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町田市農業研修事業
秋 野 菜 の 予 約 販 売
　市では、新たに農業経営を目指す
方や農家を支援する援農者の育成を
目的に、市が開設した研修農場で、野
菜作りのノウハウが学べる２年間の
農業研修を実施しています。
　例年、研修農場の周知と研修生の
販売実習を兼ねて、キラリ☆まちだ
祭で直売していた野菜を、今年度は
予約販売します。詰め合わせにして
研修農場でお渡しします。
日１１月２９日㈰、購入時間帯＝午前９
時～１０時、午前１０時～１１時、午前
１１時～正午
場町田市農業研修第１圃

ほ

場駐車場
（小野路町）
詰め合わせ内容１セット＝ハクサ
イ、ブロッコリー、ダイコン、ニンジ
ン等６～７種類（総重量７㎏程度を予
定）
※詳細は、１１月２７日㈮ごろまでに
申込者に通知します。
※天候等により野菜の種類や品数、
重量が変わる場合があります。
販売数各時間帯１３セット（１組１セ
ットまで、申し込み順）
費１セット１０００円
申１１月１９日正午～２４日にイベント

ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２０１１１９Ａへ。
※購入時間帯・現地への交通手段（駐
車場有り、１組１台まで）を明示して
ください。
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

国 際 版 画 美 術 館
【創作講座リトグラフ】
対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）
日２０２１年１月２２日、２９日、２月５日、
１２日、１９日、２６日、３月５日いずれも
金曜日、午後１時３０分～４時３０分、全
７回
場同館
内多色刷りの作品（約１８㎝×２８㎝）
を制作（道具、材料は同館で用意）
講版画家・山口茉莉氏
定８人（抽選、結果は１２月１８日ごろ
郵送）
費１万４０００円
申１２月１３日までにイベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード２０１１１０Ｈへ（同館ホームペ
ージで申し込みも可）。
問同館☎☎７２６・２８８９
【企画展「西洋の木版画～５００年の物
語展」シルバーデー】
　１１月１８日㈬は、６５歳以上の方を

対象に入場料が無料になります。
問同館☎☎７２６・２７７１

まちだの体力向上プロジェクト
【自宅で出来る簡単筋トレ＆ストレ
ッチ】
　参加者には、当日のメニューを記
載した資料をお渡しします。
対市内在住、在勤の５０歳以上の方
日１２月１６日、２３日、いずれも水曜日
午前９時３０分～１０時３０分、午前１０
時４５分～１１時４５分（各回とも同一
内容）
場南市民センター
内自体重筋力トレーニング、全身ス
トレッチ
講コナミスポーツ（株）フィットネス
インストラクター・山下竜司氏
定各１５人（申し込み順）
費１００円（保険料）
申１１月１７日正午～１２月１３日にイ
ベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード２０１１１７Ｃへ。
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６
どうなっているの？
思春期のこころとからだ
　思春期の子どもたちの「親にだけ
は話さない」対人関係や恋愛、性に関
するリアルな現状をお伝えするとと

もに、インターネットやＳＮＳの状況、
デートＤＶなど最近の性被害の危険
性にも触れ、自分自身を大切にする
こと、命の大切さを学びます。
対思春期のお子さんがいる保護者等
日１２月１７日㈭午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講武蔵野市助産師会会長・大田静香
氏
定２０人（申し込み順）
申１１月１８日正午～１２月１０日にイ
ベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード２０１１１８Ａへ。
保育希望者（１歳６か月以上の未就学
児、申し込み順に６人）は、１２月２日
までに併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎☎７２３・
２９０８
忠生公園
定 例 自 然 観 察 会

【冬のいきもの】
日１２月６日㈰午前９時３０分～１１時
３０分（雨天中止）
場同公園
※集合は同公園自然観察センター
（忠生がにやら自然館）です。
定１０人（申し込み順）
申１１月２４日午前９時から電話で同
公園（☎☎７９２・１３２６）へ。

お気軽にご相談ください　１２月、２０２１年１月の母子健康案内　※その他の講座等の詳細は、まちだ子育てサイトをご覧ください。

事業名 対　象 会　場 開催日 時　間 内容／その他 問い合わせ
プレママ・パパクラス

（申し込み制）
申イベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）またはイベシスコードＡ
コース＝２００３０３Ｍ、Ｂコース
＝２００３０３Ｎへ

１６～３５週 の 妊
婦とその夫 健康福祉会館

Ａコース
１２月４日、１月８日㈮

午後１時３０分～４時
妊娠中の過ごし方、歯の衛生等

保健予防課
地域保健係

☎☎７２５･５１２７

１２月１１日、１月１５日㈮ 分娩経過とリラックス法等

Ｂコース １２月１９日、１月２３日㈯
第１部＝午前１０時～１１
時、第２部＝午前１１時～
正午（各回とも同一内容）

もく浴実習、新生児の保育体験、
講話

乳幼児・母性相談（申し込み制）
申１２月開催分＝１１月３０日午前
８時３０分から、１月開催分＝１月
４日午前８時３０分から、いずれ
も①開催日３日前の午後５時ま
で②開催日前日の午後５時まで
に、電話で各問い合わせ先へ

２か 月 以 上 の 未
就学児とその保
護者

①健康福祉会館 １２月７日、２１日、１月１８日、２５日㈪

受付時間の詳細はまちだ
子育てサイトをご覧くだ
さい

身長･体重測定、保育相談、栄養
相談、歯科相談、母親のからだや
気持ちの相談

②鶴川保健センタ
ー １２月９日、１月１３日㈬

鶴川保健
センター

☎☎７３６・１６００

母性保健相談、母乳育児相談
申来所相談と乳房マッサージは
要予約、電話で保健予防課へ

市内在住の方（里
帰り中の方の参
加も可）

健康福祉会館 １２月３日、１０日、１７日、２４日、１月７
日、１４日、２１日、２８日㈭

午前１０時～正午、午後１
時～３時

助産師による相談、乳房マッサ
ージ／電話相談は随時可、健康
福祉会館（☎☎７２５・５４１９）へ

保健予防課
地域保健係

☎☎７２５･５１２７

離乳食講習会（初期・後期）／
申し込み制

申イベントダイヤル（☎☎７２４･
５６５６）またはイベシスコード
初 期 ＝２００３１７Ｓ、 後 期 ＝
２００３１７Ｋへ

４～６か月児の保
護者

健康福祉会館
初期

１２月２日㈬、１月７日㈭、
２２日㈮

午前１０時５分～１１時１５
分 離乳食の話（希望者のみ試食も

有り） 保健予防課
保健栄養係

☎☎７２２・７９９６
鶴川保健センター １２月２２日㈫ 午後１時４０分～２時４５分

８～１０か月児の
保護者

健康福祉会館
後期

１２月１０日㈭、１月１２日㈫ 午前１０時５分～１１時３０
分

離乳食後期の話、歯の話、親子遊
び（希望者のみ試食も有り）鶴川保健センター １２月２２日㈫

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（⑧⑨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
（２３日～２７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
※１１月２０日は予約受付を行いません。
次回分は１１月２７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 １８日、２５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 １７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 ２４日㈫
⑤登記相談 １９日㈭
⑥行政手続相談 ２６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空家に関する相談
（弁護士・税理士・宅地建物取引士） ２４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／第３月曜日は司法書士・宅地建物取引士が実施


