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南多摩３市で育む夏の探究学習
日帰りファミリーバスツアー
　市では、稲城・多摩市と連携した観
光事業を進めています。その一環と
して、親子で夏の探究学習をテーマ
に、各市の自然と科学に触れ合いな
がら、親と子の関わりを深めるバス
ツアーを開催します。詳細は、市ＨＰ
またはＪＴＢ東京多摩支店ＨＰをご覧
ください。
対町田・稲城・多摩市に在住、在勤、在
学の小学生とその保護者日８月２７日
㈯午後１時～８時３０分ごろ／集合は
町田ツーリストギャラリー、解散は
京王相模原線京王多摩センター駅で
す内ペーパークラフト工作、リズム
＆コア体験、ＫＤＤＩミュージアムの
夜間特別見学定２０人（抽選、結果は８
月１２日までに通知）費大人８０００円、
小学生４０００円（夕食代、体験講師
代、保険料含む）申８月８日午後５時ま
でにＪＴＢ東京多摩支店ＨＰ
（右記二次元バーコード）で
申し込み。
問ＪＴＢ東京多摩支店☎☎０４２・５２１・
５５５２、町田市観光まちづくり課☎☎
７２４・２１２８

認知症サポーター養成講座
　認知症の基礎知識や対応方法を学
びます。受講後に、認知症サポーター
の証しとなる認知症サポーターカー
ドを交付します。
対市内在住、在勤、在学の方日７月２７
日㈬午後２時～３時３０分場鶴川市民

センター定２０人（申し込み順）申７月
２５日までにイベントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
２２０７１４Ａへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

家 族 介 護 者 教 室
　歩行器や車いす、ベッドなど、在宅
生活で必要な福祉用具の正しい使い
方や選ぶ際のポイントを専門職が実
践を交えてお伝えします。
対市内在住で、高齢者の介護をする
家族介護者日８月５日㈮午後１時３０
分～３時３０分場わくわくプラザ町田
講（株）ヘルスケア・工藤竜也氏、佐野
太軌氏定２５人（申し込み順）申電話
で町田第１高齢者支援センター（☎☎
７２８・９２１５）へ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

オンラインゲートキーパー養成講座
　ゲートキーパーとは、特別な資格
ではなく、身近な人の悩みに気付き
支える人のことです。ゲートキーパ
ーの基本的な役割について、市民向
けと地域ネットワーク向けに養成講
座をオンライン（Ｗｅｂｅｘ）で実施し
ます。
日①市民向け＝８月３１日㈬午後２時
～３時②地域ネットワーク向け＝９
月２７日㈫午後２時～３時講精神保健
福祉士・伊藤次郎氏定各５０人（申し
込み順）申７月２０日正午から①８月
２４日まで②９月１９日までに、イベシ
スコード２２０７２０Ｈへ。
問健康推進課☎☎７２４・４２３６

就 職 面 接 会 ｉｎ 町 田
　多摩地域を中心としたエリアに本
社・事業所を持つ１０社程度の企業が
参加します。履歴書は面接を希望す
る企業の数だけ持参してください。
対求職中の方日８月１０日㈬午後１時
～４時場町田市文化交流センター定
５０人程度（申し込み順）申７月２６日
から電話で東京しごとセンター多摩
へ。
問東京しごとセンター多摩☎☎０４２・
３２９・４５２４、町田市産業政策課☎☎
７２４・２１２９

　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
●チャレンジマッスル２０２２～みん
なでたのしもう　子ども向けのサー
キットやフットサル教室、パラスポ
ーツ体験ブースなど、さまざまなス
ポーツを体験できる教室がありま
す。また、健康測定会も実施します。
詳細は同館ＨＰをご覧ください。
日８月２日㈫午前９時３０分
～午後４時
問同館☎☎７２４・３４４０

鶴 間 公 園
●ヨガリラックス　
対１６歳以上の方日毎週金
曜日、午前１１時１０分～１１
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

市 立 室 内 プ ー ル
●小学生短期水泳教室１期・２期　
対市内在住、在学の小学生（初心者・
初級者向け）日１期＝８月８日㈪～１１
日㈷、２期＝８月２２日㈪～２５日㈭、午
前９時～９時５０分定各２０人（抽選）費
１２００円申往復ハガキに必
要事項を明記し、７月２５日
まで（必着）に同プールへ。
〈お知らせ〉� �
　市町村大会のため、７月２４日㈰は
プールの一般利用はできません（ト
レーニング室、健康増進温浴施設は
通常どおり利用可）。また、会議室プ
ログラムは休止します。なお、大会前
日は、５０ｍプールが高水位（１．４ｍ～
１．７ｍ）となり、水温が１～２度ほど低
くなりますのでご注意ください。

◇
問同プール☎☎７９２・７７６１

サ ン 町 田 旭 体 育 館
●①ラディカルパワー②パワーカー
ディオ　
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日７月２５日㈪、２９日㈮、①午後３
時３０分～４時１５分、②午後４時３０分
～５時３０分定各２０人（申し
込み順）費各６００円申電話
で同館へ。
問同館☎☎７２０・０６１１

　新型コロナウイルス感染状況によっては相談を中止する場合があります。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。
※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

名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談 月～金曜日
（8月11日～19日を除く）

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
※8月12日は予約受付を行いません。
次回分は8月19日から受け付けます。

電話で市民相談室
（☎☎724・2102）へ

②交通事故相談 7月20日、27日、8月10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） 7月15日、22日、29日、8月5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 7月19日、8月2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 7月26日、8月9日㈫
⑥登記相談 7月21日、8月4日㈭
⑦行政手続相談 7月21日、28日、8月4日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 8月3日㈬
⑨少年相談 7月26日、8月9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 8月2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 8月3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=8月1日㈪
Ｂ=8月22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=7月20日、Ｂ=8月9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）
音楽療法士のピアノ伴奏で懐かしい歌を歌いましょ ７月２０日㊌午後２時から 玉川学園コミュニティセンター １０００円 トロイメライ☎☎０８０・８８７２・３５０７ 脳トレゲームあり　要予約
ピアノのある方で脳トレになるピアノ始めませんか ７月２１日午後１時から 玉川学園コミュニティセンター 無料 須佐☎☎０８０・４０７２・９６６０ 経験・年齢問わず・要連絡
歌声の会、リーダーシンガーソングライター大熊啓 ７月２５日㊊午後１時３０分から 町田市民フォーラムホール １２００円 菅☎☎７９３・３０７１ 要予約、コロナ対策中
紙飛行機を作って楽しく飛ばそう～気分爽快 ７月３１日㊐午前９時３０分～１１時 芹ヶ谷公園多目的広場 無料 横川☎☎７２２・８０９０ 手ブラＯＫ、雨天中止
「朗読で楽しむ」つるの会主催のミニ朗読会です ８月１日㊊午後２時から 玉川学園コミュニティセンター 無料 橋本英子☎☎７３６・０４５５ お気軽においでください
町田市民ミュージカルいのちの水といかづちの神 ８月１１日㊗正午・午後４時３０分 和光大学ポプリホール鶴川 １５００円 小池貴彦☎☎０８０・７０７２・５０８８ ８月１０日㊌午後６時公演あり
第１６回バイオリン・弦楽アンサンブル研究発表会 ８月１４日午後１時３０分～６時３０分 和光大学ポプリホール鶴川 無料 佐久間☎☎７２８・７５１８　事前問い合わせ可 Ｂａｂｙ・幼児からＯＫ


