
10 2021．4．15 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。町田市イベント申込システム 検索イベシス

日4月19日㈪午前11時～午後1時（売り切れ次第終了）場市庁舎前問農業振興課　724・2166市役所まち☆ベジ市 ☎

催し・講座催し・講座

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、①～⑥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
（26日～30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
※4月23日は予約受付を行いません。次回分
は4月30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 21日、28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 20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 27日㈫
⑤登記相談 15日㈭
⑥行政手続相談 22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

⑩空家に関する相談
（4月26日は司法書士・税理士・宅
地建物取引士、5月10日は弁護士
・宅地建物取引士）

A=4月26日㈪
B=5月10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）

A=4月19日、B=4月23日、いずれも午後4時までに電話で住宅課
（☎☎724・4269）へ
※第2月曜日は弁護士・宅地建物取引士。第4月曜日は司法書士・
税理士・宅地建物取引士。いずれも祝休日の場合は翌火曜日

暮らしに関する相談

情報コーナー情報コーナー
住、在勤で、今後子育て支援員として
就業する意欲のある方申所定の申込
書（町田市子ども総務課〔市庁舎２
階〕で配布、同財団ホームページでダ
ウンロードも可）に必要事項を記入
し、４月２３日～５月１３日（必着）に書
留で郵送問同財団☎☎０３・３３４４・
８５３３、本研修制度全般について＝
東京都福祉保健局少子社会対策部計
画課☎☎０３・５３２０・４１２１
●町田消防署～町田消防少年団員募
集
　現在、小学生～高校生の団員４6人

と指導者１9人が在籍しています。防
火・防災の知識や技術を身に付け、規
律ある団体・奉仕活動を通じ、未来の
防災リーダーを育成することを目指
しています対市内在住、在学の小学
生～高校生内消防に関する訓練・学
習（月１回程度）、市内約３０ｋｍを歩
く徒歩訓練、夏季キャンプ等の屋外
活動問町田消防署警防課消防少年団
事務局☎☎７9４・０１１9（内線３２３）
●町田市シルバー人材センター～入
会説明会
対市内在住の6０歳以上で、健康で働

く意欲のある方／趣旨に賛同のう
え、会員になっていただきます日５
月７日、6月２日、午前9時３０分から場
わくわくプラザ町田申電話で同セン
ター（☎☎７２３・２１４７）へ
●人事院関東事務局～国家公務員募
集
受付期間一般職試験（高卒者試験、社
会人試験〔係員級〕）＝6月２１日～３０
日第１次試験日9月５日申国家公務員
試験採用情報ＮＡＶＩホームページで
申し込み問人事院関東事務局☎☎０４８
・７４０・２００6～２００８

●東京都福祉保健局～令和３年度東
京都子育て支援員研修（第１期）の受
講生募集
　子育て支援分野で従事するうえ
で、必要な知識や技能等を有する「子
育て支援員」の養成研修です。今回は
「地域保育コース」の募集です。実施
方法や日程等の詳細は、募集要項ま
たは（公財）東京都福祉保健財団ホー
ムページをご覧ください対都内在

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）
合気道と護身術の講習 ４月１８日午後１時～３時 市立総合体育館柔道場 無料 茂野☎☎７９８・２３３５ ５～７０歳　自分を守る方法
話し方教室　自分の思いを自分の言葉で ４月２９日㊗午後１時３０分～３時３０分 生涯学習センター学習室２ 無料 水口☎☎７９６・１９８４ 家庭的です　随時受付
第１０回町田落語会 ４月２９日㊗午後２時開演 町田市民文学館大会議室 無料 町田落語研究会☎☎０９０・６１９６・８９７１ ２時間程度、予約不要
高尾山・だれにも会わない森の山歩き教室 ４月３０日㊎、５月８日㊏午前１０時 ＪＲ高尾駅北口集合 １５００円 森の遊歩隊・益田☎☎０９０・３０９０・９８２５ 要申込み　先着１０人程度
映画「ステップ」上映 ５月８日㊏午前１０時２０分／午後１時５０分 町田市民ホール １０００円 土屋卓子☎☎７９３・５５５０ 主催　良い映画を観る会

消 費 生 活 セ ン タ ー
【①くらしに役立つ学習会～老後資
金２０００万円問題はどうなる？】
　年金や老後資金がこれからどうな
るのかについて考えます。
日５月１２日㈬午前１０時～正午
講ファイナンシャルプランナー・高
伊茂氏
定２０人（申し込み順）

【②くらしに役立つテスト教室～糖
質オフ、ロカボって何？調味料の糖
度を測ってみよう！】
　調味料の糖度を計測しながら、糖
質と糖類の違いを正しく理解します。
日５月２１日㈮午前１０時～正午
講町田地域活動栄養士会・原慶子氏
定８人（申し込み順）
費１００円（検体費）

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム

申①５月５日まで②４月１6日正午～５
月１6日に、イベントダイヤル（☎☎
７２４・５6５6）またはイベシスコード
①２１０４１４Ａ②２１０４１6Ｅへ。保育希
望者（１歳以上の未就学児、申し込み
順に各３人）は①４月２２日まで②５月
9日までに併せて申し込みを。
問消費生活センター☎☎７２５・８８０５

銅 版 画 一 日 教 室 
（ ド ラ イ ポ イ ン ト ）
対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）
日５月２８日㈮、２9日㈯、午前１０時３０
分～午後４時（各回とも同一内容）
場国際版画美術館
内銅版画のドライポイント技法で単
色刷りの小品（約１５㎝×１２㎝）を制
作（道具、材料は同館で用意）
講版画家・馬場知子氏
定各８人（抽選、結果は５月１４日ごろ
郵送）
費３０００円
申５月１０日までにイベントダイヤル
（☎☎７２４・５6５6）またはイベシスコ

ード２１０４１３Ｈへ。
問同館☎☎７２6・２８８9
保育付き～家庭教育支援学級

わ く わ く マ マ
　心理学の専門家を講師に迎え、子
どもの育ちや親子で楽しく過ごせる
遊びを、仲間と一緒に学びます。
対市内在住の、年間を通して受講で
きる子育て中の方
日５月２５日、6月８日、２２日、７月6日、
9月７日以降隔週火曜日（２０２２年２
月２２日まで）、午前１０時～正午、全
１５回
場生涯学習センター
講和光大学現代人間学部心理教育学
科准教授・後藤紀子氏
定保育付き＝１6人、保育無し＝５人
／申し込み順
※材料費等の実費がかかる場合があ
ります。
申４月１6日午前9時から電話で生涯
学習センターへ。保育希望者（５月１
日時点で８か月以上未就学児）は併
せて申し込みを。

問同センター☎☎７２８・００７１
町田市民文学館～保育付き紙芝居上
演会

紙 芝 居・ 大 人 の 時 間
　大人のための紙芝居です。
※保育希望者以外は直接会場へおい
でください。
日５月７日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内「あんもちみっつ」（脚本／水谷章
三、画／宮本忠夫）「ひゃくまんびき
のねこ」（原作／ガァグ、脚本／高橋
五山、絵／川本哲夫）　他（予定）
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」
定４０人（先着順）
※新型コロナウイルス感染防止のた
め、定員制となります。
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に6人）は４月１５日午前9
時から電話で同館（☎☎７３9・３４２０）
へ。


