
8 2017．11．15 催しや講座など、申込方法の記載がない場合は直接会場へおいで下さい。

11月1日～30日「保育による切れ目のない支援」 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

催し・講座催し・講座
生涯学習センター
親と子のまなびのひろば

【きしゃポッポ＠成瀬】
　親子で気軽に参加できるひろば

「きしゃポッポ」を成瀬地区で開催し
ます。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の月末まで）とその保護者、妊婦
の方
日１２月１１日㈪午後２時～４時
場成瀬コミュニティセンター
定２０組（申し込み順）
申１１月２８日午前９時から電話で生
涯学習センターへ。
【きしゃポッポ】
　お母さん同士で子育ての情報を共
有して育児の工夫を学び合い、赤ち
ゃんとの遊びを見つけられるひろば
です。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の月末まで）とその保護者、妊婦

の方
日１２月５日、１２日、１９日、２０１８年１
月９日、１６日、２３日、２月６日、１３日、
２０日、いずれも火曜日午後２時～４
時（自由遊びを含む）
※参加は月２回までです。
場生涯学習センター６階保育室
【パパと一緒にきしゃポッポ】
　育児に参加したいお父さんのため
のひろばです。赤ちゃんと遊んだり、
簡単なおもちゃを手作りします。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の月末まで）とその父親
日１２月２４日、２０１８年１月２８日、２月
２５日、いずれも日曜日午後２時～４
時（自由遊びを含む）
場生涯学習センター６階保育室

◇
問生涯学習センター☎７２８・００７１

第３回 ふ れ あ い 落 語
対６歳以上の方
日２０１８年１月２０日㈯午後２時３０分
～３時３０分
場忠生市民センター

出演柳家花ん謝、柳家小かじ
定３００人（申し込み順）
費５００円（全席自由）
申１１月１７日正午～２０１８年１月１８
日にイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６コード１７１１１７Ｄ）へ。
問町田市民ホール☎７２８・４３００、町
田 市 忠 生 市 民 セ ン タ ー ☎７９１・
２８０２
これであなたも検索上手！
図 書 館 入 門 講 座

【検索集中講座】
　本の検索で悩んでいませんか？館
内検索機やホームページでの検索方
法・コツ等を説明します。
対市内在住、在勤、在学の高校生以上
の方
日１２月１１日㈪午後１時～３時
場中央図書館
定１０人（申し込み順）
申１１月１７日午前１０時から直接また
は電話で同館４階メインカウンター

（☎７２８・８２２０）へ（２人まで申し込
み可）。

地域介護予防教室
活 き 活 き！ 吹 き 矢

　吹き矢は呼吸法を習得すること
で、心肺機能強化・自律神経の強化が
期待できます。
※講座終了後も仲間と共にグループ
活動を楽しみながら継続することを
目指します。
対市内在住の全回参加できるおおむ
ね６５歳以上の方
日１２月１日～２０１８年２月２３日の金
曜日（１２月２９日、１月５日を除く）、午
前１０時～正午、全１１回
場南第３高齢者支援センター
定１０人（申し込み順）
費１００円（マウスピース代）
申１１月３０日午後５時までに電話で
南第３高齢者支援センター（☎７２０・
３８０１）へ。
※当日及び講座に関することは南第
３高齢者支援センターへお問い合わ
せ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

おいで下さい　特定の期日に行うイベント

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

【コーナー掲載の申込方法】
●必ず「掲載ルール」をご覧下さい。
●おいで下さい：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：年２回掲載で、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（町
田市ホームページでダウンロードも可）。市HP 検索市民の広場
問広報課☎７２４・２１０１

いで下さい」のコーナーと、会員募集を掲載する「仲間に」があり、「おい
で下さい」は毎月１５日号、「仲間に」は年２回掲載しています。
※ 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、各開催施設へのお問い合わせはご遠慮下さい。
※ 市民サークルに関しての情報は まちだ施設案内予約システム 検索 の「団体・サ

ークル紹介」でもご案内しています。

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
第４回ＦＵＧＡ展・作品展示（書・絵画等） １１月１５日～１９日午前１０時～午後５時 町田市民ホールギャラリー 無料 齊藤☎７３６・６７２８ 初日午前１１時から
第６回あさぎの会～日本画作品展 １１月１６日㊍～１９日㊐午前１０時から 国際版画美術館 無料 中村知子☎０９０－８４４１－５２８５ 初日は午後１時から
健康麻雀　初心者から経験者迄ＯＫ １１月２１日、２８日午前９時３０分～午後３時 町田市民ホール １０００円 𠮷原☎０９０・５４９０・２４２４ お気軽においで下さい
柿の木文庫　親子なかよし　読み聞かせカフェ １１月２４日㊎午前１０時２０分～１１時４０分 鶴川市民センター２階 無料 柿の木文庫・中本☎７３６・９２２０ 当日直接参加もできます
男性家庭料理教室「フランス料理とケーキ」 １１月２５日㊏午前９時１５分～午後０時３０分 町田市民フォーラム調理室 １２００円 ＹＹ倶楽部・三嶋☎７２２・５６７７ １１月１９日㊐迄返で予約受付
社交ダンス無料講習会　初心者・中級以上は時間別 １１月２７日㊊午後１時～４時 南市民センター 無料 永山文子☎７９５・５９６６ 初めての方大歓迎お気軽に
宮田太郎ガイドウォーク　小野路の鎌倉古道遺構 １１月２９日㊌午前９時３０分集合 小田急多摩センター駅改札 １０００円 今井☎７３５・５９７２ 事前申込不要　弁当持参
講演会「再生可能エネルギーで地域興し」 １２月２日㊏午後２時～４時 町田市文化交流セン

ター５階 ５００円 福島県人会・鈴木☎０９０・７２７７・５１５７ 講師・佐藤彌右衛門氏
スイトピー　女性だけのラテンダンス体験 １２月４日㊊午後１時３０分から 木曽森野コミュニティセン

ター 無料 藤沼☎０９０・５２０６・１３６０ ラテンプロ指導
第３４回年金まちだ　歌声喫茶 １２月６日㊌午後１時３０分開演 町田市民フォーラムホール １０００円 年金歌声の会・酒井☎７３５・３６９４ 元ともしびバクさんも出演
うたしあの会　てまりずしづくり １２月１０日㊐午前１０時～午後２時 鶴川市民セン

ター第２会議室 １０００円 小野☎７３４・３８６２ 男性の方親子さんも大歓迎
慶應義塾　第３回町田三田会美術展 １２月１３日～１７日午前１０時～午後５時 町田市民ホールギャラリー 無料 伊藤☎７３６・３０６２ 初日午後１時～１７日は午後４時迄
多摩川にて室内鑑賞石を探そう会参加者募集気軽に １２月１７日㊐午前８時集合 小田急線町田駅上り待合室 交通費実費 堀泰洋☎０９０・８６８４・４７１６ 主催　武相愛石会

サークル名・活動内容 活動日時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
ＥＳＣＯ地球環境・社会共生学習会 第１・３㊏午後２時３０分～５時 生涯学習センター６階学習室３ 入会無料・月２０００円 三谷　滋☎０９０・５１９３・６５９６ １１月１８日午後２時３０分から
町田友の会～衣食住家計を楽しく学ぶ 毎週㊍午前１０時から 町田市民フォーラム 入会３００円・月１１３０円 足立☎７２６・７３７６ 各地域で近所の集まり有り
町田地域活動栄養士会 毎月第４㊏午前９時～正午 町田市民フォーラム 入会無料・月４２０円 古居☎７２８・１３８３（午後９時以降） 要栄養士資格　子連れも可
男性料理教室クック・マスターズ 毎月第２㊌午前９時～午後３時 町田市民フォーラム３階 入会１０００円・月１０００円 橋本☎返７２５・９５０７ 会社リタイア組男性の会
キッチン２１　男性料理教室 毎月第２㊊午前１１時～午後２時 町田市民フォーラム調理室 入会１０００円・月１５００円 徳弘☎０９０・４４１７・９１６２
和菓子の会　華 原則として毎月第２㊋午後１時から 生涯学習センター６階調理室 入会無料・月３５００円 竹田☎７３２・９２１７ 材料費込作った物持ち帰り
海外旅行に役立つ英字新聞を楽しむ会 月３回㊌午前１０時～正午 なるせ駅前市民センター 入会無料・月２７００円 進藤　諭☎７３５・６３１７ やさしい記事もやります
かりんの会　英字新聞を読みましょう 第１・２・３㊎午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会１０００円・月３０００円 かりんの会☎０９０・１５５２・２６４７ 見学可　要予約
ＧＥＣ（英会話と異文化の実地訓練） 毎月４回㊏午前１０時～正午 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 井口義弘☎０７０・６６４３・２０９７
ＯＥＣ（英会話と異文化の実地訓練） 毎月４回㊍午前１０時から 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 横川京一☎０９０・２４７７・８６４１
ＥＧＥ今すぐ使える実践英会話クラブ 毎週㊎午前１０時～正午 生涯学習センター 入会無料・月無料 永山☎０８０・５５０３・３０８７ 会場費共同分担
外国人と学ぶ英会話～中級 第２・４㊊午前１０時４０分～１１時５０分 なるせ駅前市民センター他 入会無料・月２０００円 おのづか☎０８０・２０６０・７８９３ 体験レッスン有！要電話
Ｈｅｌｌｏに続け外国人講師・初中級 月３回㊊午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会１０００円・月３０００円 オバラ☎７９５・５９７８（午後７時～９時） 体験有り　５００円
中国語会話「アカシア会」 毎週㊍午後７時～９時 なるせ駅前市民セン

ター会議室 入会１０００円・月３０００円 松井幹夫☎７２３・２５７２
スペイン語を学ぶ会「アミーゴス」 月４回㊐午前９時３０分～午後０時３０分 生涯学習センター 入会無料・月３０００円 ミツモリ☎７２８・６１７０
スペイン語金曜会　中級会話文法読本 月３回㊎午前１０時～正午 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 佐々木幸子☎７３７・７８９５ ペルー人女性講師
実務書道クラブ　書道一般・ペン字 月２回㊍午後１時～３時、午後３時～５時 生涯学習センター 入会無料・月３５００円 中村☎０９０・２７６６・１５０６ 初めての方も！無料体験有
着付け同好会～紫の会 月２回㊊午前１０時３０分、午後１時３０分 なるせ駅前市民センター 入会１０００円・月２０００円 紫の会☎７２３・２０４７ 初心者歓迎　見学常に可
きもの着つけ同好会 第１・３㊌午後１時３０分～４時 木曽森野コミュニティセン

ター他 入会無料・月１０００円 石井☎０９０・５３９１・４０２９ 初心者歓迎・全手結です
生花でアレンジ制作　癒しの時間を！ 毎月第２㊍午後２時または㊎午前１０時 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会１０００円・月無料 八木沢☎０９０・８０４６・５９３５　要電話 月１回　一日体験可
四季彩プリザーブドフラワーアレンジ 毎月第３㊎午前１０時～正午 生涯学習センター学習室 入会無料・月無料 置地☎０８０・１０７０・９７２０ 花材費３０００円位初心者歓迎
フラワーアレンジメント 毎月第１または第３㊍午前１０時～正午 生涯学習センター 入会２０００円・月２０００円 フォーシーズン・飯田☎０８０・８１２５・１９２３ 無料体験レッスン有り
青山（セイザン）町田句会 毎月第４㊍午後１時～４時 玉川学園コミュニティセン

ター 入会無料・月１２００円 山岸☎７２３・９０８０ 山崎ひさを先生主宰
俳句初学教室　俳句初めての方歓迎 毎月第１㊊午後１時～５時 生涯学習センター他 入会無料・月１２００円 梅林社・大嶋☎７９２・５２３３ 見学は無料です
たかんな句会　俳句の会 毎月第３㊋午後１時３０分～５時 わくわくプラザ町田 入会無料・月１０００円 白方蕗子☎７９２・２７１２ 創作のよろこびを御一緒に
花づな・狩支部俳句会 毎月最終㊎午後１時から すずかけ会館 入会無料・月１２００円 蒔田裕光☎７９６・２７７５ 最寄りはすずかけ台駅
短歌会たまがわ 毎月第３（１２月は第２）㊐午後１時～５時 玉川学園コミュニティセン

ター 入会無料・月５００円 杉本信道☎７２０・６８２０ 初心者歓迎の楽しい短歌会
短歌「きづなの会」 毎月第１㊏午後１時～５時 なるせ駅前市民センター 入会無料・月１０００円 渡辺☎０８０・５４２１・８４８６
吟詠洋風会腹式呼吸と大声で健康増進 毎月第１～４㊎午前９時３０分～正午 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 鈴木☎７２６・５５７５ 毎回無料講習会参加大歓迎
岳精流日本吟院　詩吟教室 月３回㊋午後１時３０分～４時 生涯学習センター 入会１０００円・月３０００円 小磯☎０８０・１０４６・３９６６ ㊎も有り　初めての方歓迎
詩吟幸風会・良き仲間と楽しく吟詠 月４回㊍午前９時３０分～正午 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 小市☎７２６・１５２８ 気軽に見学して下さい
吟詠吟成会　声の衰えを防ぐ詩吟教室 毎週㊋午後１時～３時 鶴川市民センター 入会無料・月３０００円 宮内☎７３５・６９１９ １２月５日無料講習見学随時
詩吟成瀬会・心に響く詩を大声で吟詠 月４回㊏午後７時～９時 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 宮崎☎７２３・３７０１ 月４回無料体験あります
忠生誠吟会・大きな声で俳句など吟詠 月３回㊋午前１０時～正午 忠生市民センター 入会無料・月３０００円 白石☎７３６・０８７７ 俳句を作る人歓迎です
伝えたい想いを文章にしてみませんか 毎月第３㊏午後１時～４時３０分 生涯学習センター 入会無料・月２０００円 文遊会・森田☎７２９・０７７８ 見学・初心者歓迎、要申込
ちはや～かるた会（小学生～高校生） 毎月第２㊏午後１時３０分～４時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月３００円 𠮷川☎返７２２・６３７０ １２月は９日㊏、生涯学習セン

ター

秀扇会　演歌・歌謡曲等で舞う新舞踊 月１～２回㊌または㊎午後２時～５時 堺市民センター他 入会無料・月２０００円 袴塚☎７７２・８６２６ 初心者歓迎、体験も可
日本舞踊サークル　ひろきの会 月２回㊏午後１時～３時 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会２０００円・月３０００円 正木☎０７０・６５５６・１１６５ 無料体験　１１月２５日㊏
フラサークル・リリア 毎月第１・２・３㊊午前１０時～１１時３０分 町田市民フォーラム３階 入会無料・月３０００円 クロダ☎７０８・４２６９ １１月２７日㊊無料体験会
フラサークル　レフアフラクラブ 月３回㊍午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 小林良子☎０９０・７２１９・４２７０ ベーシックからしっかり


