6

市

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
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日２月１２日 ㈯ 午 後２時３０分 ～４時
（配信開始は午後２時）内①薬と健康
食品
（サプリメント）②かかりつけ薬
剤師・薬局とは？講①町田市薬剤師
会副会長・大谷芳彦氏②町田市薬剤
師会理事・鯨岡健人氏定９０人（先着
順）／Ｚｏｏｍによるオンライン配信
です。視聴方法等の詳細は町田市薬
剤師会ＨＰ（右記二次元バー
コード）
をご確認ください。
問保健総務課☎
☎７２２・６７２８

●「写真でめぐる世界の旅・日本の
旅」作品募集 旅で出会った風景を
募集します。撮影時のコメントと合
わせて応募してください。写真展の
会期は３月２３日～４月４日です。
定３０人（先着順）費５００円（１人２点
まで）写真サイズハガキ～Ａ４申写真
裏面に応募用紙を貼付し、折り曲が
らないよう封筒などに入れて、２月６
日午前１０時から直接同サロンへ。
●２０２１年 私のこの一枚写真展
皆さんから募集したおすすめの一
枚をコメントと合わせて展示しま

和光大学レクチャーコンサート
●身近な音楽「ＪＡＺＺ」の楽しみ方
第５弾～世界のナベサダを語る 渡
辺貞夫氏のデビューからアメリカ留
学、カリフォルニアシャワーの大ヒ
ット、現在の活動と音楽を紹介しま
す（会場からのライブ配信有り）。
対小学生以上の方（ライブ配信はど
なたでも可）日２月２２日㈫午後６時
３０分～８時３０分場和光大学ポプリ
ホール鶴川講ＭＪＱ（Ｍａｃｈｉｄａ Ｊａｚｚ
ｏｏ Ｑｕｉｎｔｅｔ）定会場＝１２５人（申し
込み順）費１６００円（支払いはクレジ
ットカードのみ、ＯＰクレジットカ
ードで購入の場合は１４４０円）申１月
１８日～２月１２日に、小田急まなたび
ＷＥＢサイトで申し込み。
問和光大学企画係大学開放フォーラ
ム☎
☎０４４・９８８・１４３３、町田市文化
振興課☎
☎７２４・２１８４

交通災害共済「ちょこっと共済」２月１日受付開始

問市民生活安全課☎
☎７２４・４００３

インターネットでお申し込みいた
だけます。加入コースなどの詳細は
東京都市町村民交通災害共済ＨＰ（下
記二次元バーコード）をご
覧ください。また、
各申込場
所の窓口でも申し込み可能
です。

せせらぎの里
せせらぎの
里
ご参加を

申込場所市民生活安全課（市庁舎３
階）、各市民センター、農協、市内の金
融機関（ゆうちょ銀行〔郵便局〕
・三菱
ＵＦＪ信託銀行・新生銀行を除く）
共済期間４月１日～２０２３年３月３１日
※４月１日以降に申し込みの場合は、
申込日の翌日から適用となります。

町田市自然休暇村

問自然休暇村
☎0267・99・2912

市民の広場
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●カラダリセット
対１６歳以上の方日毎週水曜日、午前
９時１０分～９時５５分定各１２人（申し
込み順）費８８０円申電話で同公園へ
（ 同 公 園ＨＰで 申 し 込 み も
可）。
問同公園☎
☎８５０・６６３０

※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。

時

会

場

費

用

連

絡

１月１５日㊏、１６日㊐午前１０時〜午後４時３０分 国際版画美術館市民展示室

無料

齊藤☎
☎７２５・２３６７

脳トレリズム体操

１月１８日㊋午前９時３０分から

なるせ駅前市民センター

５００円

中川☎
☎０５０・５８７６・４０８６

１０００円 鎌倉古道の会

先

備考（対象等）
最終日午後４時まで

要予約

年齡問わずどなたでもＯＫ

鶴巻☎
☎０９０・７７１７・６２４４

講師（宮田太郎）当日受付

歴史講演会「鎌倉幕府と町田に遺る城砦・古街道」 １月２２日㊏午後１時３０分〜３時３０分

町田市民フォーラムホール

ダンス初級の方でも先生が優しく教えてくれます １月２４日・３１日午後７時〜８時３０分

木曽森野コミュニティセンター ３０００円 山本保子☎
☎７２８・５５５２

講演会「吾妻鏡から紐解く鎌倉殿と御家人」

玉川学園コミュニティセンター ５００円

１月２９日午後２時〜４時

室

●肩膝腰痛改善運動教室
対１６歳以上の方日毎週木曜日（除外
日有り）、午後１時～１時５０
分定２０人費６００円
問同プール☎
☎７９２・７７６１

第61回小・中学生書初展
ピラティスストレッチ

立

●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。次回申込期間は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
検索
HPでダウンロードも可）。
市HP 市民の広場
問広報課☎
☎724・2101

「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。

名

市

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）。

2日間シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳でスキー・スノー
ボードを行います。詳細は自然休暇村HP（右記二次元バーコ
ード）
をご覧ください。

し

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。

さ が ま ち カ レ ッ ジ

川上村スキー・スノーボードツアー

催

スポーツ

３月講座

２月1９日㈯～２０日㈰

おいでください 特定の期日に行うイベント

●アートの心理学～アート作品を通
して見るこころのメカニズム
対中学生以上の方日３月５日㈯午前
１０時～１１時３０分場ユニコムプラザ
さがみはら（相模原市）講女子美術大
学大学院美術研究科非常勤講師・宮
坂真紀子氏定３０人（申し込み順）費
１２００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☎
☎０４２・７４７・９０３８、
町田
市生涯学習センター☎
☎７２８・００７１

す。直接会場へおいでください。
日程２月１０日㈭～２０日㈰
＜臨時休館＞

２月７日㈪～９日㈬は、館内整備・清掃
のため休館します。
◇
問同サロン☎
☎７３６・８２８１

町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン

プロＡ級の先生です

岡田☎
☎０７０・３１２１・７００２

「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

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、①～⑪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。
名
①法律相談

称

日

時

月～金曜日
相談時間はお問い合わせく
（1月24日～28日、2月11日
ださい
を除く）

対

象

市内在住の方

申し込み等
前週の金曜日から電話で予約
※1月21日は予約受付を行いません。次回分
は1月28日から受け付けます。また、2月11日
は祝日のため、2月10日から受け付けます。
相談日の1週間前から電話で予約
電話で市民相談室
電話予約制（随時）
☎724・2102）へ
（☎

②交通事故相談
1月19日、26日、2月9日㈬
午後1時30分～4時
③人権身の上相談（人権侵害などの問題） 1月21日、28日、2月4日㈮ 午後1時30分～4時15分
④国税相談
1月18日、2月1日㈫
⑤不動産相談
1月25日、2月8日㈫
午後1時30分～4時
電話予約制（次回分まで受け付け）
⑥登記相談
1月20日、2月3日㈭
市内在住の方
⑦行政手続相談
1月27日、2月10日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談
2月2日㈬
☎042・679・1082）へ
⑨少年相談
1月25日、2月8日㈫
午前9時～午後4時
事前に電話で八王子少年センター（☎
⑩国の行政相談
2月1日㈫
電話で市民相談室
午後1時30分～4時
電話予約制（次回分まで受け付け）
☎724・2102）へ
（☎
⑪建築・耐震相談
2月2日㈬
☎721・4842）へ
⑫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
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
（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）
☎ 721・
⑬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、
電話で性自認及び性的指向に関する相談専用電話（☎
午後3時～8時
1162）
へ
に関する相談
（祝休日を除く）
在学の方
月～土曜日
午前9時～正午、
⑭消費生活相談
☎722・0001）へ
電話で消費生活センター相談専用電話（☎
（祝休日を除く）
午後1時～4時
⑮空家に関する相談
A=1月28日、B=2月10日、いずれも午後4時までに電話で住宅課
A=2月14日㈪
午前9時～正午
市内に家屋を所有の方
（Ａ＝弁護士・宅地建物取引士、Ｂ＝
☎724・4269）へ
（☎
B=2月28日㈪
（相談時間は50分）
（空家・居住中問わず）
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に相談を実施。

