
6 2021．3．15 ☎☎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

新型コロナウイルス感染防止のため、催し・講座は中止や一部変更になる場合がありますのでご了承ください

町田で活躍する高校生・大学生によ
るオンライン配信イベント

学 生 活 動 報 告 会 
「 ガ ク マ チ Ｅ Ｘ Ｐ Ｏ 」
　町田市や近隣でまちづくり活動を
行っている高校生・大学生による報
告会です。活動の紹介やパネルディ
スカッション等、今年度の成果をＰＲ
するイベントをオンライン（Ｚｏｏ

ｍ）で開催します。
日３月２１日㈰午後２時～４時
定１００人程度（時間内入退室自由）
※右記二次元バーコードか
ら視聴用ＵＲＬをクリックし
てご覧ください。
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１
乳幼児の保護者向け講座・保育付き

今 ど き ・ 子 育 て
　専門家の講義と実践的な演習で、
子育てに役立つ情報を得られます。
対市内在住の全回参加できる乳幼児

の保護者
日５月１２日㈬、１９日㈬、３０日㈰、６月
９日㈬、１６日㈬、２３日㈬、３０日㈬、午
前１０時～正午、全７回
※５月３０日㈰は公開講座で、パート
ナーも一緒に参加できます。
場生涯学習センター
講（特）全日本育児普及協会会長・佐
藤士文氏、東京大学教授・遠藤利彦
氏、（特）日本救急メッセンジャー
定保育付き＝１４人、保育無し＝１人
／過去に乳幼児講座・幼児講座を受
講していない方を優先のうえ、抽選

（結果は４月１６日に発送予定）
申ハガキまたは用紙（様式は不問）
に、講座名・住所・氏名（ふりがな）・電
話番号・子どもの年齢・保育希望者
（５月１日時点で８か月以上の未就学
児）は子どもの名前（ふりがな）・生年
月日を明記し、４月９日午後５時まで
（必着）に、直接または郵送で生涯学
習センター（〒１９４－００１３、原町田
６－８－１）へ（所定の用紙〔同センタ
ーに有り〕に記入し、直接同センター
へ申し込みも可）。
問同センター☎☎７２８・００７１

催し・講座催し・講座

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（⑧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。
※緊急事態宣言中は、①～⑥は、電話での相談も受け付けますので、希望する方は予約時にお伝えください。

名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談 月～金曜日
(29日～4月2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
※3月26日は予約受付を行いません。次回
分は4月2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 17日、24日、
31日(水)

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 16日(火)

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 23日(火)
⑤登記相談 18日(木)
⑥行政手続相談 25日(木)
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

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:次回は５月１５日号です。次回申込締切日＝４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。

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。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
第３６回　山の写真展 ３月１６日～２１日午前１０時～午後５時 国際版画美術館 無料 山本☎☎０７０・５５４３・５８３５ 初日のみ午後１時から
体動かして免疫力ＵＰ！　筋トレ＆リズム体操 ３月１７日㊌午前１１時～１１時４５分 鶴川市民センター ５００円 ヤハタ☎☎０８０・３５０４・９７７７　要電話受付 年齢問わずどなたでもＯＫ
ピアノのある方、脳トレにピアノ始めませんか ３月２５日午後１時から 生涯学習センター音楽室 ５００円 須佐☎☎７２２・３４９９ 経験・年齢問わず　要連絡
鎌倉最後の秘境！回春院から十王岩を歩きます ３月２７日㊏、４月１０日㊏午前１０時 ＪＲ鎌倉駅東口集合 １５００円 里山探偵団・中村☎☎０９０・４９１３・３８９３ 山道歩き、申込順１０人程度
還暦から始めるフライフィッシングを教えます ３月３１日㊌午後１時～２時３０分 町田市民フォーラム４階 無料 玉木☎☎０８０・１２８４・２４２９ 自然を楽しみたい中高年へ
青空の下で国内初の屋外芝生グラウンドでの吹き矢 ４月２日㊎午前９時３０分～１１時３０分 鶴川球場 ５００円 吹き矢・和田☎☎０９０・３１０２・２１４５ 誰でも気軽にお越し下さい
春のフラワーアレンジメント講習会！ ４月１５日㊍午前１０時～正午 生涯学習センター ３０００円 フォーシーズン飯田☎☎０８０・３３６５・２９５１ 初心者歓迎です
ケントギルバート講演　世界から尊敬される日本人 ４月２４日㊏午後２時～４時３０分 町田市民ホール第４会議室 １５００円 小林☎☎返７９６・６５９６ 事前の申込をお願いします
和太鼓『町躍皷（まちやっこ）２０周年コンサート』 ５月２日㊐午後２時１５分開場　３時開演 町田市民ホール 無料 町躍皷事務局☎☎０７０・５５４３・０２８５ 要事前予約、お電話下さい

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=210304Ｍ、Ｂコース＝
210304Ｎへ

16～35週の妊婦とそ
の夫 健康福祉会館

Ａコース 5月7日、14日㈮ 午後1時30分～3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

分娩経過とリラックス法等

Ｂコース 4月24日、5月22日（土）
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4月開催分＝3月29日午前8時
30分から、5月開催分＝4月27

日午前8時30分から、①開催日3
日前午後5時まで②③④開催日
前日午後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 4月19日、5月24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 4月7日、5月19日㈬
鶴川保健
センター

☎☎736・1600

③忠生保健センター 4月13日㈫

保健予防課
地域保健係

☎☎725･5127

④小山市民センター 5月12日㈬

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 4月1日、8日、15日、22日、5月6

日、13日、20日、27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

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=210318Ｓ、後期=210318Ｋ
へ

4～6か月児の保護者
健康福祉会館

初期 4月8日㈭、20日㈫、5月
11日㈫、27日㈭ 午前10時5分～11時10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・79968～10か月児の保護者 後期 4月14日㈬、5月17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）

お気軽にご相談ください　4月、5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。


