
72022．6．15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  検索町田市メール配信サービス

町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
●特別講座～熱中症対策講習会　気
象条件と熱中症発生状況の関係等、
新しい知識と対策を学びます。参加
者には試供品を差し上げます。講座
終了後に求職相談会も行います。
対市内在住の介護に関わる仕事（介
護職、資格がなくてもできる清掃・調
理・介護補助等）の相談を希望する方
等日７月１５日㈮午後２時～４時３０分
場町田市民フォーラム講大塚製薬
（株）・千葉雅裕氏定２０人（申し込み
順）申７月７日までに電話またはメー
ルで同バンク（☎☎８６０・６４８０、受付
時間＝月～金曜日の午前９時～午後
５時、墳ｇｅｎｋｉ＠ｍａｃｈｉｄａ-ｋｊｋｃ．ｊｐ）
へ（同バンクＨＰ〔右記二次
元バーコード〕で申し込み
も可）。
問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６

薬物乱用防止普及啓発イベント
　薬物乱用のない社会を目指す「ダ
メ。ゼッタイ。」普及運動（６月２０日～
７月１９日）にちなんで、薬物乱用防止
を推進するイベントを開催します。
日６月２０日㈪～２４日㈮、午前８時３０
分～午後５時（６月２０日は午前１０時
から、２４日は午後４時まで）場イベン
トスタジオ（市庁舎１階）内薬物乱用
防止に関するパネル及び２０２１年度
に市内の中学生から募集した薬物乱
用防止ポスター・標語の優秀作品等
の展示
問健康推進課☎☎７２４・４２３６

夏休み障がい児（者）
水 泳 教 室
　浮き輪やボールなどで楽しく遊
ぶ、レクリエーションが中心です。水
慣れしたい方も歓迎です。心臓病、高
血圧、循環器系に障がいのある方は
医師に相談のうえ、申し込んでくだ
さい。伝染病疾患のある方は参加で
きません。
対市内在住の小学生以上で障がいの
ある方日７月２７日㈬、２９日㈮、午前
１０時～１１時３０分／両日参加はでき
ません場町田市子ども発達センター
温水プール定各８人（申し込み順）申
６月１７日正午～７月１日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２２０６１７Ｃへ。
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４７鯖
０５０・３１０１・１６５３

や き も の 体 験 講 座
●スープ皿を作ろう　粘土ひもを使
って、好きな形のスープ皿（口径１６
㎝程度）を１人１枚作ります。講師が
釉
ゆう

薬
やく

を掛け、焼成し、完成品は約１～
２か月後に着払いで郵送します。
対市内在住の５歳以上の方（小学４年
生以下は保護者１人同伴、子ども２人
と保護者１人の参加も可、保護者の
見学のみの参加は不可）日７月１８日
㈷、午前１０時～正午、午後２時～４時
（各回とも同一内容）場三輪コミュニ
ティセンター講ｋａｍａｋｕｒａ山陶芸工
房主宰・檀上尚亮氏定各１０人（抽選、
結果は７月１２日ごろまでに電話で連

絡）費１人１０００円（送料別）申６月２３
日正午～７月４日にイベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード２２０６２３Ａへ。
問市立博物館☎☎７２６・１５３１
多摩市の農園で採って学ぶ、食べて
学ぶ。
大 人 の 食 育
　市では周辺自治体と連携した観光
事業を進めています。その一環とし
て、青木農園で収穫体験と大人の食
育セミナーを行います。昼食は古民
家を改造したレストランで、採れた
ての野菜を使った農家料理を楽しめ
ます。ゆっくりと食事をしながらの
大人の食育で「健幸」になりませんか。
対町田・稲城・多摩市在住、在勤、在学
の方日７月２３日㈯午前９時～午後１
時（小雨実施）／集合・解散は青木農
園（多摩市）です定１５人（抽選、結果
は７月８日までに通知）費４０００円（昼
食代、保険代等）申メールの件名に
「多摩ウォーク」と書き、住所・氏名
（ふりがな）・携帯電話番号・年齢・性
別、同行者の氏名（ふりがな）・年齢・
性別を明記し、７月４日午後５時まで
にメールで（株）ＪＴＢ東京多摩支店
「南多摩３市イベント係」（墳ｍｉｎａｍｉ
ｔａｍａ＠ｊｔｂ．ｃｏｍ）へ（申し込みフォ
ーム〔右記二次元バーコ
ード〕で申し込みも可）。
問（株）ＪＴＢ東京多摩支店
☎☎０４２・５２１・５５５０、町田市観光ま
ちづくり課☎☎７２４・２１２８

　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。

スポーツスポーツスポーツ

市 立 総 合 体 育 館
●メガダンス公開指導　ジャズ・ラ
テン・ヒップホップ等を踊ります。対
市内在住、在勤、在学の１８歳以上の
方日毎週月曜日（休館日、大会等開催
日を除く）、午前１０時４５分～１１時
４５分定各５０人（申し込み順）費大人
３１０円、６５歳以上・障がい者１００円
／別途公開指導料として
１００円が必要です。
問同館☎☎７２４・３４４０

市 立 室 内 プ ー ル
〈お知らせ〉� �
　７月２１日～８月３１日の夏季期間
（無休）は、小・中学生のプール利用料
が有料（１５０円）となります。夏季期
間は開館時間を３０分早め、午前８時
３０分から開館します（閉館時間は午
後９時、健康増進温浴施設��
は午前１０時～午後９時）。� �
問同プール☎☎７９２・７７６１

鶴 間 公 園
●アロマストレッチ　
対１６歳以上の方日毎週月曜日、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

　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については、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

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）
ポールウォーキングで健康寿命を延ばそう ６月１８日午前１０時から約２時間 町田シバヒロ 無料 大石☎☎０９０・５８２８・７４５１ 毎月第３土曜日開催
第１７回町田落語会 ６月１８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
春季吟詠大会・町田市吟詠連盟各会派会員・青少年 ６月１９日㊐午前１０時～午後３時 木曽山崎コミュニティセンター 無料 川添☎☎７２８・０４６８ 主催　町田市吟詠連盟
健康社交ダンス講習会　フラワーダンスクラブ ６月２５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
東日本大震災チャリティ津軽三味線と津軽の唄 ７月９日㊏午後７時～８時４５分 町田市民フォーラムホール ２５００円 中丸重子☎☎０９０・５８１３・８５３１　要予約 かしの木山ＮＥＸＴ主催
相模川にて室内鑑賞石を探そう会参加募集 ７月１７日㊐午前７時５０分集合 ＪＲ淵野辺駅南口広場 交通費実費 堀泰洋☎☎０９０・８６８４・４７１６ 主催　武相愛石会
正しく美しい日本語による日本歌曲コンサート ７月２１日㊍午後６時開演 町田市民フォーラムホール １０００円 池内☎☎０７０・２８１６・６６７２ 高校生以下無料ぜひ参加を

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 6月15日、22日、7月13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） 6月17日、24日、7月1日、8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 6月21日、7月5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 6月28日、7月12日㈫
⑥登記相談 6月16日、7月7日㈭
⑦行政手続相談 6月16日、23日、30日、7月7日、14日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 7月6日㈬
⑨少年相談 6月28日、7月12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 7月5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 7月6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=7月11日㈪
Ｂ=7月25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29日、Ｂ=7月12日、いずれも午後4時までに電話で
住宅課（☎☎724・4269）へ


