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市 役 所 ま ち ☆ ベ ジ
市内の認定農業者が作った町田産
の新鮮野菜の販売です。
日４月１８日、５月１６日、６月２０日、い
ずれも月曜日午前１１時～午後１時
（売り切れ次第終了）
場市庁舎前
問農業振興課☎
☎７２４・２１６６

小 野 路 宿 里 山 交 流 館
●①お茶摘み体験 摘んだ茶葉で作
った新茶は後日お渡しします。
日５月２日㈪午前９時３０分～午後２時
（小雨実施、荒天時は中止）／作業時
間は２～３時間程度定５０人（申し込
み順）
費１５００円
（茶摘み料、昼食代）
●②初夏の里山草花観察会 森林イ

返０４２・７２４・５６００

ンストラクター・池田倫子氏のガイ
ドのもと、観察します。
日５月１０日㈫午前９時３０分～午後１
時（小雨実施、荒天中止）定１５人（申
し込み順）費１５００円（ガイド料、保
険料、昼食代）
●③新緑の小野路をめぐるツアー
ガイドのもと、小野路の自然・歴史
を学びます。
日５月１３日㈮午前９時３０分～午後３
時（小雨実施、荒天中止）定１５人（申
し込み順）費１５００円（ガイド料、保
険料、昼食代）
●④小野路の戦争の記憶をめぐるツ
アー 小野路空襲体験者の案内のも
と、
地域に残る戦争の跡をたどります。
日５月２５日㈬午前１０時３０分～午後
３時（小雨実施、荒天中止）定１５人（申

今年も作ろう！緑のカーテン

ゴーヤの苗を配布します

問環境政策課☎
☎７２４・４３８６
びょう

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 特定の期日に行うイベント
日
時
４月２２日午後２時から
４月２７日㊌午前９時１５分から
４月２８日㊍午前１０時～正午
４月２９日㊗、５月７日㊏午前１０時
４月３０日午前１０時～正午
５月９日㊊午後１時３０分から
５月１４日㊏午後２時～４時３０分

暮らしに関する相談
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し込み順）費１５００円（ガイド料、保
険料、資料代、昼食代）
●⑤小野路宿寄席 落語とかっぽれ
を楽しみませんか。
日６月９日㈭午後１時３０分～３時３０
分ごろ出演萬来亭一柳、花見亭一平、
春風亭柳若、櫻川櫻お伴定２０人（申
し込み順）
◇
申①②４月１９日正午～２５日③４月
２６日正午～５月９日④４月２６日正午
～５月２２日⑤５月２６日正午～６月３
日に、イベントダイヤル（☎
☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ ス コ ー ド ①
２２０４１９Ａ②２２０４１９Ｂ③２２０４２６
Ａ④２２０４２６Ｂ⑤２２０５２６Ａへ。
問小野路宿里山交流館☎
☎８６０・４８３５

上 の 方 日５月７日 ～７月２日 の 土 曜
日、午前９時３０分～１１時３０分、全８
回定１５人（初参加者優先のうえ、抽
選）費５０００円申往復ハガキに必要
事項を明記し、４月28日まで（必着）
に同館へ（同館ＨＰで申し込
みも可）。
問同館☎
☎724・3440

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。

鶴

スポーツ

ほ

市では、節電意識の啓発を目的と 場下小山田苗 圃（下小山田町、駐車
して、快適に夏を過ごせるようゴー 場有り）
ヤなどのつる性植物による緑のカー 定５０団体
（３０苗まで、
申し込み順）
テンの普及を進めています。
【③町内会・自治会】
事前申込制で苗の配布を行います。
イベントやお祭りで、
ゴーヤの苗を
【①市民向け苗の配布】
配布し、
緑のカーテン普及にご協力い
ゴーヤの苗を無料で配布します。 ただける市内商店会を募集します。
日５月８日㈰午前９時３０分～午後３時 日５月９日㈪午前１０時～午後３時３０
３０分
分
場市庁舎前
場下小山田苗圃（下小山田町、駐車場
定６００人
（１世帯２苗、申し込み順）
有り）
【②団体向け苗の配布】
配布数１団体３００苗まで
（申し込み順）
市内の企業、社会福祉法人等の施
◇
設、有志の団体にゴーヤの苗を無料 申４月２０日正午～２７日にイベント
で配布します。
ダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）またはイベ
日５月９日㈪午前１０時～午後３時３０ シスコード①２２０４２０Ａ②２２０４２０
分
Ｂ③２２０４２０Ｃへ。

催 し 名
ピアノのある方で脳トレにピアノ始めませんか
筋力ＵＰで免疫力ＵＰ！健康ストレッチピラティス
春のフラワーアレンジメント講習会！
高尾山、ヒミツのルートで山歩き教室
幕末維新史を学ぶ会
歌声 歌詞はスクリーン、リーダーは元ともしび
講演会「ウイグルの今」講師日本ウイグル協会会長

番号間違いにご注意ください

市

立

総

合

体

育

館

●春季和弓教室
対市内在住、在勤、在学の、これから
和弓を始めようとしている１６歳以

市

立

室

内

プ

ー

ル

●フラダンススクール
対１６歳以上の方日５月１２日～７月
２８日の木曜日（５月２６日、６月２日、
３０日を除く）、午後２時～３時、全９回
定１５人（抽選）費７２００円申往復ハガ
キに必要事項を明記し、４
月２８日まで（必着）に同プ
ールへ。
問同プール☎
☎７９２・７７６１

間

公

園

●パークヨガ
対１６歳以上の方日毎週木曜日、午前
１０時～１１時定各１４人（申し込み順）
費９９０円申電話で鶴間公園
へ（同公園ＨＰで申し込みも
可）。
問鶴間公園☎
☎８５０・６６３０

野津田公園に丘の上グラウンド、成瀬うさぎ谷戸公園に
成瀬鞍掛グラウンドがオープンしました

問公園緑地課☎
☎７２４・４３９９

ご利用の際には、まちだ施設案内予約システムで利用申し込みをお願
いします。なお、事前に利用者登録（団体登録）が
必要です。
※各グラウンドの詳細は市ＨＰ（右記二次元バー
▲丘の上
▲成瀬鞍掛
コード）をご覧ください。
グラウンド グラウンド
●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
※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
玉川学園コミュニティセンター
鶴川市民センター
生涯学習センター
ＪＲ高尾駅北口集合
木曽森野コミュニティセンター
町田市民フォーラムホール
町田市民フォーラムホール

費 用
５００円
５００円
３０００円
２０００円
３００円
１２００円
１５００円

連 絡 先
備考（対象等）
須佐☎
☎０８０・４０７２・９６６０
経験・年齢問わず要連絡
ヤハタ☎
☎０５０・５８８４・３５４８ 要電話予約 年齢問わずどなたでもＯＫ
飯田☎
☎０９０・６５０６・５９０７
初心者歓迎いたします
森の遊歩隊・益田☎
☎０９０・３０９０・９８２５
要申込み 先着１０人程度
脇村☎
☎７９４・６２４９
酒井☎
☎７３５・３６９４ 要予約
コロナ対策中
小林勝美☎
☎０９０・４１７１・８４５５ 要予約 「明日の会・町田」主催

「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

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。
※①、④～⑦については、オンラインでの相談を開始します。
また、
①～⑧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
月～金曜日
相談時間はお問い合わせく
市内在住の方 前週の金曜日から電話で予約
①法律相談
（5月2日、6日を除く）
ださい
②交通事故相談
4月20日、27日、5月11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
4月15日、22日、
午後1時30分～4時15分
電話予約制（随時）
電話で市民相談室
（人権侵害などの問題）
5月6日、13日㈮
（☎
☎724・2102）へ
④国税相談
4月19日㈫
⑤不動産相談
4月26日、5月10日㈫
市内在住の方
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
4月21日㈭
⑦行政手続相談
4月21日、28日、5月12日㈭
☎042・679・1082）へ
⑧少年相談
4月26日、5月10日㈫
午前9時～午後4時
事前に電話で八王子少年センター（☎
☎721・4842）へ
⑨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）
⑩電話による性自認及び性的指向
毎月第2水曜日
☎ 721・
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
に関する相談
（祝休日を除く）
1162）
へ
在学の方
月～土曜日
午前9時～正午、
電話で消費生活センター相談専用電話（☎
⑪消費生活相談
☎722・0001）へ
（祝休日を除く）
午後1時～4時
⑫空家に関する相談
市内に家屋を所
A=4月25日㈪
午前9時～正午
有の方
（空家・居 いずれも4月20日午後4時までに電話で住宅課
（☎
（A＝司法書士・税理士・宅地建物取
☎724・4269）
へ
B=5月9日㈪
（相談時間は50分）
住中問わず）
引士、B＝弁護士・宅地建物取引士）

