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催し・講座催し・講座
笑って学ぶ交通安全の集い
　落語を楽しみながら、交通事故に
遭わないためのポイントを考えま
す。開演前と終演後に交通安全体験
コーナーもあります。
日６月７日㈫午後２時開演場小山市民
センター講落語＝立川晴の輔、交通
安全講話＝警視庁南大沢警察署定
５０人（申し込み順）申電話でまほろ
座ＭＡＣＨＩＤＡ（☎☎７３２・３１３９）へ（ま
ほろ座ＭＡＣＨＩＤＡ ＨＰ〔右
記二次元バーコード〕で申
し込みも可）。
問市民生活安全課☎☎７２４・４００３
国際版画美術館
私 た ち の ス テ ッ プ・ ワ ン
●講座受講生と講師による展覧会　
　２０２１年度に同館で実施した創作
講座スクリーンプリントの受講生と
講師による作品を展示します。
日５月２５日㈬～２９日㈰、午前１０時
～午後５時／５月２５日は午後１時か
ら、５月２９日は午後４時まで場同館
市民展示室
問同館☎☎７２６・２８８９
若者創業スクール事業
Ｕ２５－ビジネス創造ワークショップ
　市では、町田新産業創造センター
と協力し、２５歳以下の若年層を対象
に、新たなビジネスを生み出すため
の支援プログラムを実施します。今
年の夏に開催予定のワークショップ

本番前に気軽に参加できる入門編の
ワークショップです。
対１６～２５歳の方日６月１１日、１８日、
いずれも土曜日午後２時～４時（各日
とも同一内容）場同センター内商品
開発から事業化までのプロセスをワ
ークショップ形式で実践定各２０人

（申し込み順）申同センター
ＨＰ（右記二次元バーコー
ド）で申し込み。
問同センター☎☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎☎７２４・２１２９
仕事の希望をお聞きします
町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
●出張・就労相談会ｉｎなるせ駅前市
民センター　資格や経験は不問で
す。希望職種や勤務形態などに応じ
た多様な働き方を支援します。
対介護施設に就職を希望する方日５
月２５日㈬午後１時３０分～４時場なる
せ駅前市民センター第１Ａ会議室／
事前予約は電話またはメールで同バ
ンク（☎☎８６０・６４８０、受付時間＝祝
休日を除く月～金曜日の午前９時～
午後５時、墳ｇｅｎｋｉ＠ｍａｃｈｉｄａ－ｋｊｋ
ｃ．ｊｐ）へ（同バンクＨＰ〔右記
二次元バーコード〕で申し
込みも可、予約無しでの参
加も可）。
問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６

分譲マンション管理セミナー
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等日６月１２日㈰午後１時
３０分～４時４５分場市庁舎内講演会

「マンション管理の新たな時代～管

理計画認定制度の制定を受けて」、経
験交流会講（一社）東京都マンション
管理士会代表理事・親泊哲氏定１５人

（申し込み順）申市ＨＰ（右記
二次元バーコード）で申し
込み。
問住宅課☎☎７２４・４２６９

スポーツスポーツスポーツ
　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。

ス ポ ー ツ に チ ャ レ ン ジ！
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（小学１～３年生は保護者同伴）
日６月１１日㈯午後０時３０分～２時３０
分ごろ場市立総合体育館内ニュース
ポーツを体験／種目の詳細は決まり
次第、市ＨＰでお知らせします講町田
市スポーツ推進委員定４０人（申し込
み順）費１人２００円（保護者も参加費
が必要）申５月２０日正午～３０日にイ
ベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）へ。
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

市 立 総 合 体 育 館
●①フェンシング教室②ハンドボー
ル教室　日程の詳細は同館ＨＰをご
覧ください。
対小学生日①毎週木曜日②毎週金曜
日、小学１・２年生＝午後３時５０分～４
時５０分、小学３～６年生＝午後４時
５０分～５時５０分定各２０人

（申し込み順）費１２００円×
月の開催回数（月謝制）申往

復ハガキに必要事項を明記し、同館
へ（同館ＨＰで申し込みも可）。
問同館☎☎８５０・９７０７（受付時間＝午
前９時～午後８時）

市 立 室 内 プ ー ル
●①幼児ダンス②キッズダンスＡ・Ｂ
・Ｃ③チルドレンチア　
対①４～６歳の未就学児②③小学生　
日①②６月７日～７月２６日の火曜日

（７月１９日を除く）③６月３日～７月
１５日の金曜日、①午後３時３０分～４
時１５分②午後４時３０分～７時５０分

（Ａ～Ｃ各１時間）③午後４時３０分～５
時３０分、①②各全６回③全７回定①
１０人②③各１５人／抽選費①３６００
円②各４８００円③５６００円
申往復ハガキに必要事項を
明記し、５月２６日まで（必
着）に同プールへ。
〈お知らせ〉� �
　５月２１日㈯～３０日㈪は法定点検
等の実施のため、室内プール及び健
康増進温浴施設の一般利用はでき
ません。

◇
問同プール☎☎７９２・７７６１

鶴 間 公 園
●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）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

　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、④～⑧、⑩⑪は、オンラインでの相談もあります。また、①～⑧、⑩⑪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 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

電話で市民相談室
（☎☎724・2102）へ

②交通事故相談 5月18日、25日、6月8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） 5月20日、27日、6月3日、10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 5月17日、6月7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 5月24日、6月14日㈫
⑥登記相談 5月19日、6月2日㈭
⑦行政手続相談 5月19日、26日、6月2日、9日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 6月1日㈬
⑨少年相談 5月24日、6月14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 6月7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 6月1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=6月13日㈪
Ｂ=6月27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=6月1日、Ｂ=6月15日、いずれも午後4時までに電話で住宅課
（☎☎724・4269）へ

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）
ポプリギターアンサンブル発表会 ５月２１日㊏午後１時３０分 和光大学ポプリホール鶴川 無料 笹川敏明☎☎０９０・３９１３・９３１３
アンサンブル・ヴァリエ　街の小さなコンサート ５月２２日㊐午後２時から 玉川学園コミュニティセンター １０００円 こそし☎☎７２５・９５８５ 上質のクラシック　要予約
社交ダンス無料講習会　初心者・中級以上時間別 ５月２３日㊊午後１時～４時 南市民センター 無料 永山文子☎☎７９５・５９６６ 初めての方大歓迎お気軽に
金曜モーニング吹き矢開催　腹式呼吸に依る健康法 ５月２７日㊎午前９時３０分～１１時３０分 鶴川市民センター ５００円 吹き矢・和田☎☎０９０・３１０２・２１４５ お気軽にお越し下さい
初めての社交ダンス（体験講習会）ジルバ・マンボ ５月２８日㊏午後３時～６時 サン町田旭体育館多目的室 無料 田中☎☎０９０・７２３１・５３００ いつまでも健康で若々しく
苔と炭とプリザーブドフラワーのアレンジメント ５月２９日㊐午前１０時～１１時３０分 玉川学園コミュニティセンター ３０００円 黒田☎☎８６０・７６６３ 持ち帰り袋をお持ち下さい


