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催し・講座催し・講座
消 費 生 活 セ ン タ ー

【くらしに役立つ学習会～ネットシ
ョッピングを楽しく、安全に利用す
るために　楽しくＩＣＴを学ぼう】
対市内在住、在勤、在学の方
日９月２４日㈭午前１０時～正午
講（公社）日本消費生活アドバイザー
・コンサルタント・相談員協会　金
藤博子氏
定２０人（申し込み順）
申１次受付＝９月１日正午～午後７時
にイベシス（インターネット）コード
２００９０２Ｃへ／２次受付＝９月２日正
午～１７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３人）は９月１日正午から併
せて申し込みを。
【くらしに役立つテスト教室～減塩
でもおいしく　うす味・減塩を習慣
に】
　自宅のみそ汁や身近な食品の塩分
を測定し、減塩のコツを学びます。

対市内在住、在勤、在学の方
日９月３０日㈬午前１０時～正午
講町田地域活動栄養士会・原慶子氏
定８人（申し込み順）
費１００円（検体費）
申９月２日正午～２３日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２００９０２Ｄへ。保育希望
者（１歳以上の未就学児、申し込み順
に３人）は併せて申し込みを。
【ホール講演会～元気に生活するた
めの食生活と健康の留意点】
　健康食品やサプリメントに頼らな
い食生活の在り方を学びます。
対小学生以上の方
日１０月２日㈮午後１時～３時
講東京都立大学大学教育センター特
任教授・篠田粧子氏
定９４人（申し込み順）
申１次受付＝９月１日正午～午後７時
にイベシス（インターネット）コード
２００９０２Ｅへ／２次受付＝９月２日正
午～２７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３人）は９月１日正午から併
せて申し込みを。親子室利用希望者

（１歳未満児と保護者、申し込み順に
３人）は電話で要予約。

◇
場町田市民フォーラム
問同センター☎☎７２５・８８０５
女性のお仕事応援セミナー
自宅でできるセルフハンドケア
　セミナー終了後、清掃や配食など
の補助業務から始められ、無資格・未
経験でできる介護の仕事の相談会を
行います。
対市内在住で介護の仕事に関心のあ
る女性（お子さん連れでの参加も可）
日９月２５日㈮午前１０時～正午
場市庁舎
講ネイルサロンＡｍｕｓｅｒ代表・佐藤
仁紀氏
定２０人（申し込み順）
申９月１５日までに電話で町田市介護
人材開発センターへ。
問同センター☎☎８５１・９５７８（受付時
間＝祝休日を除く月～金曜日の午前
９時～午後５時）、町田市いきいき総
務課☎☎７２４・２９１６
さがまちカレッジ
講 座 受 講 者 募 集
　詳細は講座案内チラシ（生涯学習
センター、各市民センター、各市立図
書館等で配布）をご覧ください（さが
まちコンソーシアムホームページで
ダウンロードも可）。
【黄金比ってなあに？～かたちの美
しさと数の比のお話とレッスン】
　身近なものを実際に計測したり作
図しながら、形の美しさを決める黄
金比を探ります。
対１６歳以上の方
日１０月１７日㈯午後１時～４時１０分
場町田市生涯学習センター
講女子美術大学芸術学部非常勤講師
・内野博子氏
定１５人（抽選）
費２５００円
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、９月２２日まで（必着）に、郵
送またはＦＡＸでさがまちコンソー
シアム事務局へ（さがまちコンソー
シアムホームページで申し込みも
可）。

問同事務局☎☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎☎７２８・００７１
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ
公 開 講 座
　各連続講座の受講者は申し込み不
要です。
【“こころ”と“からだ”の健康学～眼
の健康寿命を守る！セルフメディケ
ーションセミナー】
日１０月８日㈭午前１０時～正午
講（株）ビジョナリーホールディング
スアイケア事業本部　Ｒ＆Ｄ　ジェ
ネラルマネージャー・吉野正夫氏
定１９人（申し込み順）
【町田の歴史～近世の人びとの祈り　
　村を中心に】
　今回は寺社参詣と石造物建立を事
例に、江戸時代の人々の「祈る」とい
う行為に対する意識の変化に迫りま
す。自由民権資料館の学芸員がお話
しします。
日１０月９日㈮午後２時～４時
定３０人（申し込み順）

◇
場同センター
申９月２日午前９時から電話で同セン
ター（☎☎７２８・００７１）へ。
大地沢青少年センター
青 空 ア ト リ エ
　電動糸のこや、のこぎりなどを使
い、木やまゆ等で椅子やクラフトを
作ります。特別プログラムは、まゆ玉
クラフトお月見バージョンを予定し
ています。
日９月１３日㈰午前１０時～午後３時
（雨天実施）
場同センター
定６組（付添人を含めて１組４人以内、
申し込み順）
費１００～５２０円（参加プログラムに
よって異なる）
申９月２日午前９時から電話で同セン
ター（☎☎７８２・３８００）へ。
※新型コロナウイルス感染防止対策
のため、事前予約制となります。
※当日は、午前１０時～午後２時に受
け付けしてください（受付時間内で
あれば何時からでも参加可）。

わくわく仲間づくりカレッジ　講座参加者募集
問高齢者福祉課☎☎7２４・２１４６

対市内在住の６５歳以上の方
定①～④各１２人⑤２０人／抽選、
結果は９月２５日ごろ発送
費１回当たり２５０円（別途材料費
として①②各１０００円③④各５００
円が必要）
申希望講座を選び（重複申し込み

不可）、９月４日正午～１０日にイベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード２００９０４Ｂへ。
※当日の詳細は町田市シルバー人
材センター（☎☎７２３・２１４７、受付
時間＝午前９時～午後４時）へお問
い合わせください。

講座名 日　時 会　場

①パッチワーク講座 １０月２日～１１月２０日の金曜日、午前９時
３０分～１１時３０分、全８回

わくわく
プラザ町田

②小物づくり講座
（洋裁）

１０月５日㈪、１２日㈪、２０日㈫、２７日㈫、
１１月２日㈪、９日㈪、１７日㈫、２４日㈫、午
後１時３０分～３時３０分、全８回

南市民
センター

③脳トレ書道 １０月７日～１１月２５日の水曜日、午後１時
３０分～３時３０分、全８回

わくわく
プラザ町田

④英会話入門 １０月８日～１１月２６日の木曜日、午前９時
３０分～１１時３０分、全８回

町田市民
フォーラム

⑤お茶の間ジム
（テイクアウト・エク
ササイズ）

１０月１３日～１２月１５日の火曜日、午前９
時３０分～１１時３０分(１１月３日、１２月１日
を除く）、全８回

わくわく
プラザ町田

暮らしに関する相談 市HP 暮らしに関する相談 検索

各種相談「町田市わたしの便利帳２０２０」５２～５７ページを参照（⑪⑬を除く）

　新型コロナウイルス感染防止のため、休止中の相談や電話のみでの相談があります。今後の開催状況については、町田市ホームページをご覧いただくか、電話でお問い合わせく
ださい。また、少年相談については電話で八王子少年センター（☎☎042・679・1082）へお問い合わせください。

名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談 月～金曜日
（９月１日～４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

電話で市民相談室
（☎☎７２４・２１０２）へ

②交通事故相談 ９日㈬

午後１時３０分～４時

相談日の１週間前から電話で予約
※当面の間電話相談となります。

③国税相談 １日㈫

市内在住の方

電話予約制（次回分まで受け付け）
④不動産相談 ８日㈫
⑤登記相談 ３日㈭
⑥行政手続相談 １０日㈭
⑦年金・社会保険・労務相談 ２日㈬

⑧国の行政相談 １日㈫ 電話予約制（次回分まで受け付け）
※当面の間電話相談となります。

⑨建築・耐震相談 ２日㈬ 電話予約制（次回分まで受け付け）
⑩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

⑪電話による性自認及び性的指向
に関する相談 毎月第２水曜日 午後３時～８時 電話で性自認及び性的指向に関する相談専用電話（☎☎７２１・

１１６２）へ

⑫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

⑬空家に関する相談
（弁護士・宅地建物取引士） １４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


