
6 2022．9．15 新型コロナウイルス感染防止のため、催し・講座は中止や一部変更になる場合があります

　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
（9月19日、23日、26日～30日、10月10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
※9月23日は予約受付を行いません。
次回分は9月30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 9月21日、28日、10月12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） 9月16日、30日、10月7日、14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 9月20日、10月4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 9月27日、10月11日㈫
⑥登記相談 9月15日、10月6日㈭
⑦行政手続相談 9月15日、22日、29日、10月6日、13日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 10月5日㈬
⑨少年相談 9月27日、10月11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 10月4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 10月5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=10月11日㈫
Ｂ=10月24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=9月28日、Ｂ=10月12日、いずれも午後4時までに電話
で住宅課(☎☎724・4269)へ

円、小学生３００円（保険料、
材料費込み）、未就学児は
１人まで無料（２人目から
は３００円）申電話で同公園（☎☎７３６・
３１３１、受付時間＝午前9時〜午後５時）
へ。

里 山 散 策 と 稲 刈 り 体 験
　北部丘陵の里山と谷戸を散策後、
稲刈りを楽しみませんか。
対８歳以上の方（小学生は保護者同
伴）日１０月１５日㈯午前１０時〜正午
（雨天時は１６日に順延）場小野路町
奈良ばい谷戸／集合場所は浅間神社
下の駐車場です定約１０組（申し込み
順）費１組当たり１０００円（材料費、保
険料等）申住所・氏名（ふりがな、参加
者全員の分）・電話番号を明記し、9
月３０日までにメールで（特）まちだ
結の里事務局（墳ｙｕｉ-ｉｎｆｏ＠ｎａｒａｂａ
ｉ．ｏｒｇ）へ。
問同事務局☎☎０８０・７４６５・７６５１、町
田市農業振興課☎☎７２４・２１６４

つくし野コミュニティセンターまつり
　活動団体による演奏等をオンライ
ン（ＹｏｕＴｕｂｅ）でライブ配信します。
視聴方法等の詳細は市Ｈ
Ｐ（右記二次元コード）を
ご覧ください。
日9月１８日㈰午前１０時２０分〜午後
３時５０分

問同センター☎☎７9６・１9５５

町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
●出張・就労相談会ｉｎ町田市民フォ
ーラム　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9
月２８日㈬午後１時３０分〜４時場町田
市民フォーラム第２学習
室Ｂ申同バンクＨＰ（右記
二次元コード）で申し込
み（予約無しでの参加も可）。
●特別講座～免疫力ＵＰのための「逆
腹式呼吸法」　逆腹式の呼吸につい
て学びます。講座終了後、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、資格が無くてもできる清掃・調
理・介護補助等）の相談を希望する方
等日１０月１４日㈮午後２時〜４時３０分
場町田市民フォーラム講ダヴィンチ
治療院院長・神田裕幸氏定２０人（申
し込み順）申１０月６日ま
でに同バンクＨＰ（右記二
次元コード）で申し込
み。

◇
問同バンク☎☎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）、町田市いきいき総務
課☎☎７２４・２9１６

催し・講座催し・講座
骨粗しょう症予防講習会
４０歳 か ら の 骨

ほね

活
かつ

の す す め
　オンラインと会場で実施します。
対市内在住の１８歳以上の方日１０月
２０日㈭午後２時〜３時４０分場オンラ
イン＝Ｗｅｂｅｘ、会場＝市庁舎内医
師・薬剤師・管理栄養士・理学療法士
の講話、運動実技定オンライン＝５０
人、会場＝１０人／申し込み順申9月
１６日正午〜１０月１１日にイベシスコ
ード２２０9１６Ｄへ（会場参加の場合
はイベントダイヤル〔☎☎７２４・
５６５６〕で申し込みも可）。
問保健予防課☎☎７２２・７99６

吹きガラスに挑戦！ｉｎ芹ヶ谷公園
　移動式のガラス炉を使って、ガラ
ス作家の指導のもと作成します。金
属製のさおの先に溶けたガラスを巻
き取り、息を吹き込んでガラスを膨
らませて成形し、１人１つガラスのコ
ップを作ります。できたコップは冷
ましてから約２週間後に発送します。
対小学生以上の方（保護者の見学可）
日１０月１５日㈯、午前１０時〜１１時
３０分、午後０時３０分〜２時、午後２時
３０分〜４時／各回とも同一内容、雨
天時は１０月３０日に延期場芹ヶ谷公
園講ガラス作家・なかのかずひろ氏

定各３人（市内在住の方を優先のう
え、抽選）費３０００円（送料込み）申9
月２１日正午〜２８日にイベントダイ
ヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード２２０9２１Ｆへ。
問市立博物館☎☎７２６・１５３１
消費生活センター
くらしに役立つテスト教室
●気になる食品のビタミンＣを測っ
てみよう！　野菜や果物等にどのく
らいビタミンＣが含まれているか測
定し、効果的な摂取方法を探ります。
対市内在住、在勤、在学の方日１０月
２１日㈮午前１０時〜正午場町田市民
フォーラム講町田市消費生活センタ
ー運営協議会・斎藤多佳子氏定１２人
（申し込み順）費１００円申9月１６日正
午〜１０月１６日にイベントダイヤル
（☎☎７２４・５６５６）またはイベシスコー
ド２２０9１６Ｂへ。保育希望者（１歳以上
の未就学児、申し込み順に２人）は１０
月１０日までに併せて申し込みを。
問同センター☎☎７２５・８８０５

野 津 田 公 園
●植物観察教室～秋の植物観察
対小学生以上の方（保護者同伴の場
合は未就学児の参加も可、大人１人で
の参加も歓迎）日１０月１日㈯午前9時
〜正午講（有）植生技術・石森佳子氏定
２０人（申し込み順）費中学生以上５００

ベビー用リユース品　回収会・配布会
問環境政策課☎☎７９７・０５３０

　修理などを必要としない再利用が可
能なベビー用品を、市民の皆さんから
回収し、必要な方に配布するベビー用リ
ユース品回収会・配布会を開催します。
【回収会】
　物品は当日直接会場へお持ちくだ
さい。詳細は、市ＨＰをご覧ください。
対市内在住の方
回収品目大型育児用品（ベビーカー、
回収会

日　時 会　場
10月1日㈯午前11時～午後2時 子どもセンターばあん正面玄関前
10月2日㈰午前11時～午後2時 子どもセンターただＯＮ正面玄関前
11月5日㈯午前11時～午後2時 子どもセンターぱお正面玄関前
11月6日㈰午前11時～午後2時 子どもセンターつるっこ正面玄関前
12月3日㈯午前11時～午後2時 市庁舎ＪＲ横浜線線路側補助通路

配布会
日　時 会　場

10月23日㈰午後1時～3時 市庁舎正面玄関前
10月30日㈰午後1時～3時 子どもセンターぱお創作アトリエ「できるかな」
11月19日㈯午前11時～午後1時 子どもセンターばあん多目的コーナー「せとる」
11月27日㈰午後1時～3時 子どもセンターつるっこ工作室「わくわく」
12月18日㈰午後1時～3時 町田市バイオエネルギーセンター会議室1・2
※大型育児用品等の展示・申込締切は午後1時～2時15分（ばあんは午前11時～午後0時
15分）、抽選結果の発表は午後2時30分（ばあんは午後0時30分）の予定です。

ベビーベッド、チャイルドシート、バ
ウンサー、乳児イス、乳児柵、抱っこ
ひも）、服飾雑貨（ベビー靴、靴下、ミ
トン、帽子）、乳幼児向けのおもちゃ
（ベッドメリー、積み木、手押し車）等
※汚れがある、安全面に問題がある、
部品等に不足がある、動作に不具合
があるなどの場合は、回収品目であ
っても回収しません。

回収できない品目洋服、大型玩具、電
子玩具、絵本、ＤＶＤ、ぬいぐるみ、布団類、
子ども用食器、ベビーバス、衛生上リユー
スに望ましくないもの（おまる・哺乳瓶等）
【配布会】
　販売や営利目的とみなされる方へ
の配布は行いません。大型育児用品

の配布は抽選です。抽選結果発表後
に、当選した物品を持ち帰りいただけ
ます。なお、市民の方が持ち込んだも
のをそのまま配布しているため、市が
品質・安全性を保証するものではあり
ません。使用に当たっては、譲り受け
者の責任において使用してください。


