１Ａ③２００４０９
Ａへ
●町田市自然休暇村☎
☎０２６７・９９・
２９１２
【川上村山菜まつりツアー】
添乗員は同行しません。現地係員
が対応します対市内在住、在勤、在学
の方とその同行者（１８歳以上の方に
限る）日５月３１日㈰午前７時～６月１
日㈪午後５時ごろ、１泊２日、集合は町
田ターミナルプラザ、解散は町田駅
周辺（予定）宿泊先町田市自然休暇村
（長野県南佐久郡川上村）内１日目＝
山菜まつり、歌謡ショー（出演者は４
月発表）等、２日目＝山菜狩り定４０人
（抽選）／最少催行人数は３５人です
費１万６８００円（交通費、宿泊費、１日
目昼食～２日目昼食、保険料、ガイド
料含む）／旅行条件書、振込先は申込
者に別紙でご連絡します旅行企画・
実施ＪＷＴジャパンウインズツアー
（株）、長野県知事登録第２－３９９号、
全国旅行業協会会員・長野県旅行業
協会会員（長野県佐久市今井５３３－
１、☎０２６７・６６・１２６８〔代〕）、利用バ
ス会社＝信濃バス（長野県南佐久郡
川上村樋沢２３４）申３月１５日午前８
時３０分～２９日午後５時に電話で自
然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ／
５月２１日以降の取り消しはキャンセ
ル料が必要です

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

18日、25日㈬

③人権身の上相談(人権侵害などの問題）

⑩消費生活相談

新型コロナウイルス感
染拡大防止のため中止
・延期になるイベント
情報

まちだ子育てサイト

暮らしに関する相談
名

月日を明記し、４月１０日午後５時ま
で（必着）に、直接または郵送で生涯
学習センター（〒１９４－００１３、原町
田６－８－１）へ（所定の用紙〔同セン
ターに有り〕に記入し、直接同センタ
ーへ申し込みも可）。
問同センター☎
☎７２８・００７１

午前9時～正午、午後1時
～4時

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）

☎042・679・1082）へ
事前に電話で八王子少年センター（☎
☎721・4842）
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎
へ
市内在住、
在勤、
在学の ※法律相談有り＝要予約
方
☎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

