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
上半期～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。未就学
児をお連れの方は保育をご利用くだ
さい。保育希望者以外は直接会場へ
おいでください。最新の情報は市ＨＰ
をご覧ください。
日①４月１日②６月３日③７月１日④８
月５日⑤９月２日、いずれも金曜日午
前１０時３０分～１１時３０分（受け付け
は午前１０時から）場町田市民文学館
２階大会議室上演町田かみしばいサ
ークル「ふわふわ座」定４０人（先着
順）／保育希望者（１歳以上の未就学
児、申し込み順に２人）は、①３月１５
日②５月１５日③６月１５日④７月１５日
⑤８月１６日、午前９時から電話で同
館
（☎
☎７３９・３４２０）
へ。

町田の寅歳薬師如来霊場を
巡拝するガイドウォーク
え

と

とら どし

ず

し

やく

し

今年の干支・寅歳は、
お厨子の扉が
開かれ
（御開帳）
、秘仏の薬師如来様
の姿を拝める１２年に１度の貴重な年
です。
この御開帳期間に合わせて、市
内の寅歳薬師如来霊場６か所を、２回
にわたりすべて訪れます。
日①４月１７日②５月１日、いずれも日
曜日午前９時～午後３時ごろ／集合
は①鶴川駅②町田ターミナルプラ
ザ市民広場コース①鶴川駅～東光
寺～小野路宿～野津田薬師堂～薬師
池公園
（昼食）
～鶴見川沿い～安全寺
～鶴川市民センターバス停②町田タ
にょ らい

ーミナルプラザ市民広場～祥雲寺～
金森杉山神社～常楽寺（昼食）～福寿
院～つくし野杉山神社～つくし野駅
定各３０人（申し込み順）費１２００円
（保険料、ガイド料、資料代含む）申参
加者住所・氏名・電話番号・年齢・性別
を明記し、ＦＡＸで町田ツーリストギ
ャラリー（返８５０・９３１２）へ（町田市
観光コンベンション協会Ｈ
Ｐ内まちだふらっと〔右記
二次元バーコード〕で申し
込みも可）。
問同ギャラリー☎
☎８５０・９３１１（受付
時間＝午前１０時～午後７時）、町田市
観光まちづくり課☎
☎７２４・２１２８

親子で里山散策とタケノコ掘り体験

市

室

内

プ

ー

ル

館

三 輪 み ど り 山 球 場

●ＳＴＡＲＴ！バドミントン教室
対１８歳以上の方日４月２日～６月１１
日の毎週土曜日（５月２１日を除く）、
午後６時～８時３０分、全１０回定４８人
（抽選）費６０００円申往復ハガキに必
要事項を明記し、３月２１日
まで（消印有効）に同館へ
（同館ＨＰで申し込みも可）。
問同館☎
☎８５０・９７０７

●スポーツデー
日３月２７日㈰午前９時３０分～午後１
時３０分内走り方教室、ノルディック
ウォーキング教室、フィットネス教
室、ＡＳＶペスカドーラ町田フットサ
ル教室等費各５００円申電話で同球場
（☎
☎８５０・９７０７、受付時間
＝午前９時～午後８時）へ。

市民の広場

立

総

合

体

育

●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（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。

日
時
３月２１日㊗午前９時３０分～１１時
３月２５日㊎午後２時～３時１０分
３月２６日㊏、４月９日㊏午前９時
３月２９日㊋午前１０時３０分、
午後７時３０分
３月２９日～４月３日午前１０時～午後５時
３月３１日㊍午後２時～３時３０分
４月２日㊏午後２時開演
４月７日㊍午後２時～４時
４月９日㊏午後１時３０分～３時３０分
４月１２日㊋午後１時～３時

立

スポーツ

●小野路桜ガイドウォーク 桜や里
山の風景を楽しみながら、小野路周
辺を歩きます。
日３月２９日㈫午前１０時～午後３時
（小雨実施、荒天中止）／集合は別所
バス停、解散は同館定１５人（申し込
み順）
費１５００円（ガイド料、保険料、
昼食代）／路線バス代は別途自己負
担です申３月２３日正午～２７日にイ
ベントダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード２２０３２３Ａへ。
●（特）まちだ結の里の活動報告展
土蔵展示 里山の保全活動の様子を
展示します。
日程３月２７日㈰まで
◇
問同館☎
☎８６０・４８３５

催 し 名
紙飛行機を作って楽しく飛ばそう～気分爽快
朗読で楽しむ
三浦の最高峰大楠山へ、人に会わない道を歩く！
フラメンコを踊ってみよう 初心者大歓迎！
第３７回 山の写真展
皆で歌おう！卒業・春の歌 認知症予防音楽体操も
第１５回町田落語会
コロナ禍での体力低下を防ごう 体力測定と体操
東日本大震災チャリティ井阪美恵バイオリン演奏会
カリグラフィーでカードを作ろう

市

緑豊かな北部丘陵の里山と谷戸を
●①幼児ダンス②キッズダンスＡ・Ｂ
親子で散策しながら、小野路町奈良
・Ｃ
ばい谷戸でタケノコ掘りを楽しみま
対①４～６歳の未就学児②小学生日４
せんか。タケノコのお土産付きです。 月１２日～５月３１日の火曜日（５月３
対５歳以上の方とその保護者日４月
日、２４日を除く）、①午後３時３０分～
２３日㈯午前１０時～正午（雨天時は４
４時1５分②午後４時３０分～７時５０分
月３０日に延期）、集合は浅間神社下
（Ａ～Ｃクラス各１時間）、各全６回定
の駐車場定１０家族（抽選）費１家族
①１０人②各１５人／抽選費①３６００
１０００円（材料費、保険料等）申氏名
円②各４８００円申往復ハガキに必要
（ふりがな、参加者全員の分）
・住所・
事項を明記し、３月３１日ま
電話番号を明記し、４月８日までにメ
で（必着）に同プールへ。
ールで（特）まちだ結の里事務局（墳
問同プール☎
☎７９２・７７６１
ｙｕｉ-ｉｎｆｏ＠ｎａｒａｂａｉ．ｏｒｇ）へ。
鶴
間
公
園
問同事務局☎
☎０８０・７４６５・７６５１、町
田市農業振興課☎
☎７２４・２１６４
●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
申込方法等の詳細は各施設へお
（ 同 公 園ＨＰで 申 し 込 み も
問い合わせいただくか、各ＨＰをご
可）。
覧ください。
問同公園☎
☎８５０・６６３０

小 野 路 宿 里 山 交 流 館

おいでください 特定の期日に行うイベント
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検索

※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。
会
場
芹ヶ谷公園多目的広場
玉川学園コミュニティセンター
ＪＲ逗子駅東口集合
なるせ駅前市民センター
国際版画美術館
町田市民フォーラム
町田市民文学館大会議室
町田市民フォーラム和室
町田市民フォーラムホール
玉川学園コミュニティセンター

費 用
無料
無料
２０００円
５００円
無料
４００円
無料
５００円
２５００円
３００円

連 絡 先
高橋☎
☎返７９３・４０３５
橋本英子☎
☎７３６・０４５５
里山探偵団・中村☎
☎０９０・４９１３・３８９３
ヤマサキ☎
☎０９０・９１０７・３７７０要電話予約
深澤☎
☎７２２・１７４７
健康歌声ランド鈴木☎
☎０８０・３０８８・４００４
町田落語研究会☎
☎０９０・６１９６・８９７１
大島☎
☎７９６・１５５６
中丸重子☎
☎０９０・５８１３・８５３１ 要予約
保坂☎
☎０４４・９８６・３０８１

備考（対象等）
テブラＯＫ、雨天中止
山道歩き、先着１０人位
ダンス経験必要ありません
初日のみ午後１時から
発声も有り 要開催確認
２時間程度、予約不要
ロコモ予防 どなたでも
かしの木山ＮｅＸＴ主催
要予約

「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、①～⑩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

日

時

対

月～金曜日
相談時間はお問い合わせく
（3月21日、28日～4月1日を除く）ださい

②交通事故相談
③国税相談
④不動産相談
⑤登記相談
⑥行政手続相談
⑦年金・社会保険・労務相談
⑧少年相談

申し込み等
前週の金曜日から電話で予約
※3月25日は予約受付を行いません。次回分
は4月1日から受け付けます。
相談日の1週間前から電話で予約

3月15日、4月5日㈫
3月22日、4月12日㈫
3月17日、4月7日㈭

午後1時30分～4時

3月24日、4月7日、
14日㈭
3月22日、4月12日㈫

⑩建築・耐震相談

4月6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）
市内在住の方

4月6日㈬
4月5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

午後1時30分～4時

電話予約制（次回分まで受け付け）

⑪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）

⑬消費生活相談

市内在住の方

3月16日、23日、30日、
4月13日㈬

⑨国の行政相談

⑫電話による性自認及び性的指向
に関する相談

象

毎月第2水曜日（祝休日を除く）

午後3時～8時

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、電話で性自認及び性的指向に関する相談専用電話（☎
☎ 721・
在学の方
1162）
へ
☎722・0001）へ
電話で消費生活センター相談専用電話（☎

