町田市メール配信サービス 防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス
８月講座

さ が ま ち カ レ ッ ジ
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HPでダウンロ
ードも可）
。
●養蚕村から政令市へ～相模原の近
現代
日８月２７日㈮午後２時～４時場ユニ
コムプラザさがみはら（相模原市）
内
明治時代の養蚕村から平成の政令指
定都市へと急速な発展を遂げた相模
原の変貌ぶりを地理的に概観する講
桜美林大学リベラルアーツ学群教授
・浜田弘明氏定３５人
（申し込み順）
費
１５００円申講座案内チラシ裏面の受
講申込書に記入し、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ＨＰで申し
込みも可）
。
問同事務局☎
☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎
☎７２８・００７１
へん ぼう

障がいのある人のための学習講座
●聴覚障がい編～
「きこえない」とと
もに暮らす 障がいのある方もない
方も参加できます（手話ができなく
ても受講可）
。ＦＣ町田ゼルビアの試
合観戦を楽しみ、交流します。ＦＣ町
田ゼルビア・野村卓也氏指導のもと
レクリエーションなどをするほか、
ろうあ者の歴史、地域の防災につい

問健康推進課☎
☎７２４・４２３６

て考えましょう。なお、ＦＣ町田ゼル
ビア試合観戦チケット付きです。
日１０月１６日㈯、２４日㈰、３１日㈰、
１１月１４日㈰、２８日㈰、１２月１２日
㈰、午後２時～４時（10月24日のみ午
前１０時～午後５時３０分）、全６回場生
涯学習センター等定３０人（申し込み
順）申住所・氏名（ふりがな）
・連絡方
法及び連絡先（電話・ＦＡＸ番号また
はメールアドレスのいずれか）
・希望
する支援（手話、要約筆記、その他）を
明示し、７月１６日午前９時から電話、
ＦＡＸ、メールで同センター（返７２８・
００７３墳ｈａｔｓ０１０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔ
ｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
問同センター☎
☎７２８・００７１

３Ｒ施設見学ツアー参加者募集
町田駅付近から大型バスで、リサ
イクルやごみ処理を行っている王禅
寺処理センター〔川崎市〕と（株）ハイ
パーサイクルシステムズ〔千葉県〕の
２施設を見学し、資源の行方や３Ｒの
大切さを学ぶツアーです。
対市内在住の小学生とその保護者日
８月１７日㈫午前８時～午後５時３０分定
１０組
（小学生１人、保護者１人の２人が
上限）／昼食代は自己負担です申７月
１６日正午～３０日にイベントダイヤル
へ。
問３Ｒ推進課☎
☎７９７・０５３０

スポーツ

オンライン

ゲートキーパー養成講座
ゲートキーパーとは、
特別な資格で
はなく、問題を抱えて悩んでいたり、
つらい気持ちの人の身近な支えにな
る人のことです。市民向けと地域ネッ
トワーク向けに養成講座をオンライ
ンで実施します。なお、
講座にはＷｅｂ
会議ツール
（Ｗｅｂｅｘ）
を使用します。
日①市民向け＝８月２６日㈭午後２時
～３時②地域ネットワーク向け＝９月
２９日㈬午後２時～３時内ゲートキー
パーの基本的な役割について講精神
保健福祉士・伊藤次郎氏定各５０人
（申
し込み順）申７月２７日から①８月２４日
まで②９月２７日までに、イベシスコー
ド①２１０７２７Ｂ②２１０７２７Ｃへ。

申込方法等の詳細は各施設へお
問い合わせいただくか、各ＨＰをご
覧ください。

市

立

総

合

体

育

館

●初心者アーチェリー教室
対市内在住、在勤、在学のこれからア
ーチェリーを始める１６歳以上の方
日９月４日～１０月２日の土曜日、午前
９時３０分～１１時３０分、全５回定２０
人（初参加者を優先のうえ、抽選）費
３０００円 申 往 復 ハ ガ キ に 必 要 事 項
（在勤の方は勤務先、在学
の方は学校名）を明記し、８
月２０日まで（消印有効）に
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同館へ。
問同館☎
☎724・3440

市

立

室

内

プ

ー

ル

●肩膝腰痛改善運動教室 除外日が
あります。詳細はお問い合わせくだ
さい対１６歳以上の方日毎週木曜日、
午後１時～１時５０分定各２０
人（先着順）費６００円
問同プール☎
☎７９２・７７６１

室内プール棟と健康増進温浴
施設棟の接続工事に伴う施設
利 用 の 制 限 に つ い て
室内プール棟と健康増進温浴施
設棟の接続工事を行います。工事
期間中は、トレーニング室の一般
利用はできません。また、室内プー
ル棟の入り口が変更になります。
使用できない期間等の詳細は、市
ＨＰでお知らせします。
工事期間７月２０日～１０月末
（予定）

鶴

間

公

園

●ヨガベーシック
対１６歳以上の方日毎週土曜日、午後
０時５分～０時５０分定各１２人（申し
込み順）費８８０円申電話で
同公園へ（同園ＨＰで申し込
みも可）。
問同公園☎
☎８５０・６６３０

「暮らしに関する相談」は、毎月15日号7面に
1か月分をまとめて掲載しています

暮らしに関する相談

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、
市ＨＰ
（右記二次元バーコード）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

①法律相談
②交通事故相談
③国税相談
④不動産相談
⑤登記相談
⑥年金・社会保険・労務相談
⑦少年相談

日

時

対

月～金曜日
相談時間はお問い合わせく
（７月２２日～３０日、
ださい
８月９日～１３日を除く）

象

市内在住の方

７月２１日、２８日㈬

相談日の１週間前から電話で予約

７月２０日、８月３日㈫
７月２７日㈫

午後１時３０分～４時

８月４日㈬

市内在住の方

７月２７日㈫
８月３日㈫

⑨建築・耐震相談

８月４日㈬

電話で市民相談室
☎７２４・２１０２）へ
（☎

電話予約制
（次回分まで受け付け）

７月１５日、８月５日㈭

⑧国の行政相談

午前９時～午後４時

事前に電話で八王子少年センター（☎
☎０４２・６７９・１０８２）へ

午後１時３０分～４時

電話予約制
（次回分まで受け付け）

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
（家庭、人間関係、女性への暴力等）
（祝休日、第３水曜日を除く）
（水曜日のみ午後１時～８時）
毎月第２水曜日
（祝休日を除く）

午後３時～８時

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

Ａ＝８月２日㈪
Ｂ＝８月２３日㈪

午前９時～正午
（相談時間は５０分）

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
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

電話で市民相談室
☎７２４・２１０２）へ
（☎

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

市内在住、在勤、
☎７２１・１１６２）へ
電話で性自認及び性的指向に関する相談専用電話（☎
在学の方

⑪電話による性自認及び性的指向
に関する相談

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）

申し込み等
前週の金曜日から電話で予約
※８月６日は予約受付を行いません。次回分は８月
１３日から受け付けます。

☎７２２・０００１）へ
電話で消費生活センター相談専用電話（☎
☎
市内に家屋を所 Ａ＝７月２０日、Ｂ＝８月６日、いずれも午後４時までに電話で住宅課（☎
へ
有の方
（空家・居 ７２４・４２６９）
※いずれも祝休日の場合は翌火曜日に相談を実施。
住中問わず）

●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11月15日号です。次回申込期間＝8月15日〜10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（市HP
検索
でダウンロードも可）。
市HP 市民の広場
問広報課☎
☎724・2101

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
想い出のパレット展（水彩画）
夏季吟詠大会・町田市吟詠連盟各会派会員・青少年
合気道と護身術により自分を守る講習会
青空の下でグラウンド吹矢を御一緒に吹きませんか

日
時
７月１８日まで午前１０時～午後５時
７月１８日㊐午前１０時～午後３時
７月２５日・８月１日㊐午前９時３０分
７月30日㊎午前９時～１１時

会
場
国際版画美術館市民展示室
木曽山崎コミュニティセンター
図師小学校体育館
鶴川野球場

費 用
無料
無料
無料
５００円

連 絡 先
小山田☎
☎７２５・６９７９
川添☎
☎７２８・０４６８
茂野☎
☎７９８・２３３５
吹き矢・和田☎
☎０９０・３１０２・２１４５

備考（対象等）
１８日のみ午後３時まで
ご見学ください。
小学生から 指導員親切に
何方でも気軽にお越下さい

