
6 2021．12．15 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

催し・講座催し・講座
町田・安心して暮らせるまちづくり
プロジェクト　市民向け講座
使おう！わたしの受診券～町田市の
成人健康診査及び各種検診について
　成人健診・がん検診・歯科健診につ
いて、医師や歯科医師が分かりやす
く説明します。１月２１日は上映会、
２２日以降はオンライン
（同プロジェクトＨＰ〔右
記二次元バーコード〕）で

視聴できます。
対市内在住、在勤、在学の方日１月２１
日㈮午後２時～３時場町田市民フォ
ーラム公開期間１月２２日㈯から講町
田市医師会、町田市薬剤師会　他定
会場のみ８０人（申し込み順）申氏名
・電話番号を明示し、１月１５日午後５
時までに電話またはメールで町田市
介護人材開発センター（☎☎８６０・
６０７１、受付時間＝祝休日を除く月
～金曜日の午前９時～午後５時、墳ｉｎ
ｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ-ｋｊｋｃ．ｊｐ）へ（同プロジ
ェクトＨＰで申し込みも可）。

問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０
インターネットで開催
生 涯 学 習 セ ン タ ー ま つ り
　今年度は、新型コロナウイルスの
状況等を鑑み、生涯学習センターで
の活動実績がある団体の活動を市Ｈ
Ｐで紹介します。
公開期間３月３１日㈭まで
問同センター☎☎７２８・００７１

消 費 生 活 セ ン タ ー
●くらしに役立つ学習会～日本のエ
ネルギー事情はどうなる？　電力問
題を中心に現状と将来を見据える　
　脱炭素社会の実現に向け、日本の
電力事情や将来の見通しを学びます。
対市内在住、在勤、在学の方日１月２０
日㈭午前１０時～正午場町田市民フ
ォーラム講グリーンピープルズパワ
ー（株）・竹村英明氏定２０人（申し込
み順）申１次受付＝１２月１５日正午～
午後７時にイベシスコード２１１２１６
Ｃへ／２次受付＝１２月１６日正午～１
月１３日にイベントダイヤル（☎☎７２４
・５６５６）またはイベシスへ。
●おうちも外も危険がいっぱい～子
どものヒヤリハット　子どもの日常
生活には危険が潜んでいます。住宅
模型や等身大着せ替え人形パネルを
見て、触って、確認しましょう。世界
の子どもたちの入賞絵画作品や、生

涯学習センターの受講者が作成した
パネルの展示もあります。直接会場
へおいでください。
日１月１７日㈪～２１日㈮、午前８時３０
分～午後５時（１月１７日のみ正午か
ら）場イベントスタジオ（市庁舎１
階）

◇
問消費生活センター☎☎７２５・８８０５
大地沢青少年センター
初 心 者 の た め の 陶 芸 教 室
　マグカップを作ります。
対市内在住、在勤、在学の陶芸初心者
（小学生以下は保護者同伴）日１月２３
日、２月１３日、いずれも日曜日午前
１０時～午後０時３０分場同センター
内１日目＝粘土を成形、２日目＝絵付
け定２０人（抽選、結果は１月１２日ご
ろ発送予定）費１人６００円申ハガキ
に「初心者のための陶芸教室申込」と
書き、参加者全員の住所・氏名（ふり
がな）・電話番号・年齢（学年）・送迎バ
ス利用の有無を明記し、１月７日まで
（必着）に大地沢青少年センター（〒
１９４－０２１１、相原町５３０７－２）へ／
ハガキごとに抽選します。グループ
で申し込みの場合、ハガキ１枚に全
員の情報を明記してください／ＪＲ
横浜線相原駅西口～同センター間の
無料送迎バスを運行します。
問同センター☎☎７８２・３８００

地区別懇談会
問福祉総務課☎☎724・2133、市民協働推進課☎☎724・4362

　地区の未来について、みんなで話し合う地区別懇談会を開
催します。
申各地区開催日の１５日前までに電話で福祉総務課または市
民協働推進課へ(右記二次元バーコードで申し込みも可)。

　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、①～⑪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。

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

名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談
月～金曜日

(12月27日、28日、年末年
始、1月10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
※12月24日は予約受付を行いません。次回
分は12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 12月15日、22日、
1月12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）

12月17日、24日、
1月7日、14日㈮ 午後1時30分～4時15分

市内在住の方

電話予約制（随時）

④国税相談 12月21日、1月4日㈫

午後1時30分～4時 電話予約制（次回分まで受け付け）
⑤不動産相談 1月11日㈫
⑥登記相談 12月16日、1月6日㈭
⑦行政手続相談 12月23日、1月13日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 1月5日㈬
⑨少年相談 1月11日㈫ 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
⑩国の行政相談 1月4日㈫ 午後1時30分～4時 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⑪建築・耐震相談 1月5日㈬
⑫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、年末年始を除く）
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

⑬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

⑭消費生活相談 月～土曜日
（祝休日、年末年始を除く）

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

⑮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=1月11日㈫
Ｂ=1月24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=12月22日、Ｂ=1月12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に相談を実施。

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２０２２年５月15日号です。次回申込期間は2022年2月
1日～４月20日です。
　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１３回町田落語会 １２月１９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
マチーダ楽団ミニライブｗｉｔｈペッカー １２月１９日㊐午後３時３０分～４時３０分 つくし野コミュニティセンター １０００円 山崎☎☎７２３・５２５０　要予約 ラテンビッグバンドです！
ピアノのある方、脳トレにピアノ始めませんか １２月２２日午後２時から 玉川学園コミュニティセンター ５００円 須佐☎☎７２２・３４９９ 経験・年齢問わず　要連絡
合気道講習会　護身術に最適です １２月２６日㊐午前９時３０分 図師小学校　体育館 無料 茂野☎☎７９８・２３３５ 大人も子供も楽しく体験
健康社交ダンス講習会　フラワーダンスクラブ １月８日㊏午前１０時から 健康福祉会館 無料 松岡☎☎７３２・７２１７ 初心者大歓迎　気軽に
「かしの木山」で冬鳥たちに逢おう！～探鳥会 １月９日・２月１３日午前９時３０分から かしの木山自然公園 無料 かしの木山野鳥クラブ広田☎☎７２５・２４０７ 中央広場集合・雨天中止

地 区 開催日時 会　場
木曽 1月23日㈰午前10時～正午 教育センター
町田第二 1月30日㈰午前10時～正午 市庁舎
相原 2月5日㈯午前10時～正午 堺市民センター
鶴川 2月6日㈰午前10時～正午 鶴川市民センター
高ヶ坂・成瀬 2月13日㈰午後2時～4時 成瀬コミュニティセンター
忠生 2月26日㈯午後2時～4時 忠生市民センター
玉川学園・南大谷 2月27日㈰午前10時～正午 玉川学園コミュニティセンター
南 2月27日㈰午後2時30分～4時30分 南市民センター
小山 3月5日㈯午後2時～4時 小山市民センター
町田第一 3月6日㈰午前10時～正午 町田市民文学館


