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催し・講座催し・講座
開講します～2017年度
こ と ぶ き 大 学
　詳細は募集プログラムの冊子（生
涯学習センター、各市民センター、各
コミュニティセンター、各市立図書
館等で配布）をご覧下さい。
対市内在住の2017年4月1日現在
60歳以上の方
日①5月～7月の月曜日、午後2時～
4時②4月～7月の土曜日、午後2時
～4時③4月～7月の金曜日、午前10
時～正午④5月～7月の火曜日、午前
10時～正午⑤4月～7月の月曜日、
午前10時30分～正午、各全6回
場生涯学習センター（⑤の3・5回目
のみ健康福祉会館）
内①文学～司馬遼太郎と「坂の上ば
かりにいられない日本」②歴史～日本
名城紀行・戦国の城・近世の城③美術
～国宝LOVE・一度は見たい日本美
術④鉄道旅行～鉄道旅行のすすめ⑤
健康～「リンパビクス」で認知症予防
定①～④各154人⑤80人（いずれも
抽選）
申募集プログラムに添付の往復ハガ
キ（往返信ともに切手貼付）、または
市販の往復ハガキに希望コース名
（第2希望まで）・住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・年齢・性別を明記し、
3月21日午後5時まで（必着）に直接
または郵送で生涯学習センター（〒

194－0013、原町田6－8－1）へ。
問同センター☎728・0071
プレママ＆新米ママ向け
パペット絵本づくり教室
対妊婦の方、2歳未満児の母親
日3月28日㈫、29日㈬、いずれも午
前10時～正午、全2回
場町田市民フォーラム
講森野3丁目保育園保育士・石川里
美氏
定15人（申し込み順）
費1000円
申3月2日正午～20日にイベントダ
イ ヤ ル（ ☎724・5656コ ー ド
170302A）へ。保育希望者（6か月以
上の未就学児、申し込み順に8人）は
併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎723・
2908
大地沢青少年センター
青 空 ア ト リ エ
　電動糸のこや、のこぎりなどを使
い、木やまゆ等で椅子やクラフトを
作ります（特別プログラムはランプ
シェード〔300円〕を予定）。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日3月12日㈰午前10時～午後3時
（雨天実施）
※毎月第2日曜日に開催（開催時間
内であれば何時からでも参加可）。
場同センター研修棟
費100～500円（参加プログラムに
よって異なる）

問同センター☎782・3800
文学館でたのしむ
おとなのためのおはなし会
　保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日3月16日㈭午前10時30分～11時
30分
場町田市民文学館2階大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「村田沙耶
香」／おはなし＝「ババヤガーの白い
鳥」（ロシアの民話）、「縁切り坂」（町田
の民話）、シャエの王女（槇佐知子作）
語り手まちだ語り手の会
※保育希望者（1歳以上の未就学児、
申し込み順に6人）は、3月1日午前9
時から電話で同館へ。
問同館☎739・3420

野菜の上手な作り方
　初心者向けに、野菜の栽培のポイ
ントを分かりやすく説明します。
対市内在住、在勤の方
日3月15日㈬午後1時30分から2時
間程度
場七国山ファーマーズセンター（野
津田町）
※駐車場はありません。
講JA町田市営農指導担当職員
定30人（抽選）
費500円（資料、お茶代）
申ハガキに住所・氏名・連絡先を明記

し、3月10日まで（消印有効）にJA町
田市経済センター営農支援課（〒
194－0035、忠生3－7－2）へ。
問JA町田市経済センター営農支援
課☎792・6111、七国山ファーマー
ズセンター☎736・3615、町田市農
業振興課☎724・2166

里山保全活動参加者募集
　市内で初めて「関東・水と緑のネッ
トワーク拠点百選」に選ばれ、「生物
多様性保全上重要な里地里山」にも
選定された小野路町奈良ばい谷戸の
豊かな里山の環境を、後世に伝える
担い手を募集します。
日4月～2018年3月の土曜日、午前9
時45分～午後3時、月1～2回を予定
場奈良ばい谷戸（小野路町）
内農地の保全再生（水田・畑・道路・水
路整備）、雑木林の保全再生（竹伐採、
下草刈り、枝落とし）
定20人（申し込み順）
費2000円（連絡通信費、原材料費）
※参加者を対象に、現地説明会を4
月8日㈯午前9時45分～午後3時30
分に行います。
申3月2日正午～27日にイベントダ
イ ヤ ル（ ☎724・5656コ ー ド
170302D）へ。
問（特）まちだ結の里事務局☎090・
2225・5444、町田市北部丘陵整備
課☎724・2164

市立図書館3月、4月の催し
絵本・紙芝居・語りなどで、楽しい時間を過ごしましょう！

催　し 日　程 時　間 会　場
①ちいさい子むけおはな
し会
②おおきい子むけおはな
し会
③乳幼児向けおはなし会
④こどもえいが会

①②3月8日、15日、22
日、29日、4月12日、
19日、26日
③3月10日、24日、4月
14日、28日
④3月1日、4月5日

①午後2時から
②午後3時から
③午前10時30分から、
11時から
④午後3時から

中央図書館
☎728・8220

※その他、各市立図書館でも催しを行っています。詳細は各市立図書館へお問い合わせ下さい。
問さるびあ図書館☎722･3768、鶴川図書館☎735･5691、鶴川駅前図書館☎737・
0263、金森図書館☎710･1717、木曽山崎図書館☎793･6767、忠生図書館☎792・
3450、堺図書館☎774･2131

　明治時代の浮世絵師である月岡芳
年、豊原国周、楊洲周延らが描いた江
戸美人、四季折々の風俗、江戸城や大
奥の情景を紹介します。
会期3月11日㈯～4月9日㈰
休館日毎週月曜日（祝日の場合は開
館し、翌日休館）
観覧時間火～金曜日＝午前10時～
午後5時、土・日曜日、祝日＝午前10
時～午後5時30分（いずれも入場は
閉館の30分前まで）
観覧料600円（高校・大学生・65歳以
上300円、中学生以下無料）
※3月11日は無料です。
場同館企画展示室1
【美術館で語り合おう　トークフリ
ーデー】
　会期中、展示室の中で作品をめぐ
る会話を楽しめます。小さなお子さ
ん連れの方もお入りいただけます。
日会期中の水・土曜日

問イベントダイヤル☎724・5656、同館☎726・2771
月
岡
芳
年「
風
俗
三
十
二
相
　
う
る

さ
さ
う
　
寛
政
年
間
　
処
女
之
風

俗
」明
治
21
年（
1
8
8
8
）、当
館
蔵

関 連 催 事
【ギャラリートーク】
　観覧券をお持ちのうえ、直接企画
展示室入口においで下さい。
日・内3月26日㈰＝館長によるスペ
シャルトーク、3月12日㈰、4月8日
㈯＝学芸員によるギャラリートー
ク、いずれも午後2時から45分程度

「シリーズ現代の作家　追悼・木
村利三郎」
会期4月9日㈰まで

同時開催　常設展示室

　江戸時代後半から幕末にかけて展
開した古伊万里染付「図変わり」大皿
の世界を、瀬川竹生氏コレクション
から65点を選んで紹介します。迫力
ある大作の数々で、伊万里染付大皿
の魅力に迫ります。
会期5月7日㈰まで
休館日毎週月曜日（祝日の場合は開
館し、翌日休館）
開館時間午前9時～午後4時30分
入館料一般300円（障がい者150円、
中学生以下無料）

関 連 催 事
　別途入館料が必要です。
【①講演会～伊万里染付大皿の魅力】
日3月18日㈯午後2時～3時30分
講学習院大学文学部教授・荒川正明
氏
【②講演会～江戸の食文化】
日4月16日㈰午後2時～3時30分
講国士舘大学21世紀アジア学部教
授・原田信男氏
【③テーブル・コーディネート講座～
伊万里などを取り合わせて】
日3月26日㈰午後2時～3時
講テーブル・コーディネーター　横
瀬多美保氏
【④体験講座～1日かけて挑む！本
格的染付磁器】
　小皿で練習後、講師が制作した白
磁素地の20㎝皿に染付を描きます。
作品は、焼成の後、同館で引き渡しま
す（2～4週間後の予定）。
対成人の方
日3月20日㈷午前10時～午後3時
講（公社）日本工芸会正会員・小枝真
人氏

問市立博物館☎726・1531

染付竹虎文大皿　口径64.0㎝　江戸時代

費5000円
【⑤体験講座～楽しい染付技法のい
ろいろ】
　口径15㎝の白磁皿に線描や吹墨
を使って、好きな文様を絵付けしま
す。作品は、焼成の後、同館で引き渡
します（2～4週間後の予定）。
対小学4年生以上の方（小学生は保
護者同伴、ただし保護者は見学のみ
も可）　
日4月2日㈰午前10時～11時30分、
午後2時～3時30分
講磁器作家・たなかふみえ氏
費1200円
【⑥ギャラリートーク】
　担当学芸員による作品解説です。
日3月5日㈰、25㈯、4月8日㈯、22日
㈯、30日㈰、5月3日㈷～6日㈯、いず
れも午後2時～3時

◇
場①～⑤同館2階講堂（エレベータ
ー無し）⑥同館1階展示室
定①～③各60人（先着順）④⑤各10
人（申し込み順）⑥各20人（先着順）
申①～③⑥直接会場へ④⑤3月2日
正午からイベントダイヤル（☎724
・5656④コード170302B⑤コード
170302C）へ。

市立博物館市市立博物館館館－伊万里染付
　　図変わり大皿の世界－
－伊万里染付－伊万里染付
　　図変わり大皿の世界－　　図変わり大皿の世界－藍色浪漫

吉例浮世絵大公開！江戸ノスタルジア
国際版画美術館企画展


