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を優先のうえ、抽選）費８０００円申同
館ＨＰで申し込み。
問同館☎☎７２４・３４４０

小 野 路 公 園
●初心者向けヨガ教室
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日１月２６日～３月２３日の木曜日
（２月２３日を除く）、午前１１時～午後
０時１５分、全８回講全米
ヨガアライアンス（ＲＹＴ
２００）取得・衣川里佳氏定

生涯学習センター多文化共生事業
ネパール伝統文化に触れる国際理解講座
　日本人初のネパール舞踊家が見た
ネパールの３７年間の今昔を語りま
す。ネパール舞踊、手指ヨーガのレク
チャー・体験もあります。
日２月２６日㈰午後１時３０分～３時３０
分場生涯学習センター講和光大学非
常勤講師・岡本有子氏定４０人（申し
込み順）申１月１７日～２月６日にイベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード２３０１１７Ｄへ。
問同センター☎☎７２８・００７１

献 血 に ご 協 力 く だ さ い
　市庁舎で献血を実施します。輸血
用血液の需要は年々増加していま
す。継続的なご協力をお願いします。
日１月２５日㈬、午前１０時～１１時４５
分、午後１時１５分～４時場ワンスト
ップロビー（市庁舎１階）
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７
生涯学習センター・町田国際交流センター共催
ま ち だ ｄｅト ー ク プ ラ ザ
●日本で働く外国人
日２月１２日㈰午後１時３０分～３時３０
分場生涯学習センター内山下孝之氏
による縦笛ケーナの演奏、パネリス
トトーク「日本で働いている外国の
方のお話」、グループ交流定５０人（申
し込み順）申１月１７日正午～２月６日

にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
２３０１１７Ｅへ。
問生涯学習センタ－☎☎７２８・００７１

　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

は つ ら つ 運 動 教 室
対市内在住、在勤の６５～７５歳で、介
助されず日常的に体を動かしている
方（年齢が前後３歳程度の方も参加
可）日２月８日、２２日、いずれも水曜
日午前１０時～１１時場忠生市民セン
ター内簡単にできる体幹運動と股関
節まわりのエクササイズ、全身のエ
クササイズとサーキット運動講法政
大学スポーツ健康学部教授・泉重樹
氏定各１０人（申し込み順）費１００円
申１月１７日正午～２月６日にイベン
ト ダ イ ヤ ル（ ☎☎７２４・
５６５６）またはイベシスコ
ード２３０１１７Ａへ。
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

市 立 総 合 体 育 館
●はじめてのフラダンス教室
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日１月１７日～３月２８日の火曜日
（３月２１日を除く）、午後
０時１５分～１時１５分、全
１０回定３０人（初参加者

１２人（申し込み順）費８０００円申電話
で同公園へ。
問同公園☎☎７３７・３４２０

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

　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できます。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５月15日号です。次回申込期間＝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）
吹き矢、朝の爽やかな時間、腹式呼吸で健康増進！ １月２５日㊌午前９時３０分から 鶴川市民センター第２会議室 ５００円 モーニング吹矢水曜会☎☎７３５・１０１３
合気道と護身術　初めての方も歓迎 １月２９日、２月５日㊐午前９時３０分 図師小学校体育館 無料 茂野☎☎７９８・２３３５ 親子で楽しくおいで下さい
第２１回町田落語会 ２月４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
街のカウンセラーと心の悩みを話してみませんか ２月５日㊐午後４時から１時間 町田市民フォーラム４階 １０００円 心理ケア町田☎☎０５０・５５８７・８４７７要電話 個人情報秘密厳守します
マジック講習会 ２月９日㊍午後１時～３時３０分 町田市民フォーラム４階 無料 加茂☎☎０９０・７８３０・６４５６ お気軽にご参加下さい
セミナー「移動支援ボランティアの立上げ」 ２月１１日㊗午前１０時～１１時４０分 町田市民フォーラム４階 無料 成瀬お助けたい☎☎０８０・１２８４・２４２９ 要事前申込・１月３１日迄

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。

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

ブラインドサッカー®体験と観戦にご招待！
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

　国内最高峰のブラインドサッカ
ー大会の一つである「第２０回�ア
クサ�ブレイブカップ�ブラインド
サッカー日本選手権」のファイナ
ルラウンドが、２月１１日㈷に市内
で行われます。
　パラスポーツを市民の皆さんに
より広く知っていただくため、ブ
ラインドサッカーの体験会と試合
観戦にご招待します。
　詳細は市ＨＰ（右記二
次元コード）をご覧くだ
さい。
対市内在住、在勤、在学の小学生と

その保護者（小学生１人につき保
護者２人まで参加可）
日・内２月１１日㈷、体験会＝午前９時
～９時４５分、試合＝午前１１時から（３
位決定戦）、午後２時から（決勝戦）
※体験会は小学生のみ参加できま
す。
場市立総合体育館
定小学生４０人、保護者８０人（抽
選）
主催（特）日本ブラインドサッカー
協会
申１月２０日～３１日にイベシスコ
ード２３０１２０Ｅへ。


