町田市イベント申込システム

イベシス 検索

国際版画美術館～企画展「西洋の木
版画 ５００年の物語」関連イベント

プロムナード・コンサート

【西洋の木版画と楽しむピアノの名
器
“ベーゼンドルファー”の響き】
木版画の長い歴史とともに、ベー
ゼンドルファーの響きを堪能しませ
んか。
日１１月１４日㈯、午後１時から、午後３
時から
（各３０分程度）
場同館エントランスホール
※座席の用意はありません。なお、新
型コロナウイルス感染防止のため、
人数を制限する場合があります。
出演高橋里奈
（ピアノ）
問同館☎
☎７２６・２７７１
木版画一日教室

手 作 り の 年 賀 状

対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）
日１２月８日㈫、９日㈬、午前１０時３０
分～午後４時
（各回とも同一内容）

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。

場国際版画美術館
内単色または２色摺りの年賀状を作
成（図柄は干支の図案を含め同館で
用意）
講木版画家・木下泰嘉氏
定各１２人（抽選、結果は１１月２０日ご
ろ郵送）
費３０００円
申１１月１５日までにイベントダイヤ
ル（☎
☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード２０１０２７Ｈへ（同館ホームペ
ージで申し込みも可）。
※両日への申し込みはできません。
問同館☎
☎７２６・２８８９
ず

過去と未来を学ぶ

多 摩 セ ン タ ー
ミュージアムツアー

市では周辺自治体と連携した観光
事業を進めています。その一環とし
て、多摩市にある東京都埋蔵文化財
センターとＫＤＤＩ ＭＵＳＥＵＭを巡
るウォーキングツアーを開催しま
す。コーヒータイムもあります。

１１月は総合健康づくり月間

冊子を発行しました

問健康推進課☎
☎７２４・４２３６

市では、１１月を総合健康づくり月間と
位置付け、子どもから高齢者まで健康づ
くりができるよう、冊子「総合健康づくり
月間～新しい健康づくりのはじめかた」
を発行しました。
冊子では、
「親子での体操・ストレッチ
体験」
「期間限定！
“家事えもん”のおいし
い動画」
「健康教育講座〜私の口、におう
かも．．．？口臭予防のイロハ」
「学生活動報
告会ガクマチＥＸＰＯミニイベント～オン
ラインだけどつながりたい！を生配信」
「ペスカドーラ町田コーチによる初級者
向け健康ボールトレーニング（幼児～小
学生向け）
」など、ＺｏｏｍやＹｏｕＴｕｂｅを使ってオンラインで参加でき
るイベントを紹介しています。また、各施設のイベントや健康づくりに
関するさまざまな情報等も掲載しています。
冊子は市内公共施設で配布しているほか、右記二次元
バーコードでもご覧いただけます。この機会に楽しく健
康づくりを始めませんか。
配布場所各市民センター、各連絡所、各コミュニティセンター、市立総
合体育館、市立室内プール、まちの案内所 町田ツーリストギャラリ
ー、
各市立図書館等
※冊子は数に限りがあるため、無くなり次第、配布を終了します。

※多摩市内洋菓子店のお菓子のお土
産付きです。
対町田・多摩・稲城市に在住、在勤、在
学の方
日１２月９日㈬午後０時３０分～５時ご
ろ（小雨実施）
※集合は小田急多摩線小田急多摩セ
ンター駅前です。
定３０人（抽選、結果は１１月２４日まで
に通知）
費１０００円
申「多摩ウォーク」と書き、住所・氏名
（ふりがな）
・携帯電話番号・年齢・性
別、同行者の氏名（ふりがな）
・年齢・
性別を明記し、１１月１９日まで（必
着）に郵送、ＦＡＸまたはＥメールでＪＴ
Ｂ東京多摩支店「ウォーキングイベ
ント係」
（〒１９0－００２３、立川市柴
崎町２－１２－２４、ＭＫ立川南ビル３
階、返０４２・５２１・５５５８遍ｍｉｎａｍｉｔａ
ｍａ＠ｊｔｂ．ｃｏｍ）へ。
問観光まちづくり課☎
☎７２４・２１２８

普 通 救 命 講 習 会
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上

問健康推進課☎
☎７２５・５１７８、保健予防課☎
☎７２２・７９９６

【市庁舎をブルーにライトアップ】
糖尿病の予防や治療継続の重要
性について世界各地で啓発活動を
行う「世界糖尿病デー」に合わせ、
町田市でも、糖尿病予防運動のシ
ンボルカラーであるブルーに市庁
舎をライトアップします。
日１１月１１日㈬午後６時３０分～９
時
【期間限定動画配信「糖尿病予防講
演会～なるほど納得！糖尿病と運
動の関係性」
】
糖尿病と運動の関係性や、運動
を実践するコツなどを分かりやす
く解説した録画を配
信します。
配信期間１２月27日
㈰まで

町田市メール配信サービス

講東京医科大学八王子医療センタ
ー糖尿病・内分泌・代謝内科理学療
法士 天川淑宏氏
【年に１度の健診を】
医療機関や健康診断で糖尿病の
疑いを指摘されても、そのまま治
療を受けない人もいます。年に１
度は健康診断を受け、血糖値をチ
ェックしましょう。町田市成人健
康診査の詳細は、町田市ホームペ
ージまたは市役所代表（☎
☎７２２・
３１１１）でご案内しています。
【糖尿病予防にお役立てください】
食生活の見直しに役立つ栄養相
談を実施しています。詳細は、町田
市ホームページをご覧いただく
か、保健予防課へお問い合わせく
ださい。

の方（高校生を除く）
日１２月１２日㈯午後１時～４時
場健康福祉会館
内心肺蘇生法、ＡＥＤの使用方法、窒
息の手当て、止血の方法等
※救命技能認定証を発行します。
定２０人（申し込み順）
費１５００円（教材費）
申１１月６日正午～１６日にイベント
ダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２０１１０６Ｂへ。
問保健総務課☎
☎７２４・４２４１

分譲マンション管理に
関 す る 相 談 会
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日１２月８日㈫午後１時３０分～４時
※相談時間は１組３０分です。
場市庁舎
講（一社）東京都マンション管理士会
町田・たま支部
定４組（申し込み順）
申電話で住宅課（☎
☎７２４・４２６９）へ。

キャッシュレス決済プレミアムポイント事業個別相談会

問産業政策課☎
☎７２４・３２９６

市では、ＰａｙＰａｙ（株）と連携し、
市内のＰａｙＰａｙ対象加盟店で、キャ
ッシュレス決済サービス「ＰａｙＰａ
ｙ」
（スマートフォンを利用した二
次元バーコード決済）で支払い決
済をした場合に、ポイントが付与
される「いこいこ町田！ＰａｙＰａｙ使
って“うふふ”な買い物 最大２０
％戻ってくるキャンペーン」
（上限
開催日

時

２万円分／２か月）を１２月１日～
２０２１年１月３１日に実施します。
キャンペーンの開始に先立ち、
個別相談会を実施します。
対ＰａｙＰａｙを 導 入
したい市内事業
者、ＰａｙＰａｙの登録
・使用方法を知り
たい市民の方

間

会 場

11月5日㈭

午前10時～午後5時

忠生市民センター
会議室3

11月6日㈮

午前10時～午後5時

堺市民センター
第1会議室

11月9日㈪

午前10時～午後4時

鶴川市民センター
第1会議室

11月10日㈫

午後1時～5時

11月11日㈬

午前10時～午後5時

11月12日㈭
11月13日㈮

１１月１４日は世界糖尿病デー
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南市民センター
第1会議室
小山市民センター
第1会議室

午前10時～正午

なるせ駅前市民センター
第1会議室Ａ

午後1時～5時

なるせ駅前市民センター
第2会議室Ｂ

午前10時～午後5時

市庁舎9階会議室9－1

※上記の時間中は随時受け付けています（正午～午後1時を除く）。
※駐車台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

１１月１２日～２５日は

「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

問男女平等推進センター☎
☎７２３・２９０８

「女性に対する暴力をなくす運 【市庁舎をパープルにライトアッ
動」は、女性に対する暴力の根絶を プします】
女性に対する暴力根絶のシンボ
呼び掛けることを目的に毎年実施
ルマークであるパープルリボンに
しています。
配偶者等からの暴力、性犯罪、売 ちなんで、市庁舎をパープルにラ
買春、セクシュアル・ハラスメン イトアップします。
このライトアップには、女性に
ト、ストーカー行為などの女性に
対する暴力は、女性の人権を著し 対するあらゆる暴力の根絶を広く
く侵害し、決して許されるもので 呼び掛けるとともに、被害者に対
して「ひとりで悩まず、まずは相談
はありません。
同センターでは、電話による女 してください」というメッセージ
性悩みごと相談を実施しています が込められています。
日１１月１８日㈬午後６時３０分～９時
（１０面参照）。

防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス

検索

