
6 2020．10．15 ☎☎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町田市イベントダイヤル

催し・講座催し・講座
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）。
【ハンドベル講座～天使のハーモニ
ーを楽しむ】
　イングリッシュハンドベルの持ち
方から演奏まで行います。
対中学生以上の方
日１１月２２日㈰午後２時～４時、２９日
㈰午前１０時～午後４時、全２回
場町田市生涯学習センター
講全日本合唱教育研究会顧問・千葉
佑氏
定１６人（抽選）
費６５００円
【学生講師プログラム～イラストを
エコバッグにうつしてみよう】
　日焼け止めクリームで布にイラス
トを描き、プリントして制作します。
対小学３～６年生
日１１月２８日㈯、午後２時～２時５０
分、午後３時２０分～４時１０分（各回と
も同一内容）
場町田市生涯学習センター
講東京造形大学造形学部佐竹ゼミの
学生
定各６人（抽選）
費８００円（材料費含む）
【ｗｅｂカレッジ～薬学と健康と社会

の接点　診断・感染症・生薬・検査の
側面から】
　Ｚｏｏｍを使ったオンライン講座
です。
対１６歳以上でＥメールによる連絡が
可能な方
日①１１月２４日㈫午後３時～４時２０分
②１１月２５日㈬午前１０時～１１時２０分
③１１月２６日㈭午後１時３０分～２時５０
分④１２月１日㈫午後３時～４時２０分⑤
１２月２日㈬午後３時～４時２０分⑥１２月
４日㈮午後１時３０分～２時５０分、全６回
講①昭和薬科大学教授・唐澤悟氏②
③同大学教授・金本大成氏④⑤同大
学准教授・中根孝久氏⑥同大学講師
・鈴木憲子氏
定４０人（抽選）
費４０００円（一部受講の場合、１回に
つき８００円）

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、１１月３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）。
※申込締切日までに定員に達しない
場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎☎７２８・００７１
東京都指定有形文化財
「異形台付土器」特別公開
　鶴川団地造成時に発掘され、
２００９年にイギリスの大英博物館で
も展示された、市内唯一の東京都指
定有形文化財「異形台付土器（２点）」
等を公開しています。

場町田市考古資料室（開室日時＝第
２・４土・日曜日、祝休日の午前１０時
～午後４時〔１２月２８日～２０２１年１
月４日を除く〕）
【展示解説を行います】
日１０月２５日、１１月８日、いずれも日

曜日、午前１０時から、午後２時から
場同資料室
定各８人（申し込み順）
申１０月１５日午後１時から電話で生涯
学習総務課（☎☎７２４・２５５４、受付時間＝
月～金曜日の午前９時～午後５時）へ。

まちだの体力向上プロジェクト
問スポーツ振興課☎☎724・4036

　いずれも１００円（保険料）が必要です。
申１０月２０日正午から①１１月１日まで②１１月８日まで③④１１月１０日ま
でに、イベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシスへ（コードは下
表参照、いずれも申し込み順）。

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

●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１１月１５日号です。次回申込締切日＝
１０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）。� 市HP� 検索市民の広場
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。
※コーナー掲載の申込方法は、必ず「掲載ルール」をご覧ください。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
ポールウォーキングで健康寿命を延ばそう １０月１７日㊏午前１０時～正午 町田シバヒロ 無料 大石☎☎０９０・５８２８・７４５１ レンタルポールあります
古森義久氏講演会「米中激突と日本」 １０月１７日㊏午後２時～４時３０分 町田市文化交流センター １０００円 小林☎☎０９０・４１７１・８４５５ １１月２１日㊏山田宏氏講演会
第４５回萌美会展 １０月２０日㊋～２５日㊐午前１０時～午後５時 国際版画美術館 無料 萌美会・蛭子屋☎☎７３５・１４７０ 最終日は午後４時３０分まで
腹式呼吸で楽しく御一緒に吹矢を吹いてみませんか １０月２３日㊎午前９時３０分 鶴川市民センター ５００円 吹き矢・和田☎☎０９０・３１０２・２１４５ 軽装で気軽にお越し下さい
映画「長いお別れ」上映　山崎努・松原智恵子 １０月２５日㊐午前、午後、夜間各１回 町田市民ホール １０００円 桜井恭子☎☎７２６・１６５１
講話「穏やかな終焉をむかえるために」 １０月２５日㊐午後１時～４時 木曽森野コミュニティセンター ５００円 サマーグレイス☎☎０９０・２４４５・３５１９
脳トレリズム体操　楽しくストレス発散しましょう １０月２７日、１１月１７日㊋午前９時１５分 なるせ駅前市民センター ５００円 中川☎☎０５０・５８７６・４０８６　要予約 ヨガマット、お水　持参
発声から認知症予防音楽体操まで楽しく皆で歌う会 １０月２７日㊋午後２時～４時 町田市民フォーラム ４００円 健康歌声ランド鈴木☎☎０８０・３０８８・４００４ 予約不要　マスクご持参で

「第７回鶴川朗読会」つるの会主催の朗読会 １１月６日㊎午後１時３０分～３時３０分 和光大学ポプリホール鶴川 無料 橋本英子☎☎７３６・０４５５ 要予約　先着１００人まで
高尾山・だれにも会わない森の山歩き教室 １１月８日㊐、１７日㊋午前１０時 ＪＲ高尾駅北口集合 １５００円 森の遊歩隊・益田☎☎０９０・３０９０・９８２５ 要申込み　先着１０人程度

タイトル 対　象 日　時 会場／定員 コード

①のびのび体操
＆ストレッチ 市内在住、在

勤、在学の６０
歳以上の方

１１月６日㈮、午後２時
３０分～３時、午後３時
３０分～４時（各回と
も同一内容） 堺市民センター／

各２０人

２０１０２０Ａ

②初心者向け簡
単エアロビクス

１１月１３日㈮、午後２
時３０分～３時、午後３
時３０分～４時（各回
とも同一内容）

２０１０２０Ｂ

③たのしいおや
こあそび

１～３歳のお子
さんとその保
護者

１１月１６日㈪、１８日
㈬、午前１１時～正午

（各回とも同一内容）
子どもセンターつ
るっこ／各１５組

１６日＝
２０１０２０Ｃ、
１８日＝
２０１０２０Ｄ

④キッズトレー
ニング講座 小学１～４年生 １１月１８日㈬午後４時

～５時
子どもセンターつ
るっこ／２０人 ２０１０２０Ｅ

おいでください　特定の期日に行うイベント ※新型コロナウイルス感染防止のため、予定しているイベントが中止になる場合
があります。必ず、事前に主催団体への確認をお願いします。

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（⑧⑩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
（２６日～３０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
※１０月２３日は予約受付を行いません。
次回分は１０月３０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 ２１日、２８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国税相談 ２０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 ２7日㈫
⑤登記相談 １５日㈭
⑥行政手続相談 ２２日㈭

⑦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

⑧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
（祝休日を除く） 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

⑨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

⑩空家に関する相談
（弁護士・税理士・宅地建物取引士） ２６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

　子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」でご案内しています。 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
子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

町田市子育て情報配信
サービス、ＬＩＮＥでも
ご覧いただけます

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー


