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催し・講座

たはイベシスへ。
問同館☎
☎７３４・４５０８
オンラインで開催します

自由民権資料館〜学芸員による

出

前

講

イベシス 検索

アクティブ福祉ｉ
ｎ町田ʼ２０

座

【①出前講座ｉｎ鶴川「原文で読む村野
日誌」
】
鶴川出身の民権家・村野常右衛門
が、明治４２年から記し始めた日誌を
読み、
村野と地域の関わりを考えます。
日１２月５日㈯午後２時３０分～４時
場鶴川市民センター
【②出前講座ｉｎ成瀬「成瀬の日露戦争
従軍兵士・中里好治」】
日露戦争に従軍し戦死した成瀬出
身の兵士と家族・友人の往復書簡から、
戦争と兵士・銃後について考えます。
日１２月６日㈰午後２時３０分～４時
場成瀬コミュニティセンター
◇
定各５０人
（申し込み順）
申１次受付＝11月１日正午〜９日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード①２０１１１０Ａ②２０１１１０Ｂへ
／２次受付＝１１月１０日正午からイ
ベントダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）ま

町田市の医療・介護・福祉に携わる
施設職員や地域団体、学生の取り組
みや研究を発表・共有し、市民の皆さ
んにも理解を深めていただくイベン
トです。１１月１１日㈬から町田市介
護人材開発センターホー
ムページ（右記二次元バ
ーコード）で動画配信等
を行います。
内実践研究発表動画・町田市長賞等
の受賞発表動画の配信、市民の皆さ
んから応募いただいた介護川柳の優
秀作品の掲載
※ 詳 細 は、 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）へお
問い合わせください。
問いきいき総務課☎
☎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

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。

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）。
【気を巡らせて“ぽかぽかな体”づく
りを目指しましょう！】
「気」とは何か、気と健康づくりに
ついてのお話と簡単なワークを行い
ます。気を巡るストレッチ体操も紹
介します。
日１２月１０日㈭午後１時３０分～４時
場町田市生涯学習センター
講相模女子大学短期大学部非常勤講
師・西村かおる氏、カイロプラクター
・山本彩世氏
定１６人（抽選）
費２０００円
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、１１月１６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
生涯学習センター～市民提案型事業

自由民権資料館～企画展

町田の民権家たち

自由民権運動が盛んだった明治
１０年代、町田市域を始めとする多
摩地区は神奈川県に属していまし
た。当時の神奈川県域の自由民権
運動を１つにまとめようと活動し
たのが、現町田市域に生まれた民
権家たちでした。
本展では、市域を
代表する４人の民権家、石阪昌孝・
青木正太郎・村野常右衛門・細野喜
代四郎の事績や関連史料を紹介し
ます。
会期２０２１年３月２８日㈰まで
休館日月曜日（祝休日の場合は開
館し、翌日休館）
、年末年始（12月
28日～１月4日）
開館時間午前９時～午後４時３０分
場同館企画展示室

講座づくり★まちチャレ

問同館☎
☎７３４・４５０８

石阪昌孝

青木正太郎

村野常右衛門

細野喜代四郎

【新型コロナに負けるな！外出を地
域で支えよう】
障がいや高齢などの理由で、外出
が困難な方がいます。外出の持つ意
味を理解し、さまざまな制度やボラ
ンティア、地域の力で外出が可能に
なることを知る講座です。
対市内在住、在勤、在学の方
※保育はありません。
日１２月１日、８日、１５日、２２日、いず
れも火曜日午前１０時～正午、全４回
場せりがや会館
講リハビリテーション工学研究者・
藤井直人氏 他
定２０人（申し込み順）
申１１月２日午前９時から電話で同セ
ンターへ。
【誰でも一緒に楽しめるスポーツ～
パラスポーツ＆フラダンスを体験し
て共生社会を考えよう】

暮らしに関する相談

障がいの有無にかかわらず、誰も
が一緒に楽しめるパラスポーツやフ
ラダンスを通じ、共生社会について
考えてみませんか。さらに、パラスポ
ーツを見て・知って・体験して、パラ
リンピックを盛り上げましょう。
対市内在住の方
日①１２月１２日㈯②１２月２６日㈯③
２０２１年１月１６日㈯④１月３１日㈰⑤
２月６日㈯、午前１０時～正午、全５回
場同センター
内①共生社会とは？②ボッチャ体験
③フラダンス体験④フラダンス体験
・発表⑤パラ競技講座
講日本パラ陸上競技連盟副理事長・
花岡伸和氏、フラダンス講師・永井涼
子氏 他
定３０人（抽選）
※介助者を含みます。車いすなど介
助が必要な場合は、ご自身で介助者
を手配してください。
申講座名・住所・氏名（ふりがな）
・電
話番号・障がいなどにより配慮を必
要とする方はその内容を明示し、１１
月２日午前９時～２０日午後５時に電
話またはＦＡＸで同センターへ。
◇
問同センター☎
☎７２８・００７１返７２８・
００７３
生涯学習センターコンサート事業

早 川 純 バ ン ド ネ オ ン・
ソ ロ コ ン サ ー ト

国内外で活躍するバンドネオン奏
者・早川純さんのソロコンサートで
す。リズミカルなタンゴの曲などを
お楽しみください。
日１２月１３日㈰午後２時開演
場生涯学習センター
曲目リベルタンゴ、エル・チョクロ、
風の通り道 他（予定）
定７９人（抽選）
申１次受付＝１１月２日正午～４日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード２０１１０５Ｆへ／２次受付＝１１
月５日正午～２６日にイベントダイヤ
ル（☎
☎７２４・５６５６）またはイベシス
へ。
問同センター☎
☎７２８・００７１

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（⑨⑪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
月～金曜日
（3日を除く）

①法律相談
②交通事故相談

11日㈬

③不動産相談

10日㈫

④登記相談

午後1時30分～4時

12日㈭

⑥年金・社会保険・労務相談

4日㈬

⑦建築・耐震相談

4日㈬

対

月～土曜日
⑧電話による女性悩みごと相談
午前9時30分～午後4時
（祝休日、第3水曜日を
（家庭、人間関係、女性への暴力等）
（水曜日のみ午後1時～8時）
除く）
⑨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

⑩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

⑪空家に関する相談 ※Bは新設
（Ａ＝弁護士・宅地建物取引士、
Ｂ＝司法書士・宅地建物取引士）

ご利用ください！

Ａ＝9日㈪、
Ｂ＝16日㈪

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

5日㈭

⑤行政手続相談

時

相談時間はお問い合わせく
ださい

午前9時～正午
（相談時間は50分）

移動図書館“そよかぜ号”

電話で市民相談室
☎724・2102）へ
（☎
市内在住の方

電話予約制（次回分まで受け付け）

☎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
☎721・
市内在住、
在勤、
在学の方 電話で性自認及び性的指向に関する相談専用電話（☎
1162）へ
☎722・0001）へ
電話で消費生活センター相談専用電話（☎
☎724・4269）へ
前週の水曜日午後4時までに、電話で住宅課（☎
市内に家屋を所有の方 ※Ａ＝第2・4月曜日（第4月曜日は税理士も同席）、Ｂ＝第3月曜
（空家・居住中問わず） 日に実施（特に相続・不動産登記に関する相談）／いずれも祝休
日の場合は火曜日に実施

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

