
6 2022．12．15 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

催し・講座催し・講座
小 野 路 宿 里 山 交 流 館
●①新春里山子ども習字展　小野路
周辺の子どもたちの習字作品を土蔵
で展示します。
日程１月４日㈬～３１日㈫
●②春の七草寄せ植え体験＆七
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ランチ　
日１月５日㈭午前１０時～午後１時定
１０人（申し込み順）費１５００円（材料
費、昼食代）
●③リレー書き初め会　汚れても良
い服装でおいでください。書き初め
用の筆は用意しています（持参も可）。
日１月９日㈷午前１０時～午後２時

◇
申①③直接会場へ②１２月２８日まで
にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
２２１２１４Ａへ。
問同館☎☎８６０・４８３５

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１月１４
日㈯午後７時～８時３０分場成瀬コミ
ュニティセンター定４０人（申し込み
順）申１２月１６日正午～１月５日にイ

ベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード２２１２１６Ｅへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

初心者のための陶芸教室
　お皿やマグカップを作ります。
対市内在住、在勤、在学の陶芸初心者
（小学生以下は保護者同伴）日１月２９
日、２月１９日、いずれも日曜日午前１０
時～午後０時３０分場大地沢青少年セ
ンター内１日目＝粘土を成形、２日目
＝絵付けと色付け定２８人（抽選、結
果は１月１８日ごろ発送）費１人６００円
申ハガキに「初心者のための陶芸教
室申込」と書き、参加者全員の住所・
氏名（ふりがな）・電話番号・年齢（学
年）・送迎バス利用の有無を明記し、１
月１１日まで（必着）に大地沢青少年セ
ンター（〒１９４－０２１１、相原町５３０７
－２）へ／ハガキごとに抽選します。
グループで申し込みの場合、ハガキ１
枚に全員の情報を明記してください
／ＪＲ横浜線相原駅西口～同センター
間の無料送迎バスを運行します。
問同センター☎☎７８２・３８００

保 育 の お 仕 事 ひ ろ ば
●保育士復職支援研修・就職相談会　
　研修では、最近の保育事情等につ
いて現役保育士の話を聞くことがで
きます。相談会では、町田市
と川崎市の民間保育園がブ
ースを出展し、人事担当者

と話ができます（履歴書不要、服装自
由、入退場自由）。お子さん連れで参加
できます。ハローワーク町田、川崎市
と共催です。
対保育士として復職を考えている
方、保育士を目指す学生、市内の保育
所等で働きたい方（無資格でも可）日
・内２月４日㈯、①復職支援研修＝午
後０時３０分から３０分程度②就職相
談会＝午後１時～４時場市庁舎３階会
議室３－１～３申①１２月２０日正午～
２月２日にイベシスコード２２１２２０Ｅ
へ②直接会場へ。
問子育て推進課☎☎７２４・４４６８
２月講座
さ が ま ち カ レ ッ ジ
　詳細は講座案内チラシ（生涯学習
センター、各市民センター、各市立図
書館等で配布）をご覧ください（さが
まちコンソーシアムＨＰでダウンロ
ードも可）。
●足指セパレーターで歩き方向上！　
日２月４日㈯午前１０時～正午場町田
市生涯学習センター講（一社）ものづ
くり文化振興協会・馬渕正彦氏定１５
人（抽選）費２０００円（材料費含む）申
講座案内チラシ裏面の受講申込書に
記入し、１月９日まで（必着）に、郵送
またはＦＡＸでさがまちコンソーシ
アム事務局へ（さがまちコンソーシ
アムＨＰで申し込みも可）。申込締切
日までに定員に達しない場合は、引

き続き募集します。
問同事務局☎☎０４２・７４７・９０３８、町
田市生涯学習センター☎☎７２８・００７１
「新たな国民病」を防ぐ！
腎 臓 を 守 る た め の 食 事
対市内在住の１８歳以上の方日１月
２６日㈭午前１０時～１１時３０分場健
康福祉会館内管理栄養士による腎臓
病予防に関する講話、試食／たんぱ
く質や水分の摂取制限がある方向け
の内容ではありません定１６人（申し
込み順）費２００円（食材費）申１２月
２０日正午～１月９日にイベントダイ
ヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード２２１２２０Ｇへ。
問保健予防課☎☎７２２・７９９６
市内の公衆浴場で
ゆ ず 湯 と 朝 湯 を 実 施
●ゆず湯　
日１２月２２日㈭、金森湯＝午後４時～
１１時、大蔵湯＝午後２時～１１時
●朝湯　当日入浴した方には、特製
タオルをプレゼントします。
日１月２日（振休）午前８時～午後２時

◇
場金森湯（金森３－２２－２１）、大蔵湯
（木曽町５２２）費大人５００円、小学生
２００円、未就学児１００円
問金森湯☎☎７９６・５９２６、大蔵湯☎☎
７２３・５６６４、町田市産業政策課☎☎
７２４・３２９６

　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、⑩については、オンラインでの相談もあります。また、①～⑧、⑩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
（12月26日～1月3日、1月9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
※12月23日は予約受付を行いませ
ん。次回分は12月28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 12月21日、1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（人権侵害など
の問題） 12月16日、23日、1月6日、13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 12月20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 1月10日㈫
⑥登記相談 12月15日、1月5日㈭
⑦行政手続相談 12月15日、22日、1月5日、12日㈭
⑧年金・社会保険・労務相談 1月4日㈬
⑨少年相談 1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（☎☎042・679・1082）へ
⑩建築・耐震相談 1月11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、年末年始を除く）

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

⑫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
⑬消費生活相談 月～土曜日

（祝休日、年末年始を除く） 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
⑭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=1月10日㈫
Ｂ=1月23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=12月22日、Ｂ=1月11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２０２３年５月15日号です。次回申込期間＝２０２３年２月
15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
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。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
みんなで歌うＸʼｍａｓコンサート　ゲスト演奏も魅力 １２月１９日㊊午後２時から 生涯学習センター７階ホール ５００円 健康歌声ランド鈴木☎☎０８０・３０８８・４００４ 発声・認知症予防体操あり
クラブ天和　皆で楽しむ麻雀会 １２月２３日㊎午前９時～午後５時 せりがや会館４階 １０００円 ヤマモトトヨミツ☎☎７２６・１１８５ お気軽にお越しください
社交ダンス　レベルアップ　レッスン １２月２６日㊊午後１時から 木曽森野コミュニティセンター 無料 佐藤☎☎７２７・３７５２ プロ講師　丁寧な指導
アンサンブル・ヴァリエ　街の小さなコンサート １月７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
「探鳥会」かしの木山で冬鳥たちに逢おう！！ １月８日㊐、２月１２日㊐午前９時３０分 かしの木山自然公園 無料 かしの木山野鳥クラブ山脇☎☎７２５・０１７０ 中央広場集合・雨天中止
東日本大震災チャリティサックスとピアノの演奏会 １月８日㊐午後２時～４時 町田市民フォーラムホール ３０００円 中丸重子☎☎０９０・５８１３・８５３１　要予約 かしの木山ＮＥＸＴ主催
片山さつき講演「憲法を今の時代にあったものに」 １月１４日㊏午後２時～４時３０分 町田市民フォーラムホール １０００円 小林勝美☎☎０９０・４１７１・８４５５　要予約 「明日の会・町田」主催
湘南海岸にて室内鑑賞石を探そう会　参加者募集 １月１５日㊐午前７時５０分集合 小田急線町田駅下り待合室 交通費実費 堀泰洋☎☎０９０・８６８４・４７１６ 主催　武相愛石会

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。


