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8月1日～31日「スポーツを楽しもう」町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索

団体の価値を表現しよう！～共感を
獲得する

キャッチフレーズ作成講座
　多くの共感を得られる団体運営の
方法や、団体活動を支援するための
ノウハウを学び、今後の市民活動に
つなげていきます。
　今回は、共感を得られるキャッチ
フレーズの作成方法を学びます。
対市内在住、在勤、在学の方
日９月５日㈫午後６時３０分～８時
場市庁舎
講（特）市民プロデュース理事長・平
田隆之氏
定３０人（申し込み順）
申９月１日までに電話で市民協働推
進課（☎７２４・４３６２）へ。

市 民 公 開 講 座
【骨粗しょう症と骨折予防】
日９月９日㈯午前１０時～１１時３０分
場町田市民病院
講町田市民病院整形外科部長・石原
裕和医師
定１５０人（申し込み順）
申８月４日正午～９月３日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コード
１７０８０４Ｂ）へ。
問町 田 市 民 病 院 医 事 課 ☎７２２・
２２３０（内線７１３８）
開催します

ハ ー ブ テ ィ ー 講 座
　市庁舎４階にある屋上花畑の植物
を使用したハーブティーを、お菓子
と共に試飲しながら効用などのお話

を聞く講座です。
日８月２７日㈰午前１０時３０分～正午
場市庁舎
※駐車場に限りがあります。
講（社福）ボワ・すみれ福祉会ニーズ
センター花の家職員
定２５人（申し込み順）
費５００円
申８月３日正午～１７日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０８０
３Ｃ）へ（申し込みは５人まで）。
問庁舎活用課☎７２４・２１６５
アルファ化米と乾パンを使って
防災食をおいしく食べよう！

　防災食として家庭に保存している
アルファ化米や乾パンで簡単・おい
しいレシピを学び、調理実習します。
対市内在住の方
日８月２４日㈭午前１１時～午後１時
場健康福祉会館
講町田市食育ボランティア
定１５人（申し込み順）
費１００円（食材費）
申８月２日正午～１５日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０８０
２Ｃ）へ。
問保健予防課☎７２２・７９９６
市立図書館～おはなし会ボランティア

養 成 講 座（ 語 り 手 ）
対市内在住、在勤、在学の、全回参加
でき、受講後に市立図書館でおはな
し会の語り手ボランティアとして登
録できる方
日１１月７日、１４日、２８日、１２月５日、
いずれも火曜日午後２時～４時（７日
のみ午後１時３０分から）、全４回
場中央図書館
内語ることの意味やおはなしの選び

方、演じ方等を学ぶ
定１０人（抽選）
申８月２日～１０月１１日に、各市立図
書館で開催している水曜日のおはな
し会を見学後に申し込み。
※各市立図書館により、おはなし会
の日程が異なります。
問中央図書館☎７２８・８２２０
町田市障がい者福祉センター

ひかり療育園センターまつり
日８月２６日㈯午後５時～７時１５分

（小雨実施）
場ひかり療育園
内盆踊り、和太鼓演奏、各種ゲームコ
ーナー、模擬店等
問ひかり療育園☎７９４・０７３０

南市民センターまつり
　南市民センターを利用する団体
が、日ごろの活動の成果を発表し、地
域での交流を図ります。
※当日、同センター１階ロビーでプ
ログラムを配布します。
日８月２７日㈰午前１０時２０分～午後
４時
場同センター①１階ロビー②２階ホ
ール
内①展示＝水彩画、栽培洋ラン、絵手
紙等（おもちゃの製作も有り）②発表
＝弦楽器アンサンブル、日本剣道形

（演武）、リズム体操、音楽アンサンブ
ル、吹奏楽演奏、社交ダンス等
※南共栄会商店街の夏祭りと子ども
センターばあんの夏祭りも同日に行
われます。
問同センター☎７９５・３１６５
ヒューリック・ダイハツJAPAN

パ ラ バ ド ミ ン ト ン 
国際大会 2 0 1 7 開催！

　世界バドミントン連盟（ＢWF）公
認の国際大会の一つが日本で初めて
開催されます。
　ヨーロッパやオセアニア、アフリ
カ、東南アジアなど、２９か国から
１８０人以上の選手が町田に集まりま
す。日本代表選手も車椅子クラスの
山崎悠麻選手、小倉理恵選手（WＨ２
クラス）、義足の日本チャンピオンの
藤原大輔選手（ＳＬ３クラス）、上肢障
がいの豊田まみ子選手、浦哲雄選手

（ＳＵ５クラス）など世界ランキング
上位の選手が出場します。
　この機会に、バドミントンの魅力
に触れてみませんか。
日９月７日（木）～１０日（日）
※タイムスケジュール等の詳細は、
日本障がい者バドミントン連盟ホー
ムページをご覧下さい。
場市立総合体育館
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

●市立総合体育館
【①よちよち親子体操教室
②のびのび親子体操教室】
対市内在住、在勤、在学の①１歳６か
月～１歳１１か月の幼児とその保護者
②２歳６か月～２歳１１か月の幼児と
その保護者日９月１３日～１１月１５日
の水曜日、①午前９時３０分～１０時
２０分②午前１０時４０分～１１時４０
分、各全１０回定各２５組（抽選）費１組
４７００円申往復ハガキ（１組１枚）に必
要事項を明記し、８月８日まで（消印
有効）に同館へ（同館ホームページで
申し込みも可）
【初心者・初級者卓球教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日９月１５日～１２月８日の金曜日
（１０月６日、１１月３日、１２月１日を除
く）、午後３時３０分～５時３０分、全１０
回定５０人（抽選）費４５００円申往復ハ
ガキ（１人１枚）に必要事項を明記し、
８月１５日まで（消印有効）に同館へ

◇
問同館☎７２４・３４４０

イベントカレンダー 詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、各ホームページをご覧下さい。

催し・講座催し・講座

●サン町田旭体育館～小学
生バスケットボール教室
対市内在住、在学の小学４
～６年生日９月２日～１２月１６日の土
曜日（９月２３日、１０月１４日、２８日、
１１月４日、２５日を除く）、午前９時３０
分～１１時３０分、全１１回定８０人（抽
選）費１８００円申往復ハガキに必要
事項を明記し、８月１５日まで（消印有
効）に同館へ問同館☎７２０・０６１１
●市立室内プール～幼児体
力アップ運動スクール２期
対３歳以上の未就学児日９
月８日～１０月２０日の金曜日、午後３
時３０分～４時３０分、全７回定２０人
（抽選）費５６００円申往復ハガキに必
要事項を明記し、８月２７日まで（必
着）に同プールへ問同プール☎７９２
・７７６１
●町田市フォトサロン
【キヤノンイーグルス写真展】
　キヤノンギャラリーで開催した写
真展を新たに組み直したものです日
８月１７日㈭～２７日㈰場同サロン２階

展示室／２７日午後１時～２時３０分
に、オフィシャルフォトグラファー
の水谷たかひと氏によるギャラリー
トーク・写真講評会を行います
【しょうぶ・あじさい写真展】
　薬師池公園を彩るしょうぶ・あじ
さいの写真展です日８月１７日㈭～
２８日㈪場同サロン１階展示室

◇
問同サロン☎７３６・８２８１
●忠生公園
【①定例自然観察会～昆虫を知ろう】
　夏の昆虫を観察しながら学習しま
す。
日８月６日㈰午前９時３０分～１１時３０
分（雨天中止）定２０人（申し込み順）
【②夜の自然観察会～夜に咲く花と
セミの羽化観察】
　夜に咲くカラスウリの花やセミの
羽化を観察します対５歳以上の方
（小学生以下は保護者同伴）日８月１２
日㈯午後６時３０分～８時３０分（雨天
中止）定３０人（申し込み順）

◇

場同公園自然観察センター（忠生が
にやら自然館）申①８月２日午前９時
から②８月７日午前９時から電話で同
公園（☎７９２・１３２６）へ
●町田市自然休暇村～きのこ狩りツ
アー
　きのこ鑑定人が同行します対市内
在住、在勤、在学の方とその同行者日
①９月２４日㈰午前８時～２５日㈪午後
５時ごろ②１０月１日㈰午前８時～２日
㈪午後５時ごろ、１泊２日、集合は町田
ターミナルプラザ、解散は町田駅周
辺（予定）場町田市自然休暇村（長野
県南佐久郡川上村）定各４０人（申し
込み順）／各日とも最少催行人数３５
人費大人各１万７８００円（交通費、宿
泊費、１日目昼食～２日目昼食代（４
食）、保険料、ガイド料含む）申①８月
１日午前９時から②８月１５日午前９時
から、電話で自然休暇村（錆０１２０・
５５・２８３８）へ／①９月１５日以降②９
月２２日以降の取り消しは、キャンセ
ル料が必要です

問子育て推進課
☎７２４・４４６８

町田市メール配
信サービス（ほ
っとメールまち
だ）で子育て情
報を配信中!

まちだ子育て
サイト
子育てひろば
カレンダー

　子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」でご案内しています。

子育てひろばカレンダー 検索

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

相模原納涼
花火大会

となりの
まちから
相模原市

　相模原の夏の夜空を彩
る風物詩。スターマインを中心に、約
８０００発の花火が夜空いっぱいに広
がります。
日８月２６日㈯午後７時～８時１５分
場相模原市中央区水郷田名相模川高田橋上流（荒天・相模川増水時は２７日
に順延、２７日も開催できない場合は中止）
交通ＪＲ横浜線相模原駅南口から「水郷田名」行きバス終点下車徒歩５分（午
後２時以降は「田名バスターミナル」で下車、徒歩１５分）
※午後３時以降のバスは、開始までに到着できない場合があります／大会当
日、FＭ ＨＯＴ８３９（８３．９ＭＨｚ）で交通情報・実況中継を放送します／花火大
会臨時駐車場は有料です（駐車場利用協力金１台１０００円）／当日の開催状況
は、テレホンサービス（☎０１８０・９９・１２３３、有料、自動音声）でご確認下さい。
問相模原市コールセンター☎７７０・７７７７（受付時間＝午前８時～午後９時）


