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催し・講座
わくわく仲間づくりカレッジ

里 山 ウ ォ ー キ ン グ

対市内在住の６５歳以上の方
※医師から運動制限等を受けている
方はご遠慮ください。
日①５月１３日㈭午前９時２０分～午後
３時②５月２７日㈭午前８時５０分～午
後３時③６月１０日㈭午前８時５０分～
午後３時、
全３回
※集合は①京王相模原線多摩境駅改
札前②鶴川駅北口やすらぎ公園③町
田バスセンター１３番乗り場です。
内①絹の道②小野路③ＪＡＸＡの各コ
ース
（各約７Ｋｍ）
を歩く
定３０人（抽選、結果は４月２６日ごろ
発送）
費１２００円
申４月８日正午～１４日にイベントダ
イヤル（☎
☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２１０４０８Ｂへ。
※当日の詳細は町田市シルバー人材
センター
（☎
☎７２３・２１４７、受付時間
＝午前９時～午後４時）へお問い合わ
せください。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４６

生涯学習センター

子育てカフェ

イベシス 検索

つばめ

子育て中のママたちが運営してい
ます。先輩ママたちと子育て情報を
交換してみませんか。
対市内在住の未就学児と保護者、妊
婦の方
日４月１９日、５月１０日、６月７日、７月
５日、いずれも月曜日午前１０時～正
午（出入り自由）
場同センター６階保育室
定各７組（先着順）
※おいでいただいた時点で定員に達
している場合、お断りする場合もあ
りますので、ご了承ください。
問同センター☎
☎７２８・００７１

オーラルフレイル対策を始めましょう

問保健予防課☎
☎７２５・５４３７

くち

費１００～５２０円（参加プログラムに
よって異なる）
※新型コロナウイルス感染防止のた
め、事前予約制となります。
※当日は午前１０時～午後２時に受け
付けしてください（受付時間内であ
れば何時からでも参加可）。
申４月１日午前９時から電話で大地沢
青少年センター（☎
☎７８２・３８００）へ。
生涯学習センター

親と子のまなびのひろば

【きしゃポッポ】
お母さん同士で子育て情報の交換
等をしましょう。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の末日まで）とその母親、妊婦の
方
大地沢青少年センター
日４月１３日、２０日、いずれも火曜日
青 空 ア ト リ エ
午後２時～４時（自由遊び時間含む）
内自由遊び、歌・絵本の紹介、スキン
電動糸のこや、のこぎりなどを使
シップ遊び、子育て情報交換等
い、木やまゆ等で椅子やクラフトを
定各５組（申し込み順）
作ります。特別プログラムは、
「てづ
くりコースター」を予定しています。 【パパと一緒にきしゃポッポ】
お父さんが赤ちゃんと楽しく過ご
日４月１１日㈰午前１０時～午後３時
すためのヒントが見つかるひろばで
（雨天実施）
す。
場同センター
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
定６組（付添人を含めて１組４人以内、
た月の末日まで）とその父親
申し込み順）

いつまでも健康なお口を保つために

動画「まちだ お口を元気に
するトレーニング 口 トレ」
を作成しました

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。

会館、鶴川保健センター、各市民セン
ター、各高齢者福祉センター（ふれあ
い館）

のお口のトレーニングを、町田市ホ
ームページ、町田市ＹｏｕＴｕｂｅアカウ
ントで公開しています。グループ活
動用として貸し出しのＤＶＤも用意
していますので、希望の方は電話で
ご相談ください。

年齢とともに、お口周りの筋力が
衰えてしまうことを「オーラルフレ
イル」
といいます。オーラルフレイル
を放置すると、食事を十分に取るこ
とができず、徐々に要介護状態へと
進行してしまいます。予防するため
には、日頃からお口周りの筋肉を鍛
えることが大切です。
今回、
市オリジナルで、口トレの動 【「口トレ」リーフレット】
画とリーフレットを作成しました。
動画の視聴が難しい環境でも、口
オーラルフレイル対策にご活用くだ トレに取り組むことができます。
さい。
対市内在住の方
【
「口トレ」
動画】
配布場所保健予防課（市庁舎７階）、
オーラルフレイルを予防するため 町田市保健所（中町庁舎）、健康福祉

日４月１８日㈰午後２時～４時
内自由遊び、スキンシップ遊び、手作
りおもちゃ制作等
定５組（申し込み順）
◇
場同センター
申４月２日午前９時から電話で同セン
ター（☎
☎７２８・００７１）へ。
国際版画美術館

「＃映える風景を探して～古代ロー
マからパリ」展関連イベント

鹿 島 茂 氏 講 演 会

【パリの景観について】
フランス文学者であり、愛書家・版
画コレクターとしても知られる鹿島
茂氏に、パリの歴史と文化とその魅
力についてお話しいただきます。
※４月２４日㈯から開催する「＃映え
る風景を探して～古代ローマからパ
リ」展関連イベントで、当日有効の企
画展入場券の提示が必要です。
日５月８日㈯午後２時～３時３０分
場国際版画美術館
定６０人（申し込み順）
申４月８日正午～２6日にイベントダ
イヤル（☎
☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２１０４０８Ａへ。
問同館☎
☎７２６・２７７１
場町田市の契約歯科医療機関
費５００円
※生活保護受給・市民税非課税世帯
の方、中国残留邦人等の支援給付受
給証明書を持参の方は無料です。
※契約歯科医療機関は、お問い合わ
せいただくか、チラシ（各市民センタ
ー等で配布、町田市ホームページで
ダウンロードも可）をご覧ください。

口トレと高齢者歯科口腔機能健
診を併用して、お口の機能を維
持しましょう！

高齢者歯科口腔機能健診

くち

歯や歯ぐきの健診とともに、お口
の機能（噛 む力や飲み込む力など）
を、問診と簡単なテストにより健診
します。
対町田市に住民票があり、健診日時
点で７１歳以上の方
健診日２０２２年３月３１日まで
か

暮らしに関する相談

詳細は右記二次元バー
コードをご覧ください。
○「口 トレ」に関するこ
と＝「オーラルフレイルをご存じ
ですか？～お口の機能を維持する
ために」をクリックしてください。
○「高齢者歯科口腔機能健診」に関
すること＝「高齢者歯科口腔機能
健診」をクリックしてください。

市HP 暮らしに関する相談

検索

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。
※当面の間、①～⑨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
相談時間はお問い合わせくだ
さい

対

象

月～金曜日
市内在住の方
（1日、2日を除く）
②交通事故相談
14日㈬
③国税相談
6日㈫
④不動産相談
13日㈫
⑤登記相談
1日㈭
午後1時30分～4時
市内在住の方
⑥行政手続相談
8日㈭
⑦年金・社会保険・労務相談
7日㈬
⑧国の行政相談
6日㈫
⑨建築・耐震相談
7日㈬
⑩電話による女性悩みごと相談
月～土曜日
午前9時30分～午後4時（水曜
（家庭、人間関係、女性への暴力等）
（祝休日、第3水曜日を除く）日のみ午後1時～8時）
⑪電話による性自認及び性的指向
毎月第2水曜日
市内在住、在勤、在学の
午後3時～8時
に関する相談
（祝休日を除く）
方
月～土曜日
⑫消費生活相談
午前9時～正午、
午後1時～4時
（祝休日を除く）
①法律相談

ご利用ください！

移動図書館“そよかぜ号”

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

電話予約制（次回分まで受け付け）

電話で市民相談室
☎724・2102）へ
（☎

☎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・
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（☎

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

