
6 2021．5．15 ☎☎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

催し・講座催し・講座
か ら だ 測 定 会
対市内在住の１８歳以上の方
日６月４日㈮、午前１０時１５分～１１時
２０分、午前１１時３０分～午後０時３５
分（各回とも同一内容）
場鶴川保健センター　
内血管年齢測定、口の健康チェック、
講話「血管年齢を若く保とう！」
定各１０人（申し込み順）
申５月１９日正午～３０日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２１０５１９Ｂへ。
問保健予防課☎☎７２２・７９９６
まちだ市民大学ＨＡＴＳ
公 開 講 座

【人間科学～安楽死・尊厳死の現在　
やわらかな危機的状況を考える】
日６月１６日㈬午後６時～７時５０分
場中央図書館
講東京大学大学院客員教授・小松美

彦氏
定１０人（申し込み順）
申５月１６日午前９時から電話で生涯
学習センターへ。
【町田の歴史～巨大地震とその影響　
元禄・安政・関東大震災とは？】
日来場＝６月１８日㈮午後２時～４時
※講座を録画し、オンラインで配信
します（６月１８日〔予定〕）。
場同センター
講小島資料館館長・小島政孝氏
定来場＝２０人、オンライン＝３０人
／申し込み順
申来場＝５月２０日正午～６月１０日にイ
ベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）または
イベシスコード２１０５２０Ａへ。オンライ
ン＝５月２０日正午～６月６日午後１１時
５９分にイベシスコード２１０５２０Ａへ。
【まちだの福祉～介護保険のきほん　
ケアマネさんって、何をしてくれる
の？】
日６月２２日㈫午後２時～４時
場中央図書館
講居宅介護支援事業所こころ・大島
泰嗣氏

定２０人（申し込み順）
申５月１７日午前９時から電話で同セ
ンターへ。

◇
問同センター☎☎７２８・００７１
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
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）。
【藍の抜染技法を使ってトートバッ
グを作りましょう】
対１５歳以上の方（中学生を除く）
日６月２７日㈰午前１０時～午後２時３０分
場町田市生涯学習センター
講女子美術大学芸術学部非常勤講師
・眞田玲子氏
定１２人（抽選）
費５５００円
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、５月３１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

疫 病 文 学 を 読 む Ⅲ
【19世紀フランス文学『椿姫』『レ・ミ
ゼラブル』などと感染症】
　疫病を描いた文学を読み直し、ポ
ストコロナ社会での生き方のヒント
を学びます。
日６月２７日㈰午後２時～４時
場町田市民文学館
内１９世紀フランス文学での感染症
の描かれ方について
講フランス文学研究者・寺田光徳氏
定４５人（申し込み順）
申１次受付＝５月１６日正午～１８日午後
７時にイベシス（インターネット）コー
ド２１０５１９Ｃへ／２次受付＝５月１９日正
午～６月２４日にイベントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）またはイベシスへ。
問同館☎☎７３９・３４２０

暮らしに関する相談
市HP 暮らしに関する相談 検索

　今号は1か月分の相談日程を掲載しています。なお、
次号から毎月15日号に1か月分を掲載します。

　新型コロナウイルス感染防止のため、相談が中止になる場合があります。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 対　象 申し込み等

①法律相談 月～金曜日
（５月２４日～２８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
※５月２１日は予約受付を行いません。次
回分は５月２８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 ５月１９日、２６日、６月９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人権身の上相談(人権侵害など
の問題） ６月４日、１１日㈮

市内在住の方

電話予約制（随時）

④国税相談 ５月１８日、６月１日㈫

電話予約制（次回分まで受け付け）

⑤不動産相談 ５月２５日、６月８日㈫
⑥登記相談 ５月２０日、６月３日㈭
⑦行政手続相談 ５月２７日、６月１０日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 ６月２日㈬
⑨建築・耐震相談 ６月２日㈬
⑩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

⑪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

⑫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

⑬空家に関する相談（Ａ＝弁護士・
宅地建物取引士、Ｂ＝司法書士・税
理士・宅地建物取引士）

Ａ＝６月１４日㈪
Ｂ＝６月２８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＝６月２日、Ｂ＝６月１６日、いずれも午後４時までに電話で住
宅課（☎☎７２４・４２６９）へ
※いずれも祝休日の場合は翌火曜日

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 ７月２日、９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
母子保健係

☎☎７２５･５１２７

分娩経過とリラックス法等

Ｂコース ６月１９日、７月１７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６月開催分＝５月３１日午前８
時３０分から、７月開催分＝６月
２８日午前８時３０分から、①③
開催日３日前の午後５時まで②
④開催日２日前の午後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 ６月２１日、７月２６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子どもセンターばあん ６月１１日㈮

③小山市民センター ７月１２日㈪

④鶴川保健センター ６月９日、７月７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 ６月３日、１０日、１７日、２４日

７月１日、８日、１５日、２９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

６月７日㈪、７月８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・７９９６

鶴川保健センター ６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

６月８日、７月１３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 ６月２２日㈫

お気軽にご相談ください　6月、7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。


