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鶴見川流域水マスタープラン関連イ
ベント

鶴見川源流こども交流会
【交流プログラム】
　鶴見川源流の水辺に、流域の市民
・企業・行政が集って情報交換を楽
しみ、子どもたちは調整池での魚捕
りや水族館イベントで流域交流を深
めます。
※直接会場へおいで下さい。
日５月１３日㈰午前１１時３０分～午後
２時３０分（雨天中止）
場上小山田みつやせせらぎ公園

【源流植樹ウォッチング】
　源流保水の谷戸山を巡り、記念植
樹を体験します（約４㎞）。
※都合により内容が変更になる場合
もあります。
対小学４年生以上の方（小学生は保
護者同伴）
日５月１３日㈰午前９時～正午、集合
は上小山田みつやせせらぎ公園（雨
天中止）
定５０人（申し込み順）
費５００円（保険代含む）
申参加者全員の住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・年齢・性別を明記し、
５月８日まで（必着）に、ハガキ、ＦＡＸ
またはＥメールで、（特）鶴見川源流
ネットワーク事務局（〒１９４－
０２０４、小山田桜台２－４－１４－
１０５、返８６０・０８３０遍ｇｅｎｒｙｕｓａｉ－
２０１８＠ｏｆｆｉｃｅ．ｅｍａｉｌ．ｎｅ．ｊｐ）へ（鶴見
川源流ネットワークホームページで
申し込みも可）。
問同事務局☎７９８・２６９３、町田市下
水道総務課☎７２４・４２８７

絵本の読み聞かせ講座
（ 基 礎 編 ）
対市内の小学校で読み聞かせをして
いる（予定も含む）保護者の方
日５月１８日㈮、２２日㈫、午前１０時１０
分～正午（各日とも同一内容）
場中央図書館
内絵本の選び方、読み聞かせ方等
※昨年度と同じ内容ですので、昨年
度受講した方はご遠慮下さい。
定各３０人（抽選）
申往復ハガキ（１人１枚）に、住所・氏
名（ふりがな）・電話番号・お子さんの
通っている小学校名・希望日（第１・２
希望、どちらでも可の場合はどちら
でも可と記載）、返信用にも宛先を明
記し、４月３０日まで（必着）に中央図
書館児童担当（〒１９４－００１３、原町
田３－２－９）へ。
問中央図書館☎７２８・８２２０
子育てママのための

カ ラ ダ メ ン テ ナ ン ス
　保育付きですので、お子さんを預
けてご参加いただけます。
対６か月～２歳のお子さんがいる女
性
日５月１５日㈫午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
内ストレッチ、ヨガ等のエクササイ
ズ
講フィットネスコーチ・池田美帆氏
定８人（申し込み順）
申４月１７日正午～５月８日にイベン

トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８０４１７Ｄ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、５月１日までに併せ
て申し込みを。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ

公 開 講 座
【①まちだ市民国際学～国連政策　
ＳＤＧｓを中心に】
　貧困のない「つづく社会」を目指
し、２０１５年に国連が制定した「持続
可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」。ＳＤＧｓが
より良い未来への希望の目標であり
続けられるのか、それとも埋没して
しまうのか。私たち市民の取り組み
にかかっています。
日５月１０日㈭午後７時～９時
講（一社）ＳＤＧｓ市民社会ネットワー
ク専務理事・稲場雅紀氏

【②環境学～流域で豪雨・水土砂災害
を考える　台風・線状降水帯にそな
えて】
　地球温暖化の影響で、近年ゲリラ
豪雨や台風の直撃等による土砂災害
が増えています。防災について一緒
に考えてみませんか。
日５月１６日㈬午後２時～４時
講慶應義塾大学名誉教授・岸由二氏

【③町田の歴史～新選組が市域の人
びとにもたらしたもの　新選組と多
摩のつながり】
　幕末に白刃を振るって京都で活躍
した近藤勇と土方歳三。その２人と
懇意な間柄だった小野路村の小島鹿
之助は、２人に思想的な影響を与え
ました。小島家に残された資料から、
多摩地区に伝わった新選組の情報と
その影響について考えます。
日５月２９日㈫午後６時３０分～８時３０
分
講小島資料館館長・小島政孝氏

◇
場同センター
定①４０人②③１０８人／申し込み順
申①４月１５日午前９時から電話で同
センターへ（受付時間＝４月２３日を
除く午前９時～午後５時）②４月１９日
正午～５月１０日にイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード１８０４１９Ｃへ③１次受付＝４月
１５日正午～１８日午後７時にイベシ
スコード１８０４１９Ｂへ／２次受付＝４
月１９日正午～５月２０日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスへ。
問同センター☎７２８・００７１
さがまちカレッジ

講 座 受 講 者 募 集
　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）をご覧下さい（さがま
ちコンソーシアムホームページでダ
ウンロードも可）。

【多色使いのオリジナルストールを
つくりましょう】
　織物に透かし模様をつけるオパー
ル加工を用いて、夏でも使えるスト
ールを染め上げます。
対中学生以上の方
日６月２日㈯午前１０時～午後３時
場町田市生涯学習センター

講女子美術大学芸術学部非常勤講師
・眞田玲子氏
定１５人（抽選）
費５０００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、５月８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
アムホームページで申し込みも可）。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
開催します

まちエコ・フリーマーケット
　家庭で不用になった物をリユース
（繰り返し使う）するフリーマーケッ
トを開催します。包丁研ぎもありま
す（正午まで）。
日５月１３日㈰午前９時～午後２時
場町田リサイクル文化センター隣接
地
※混雑時は、駐車できない場合もあ
ります。
※詳細は、（一財）まちだエコライフ
推進公社（☎７９７・９６１７）へお問い
合わせいただくか、同公社ホームペ
ージをご覧下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
暮らしのセミナー～はじめよう！あ
なたから地球にやさしい暮らしを！！

新しい消費のカタチを 
考 え て み よ う

【①はじめてみませんか？エシカル
消費～環境・食べもの・エネルギーの
今とこれからを考える】
日５月１０日㈭午前１０時～正午
講（公社）日本消費生活アドバイザー
・コンサルタント・相談員協会　　
河嶋信子氏、安部泉氏

【②食料をムダにしない暮らし、そして
持続可能な社会へ～一人ひとりが「も
ったいない」を意識して行動しよう】
日５月１７日㈭午前１０時～正午
講（特）持続可能な社会をつくる元気
ネット事務局長・鬼沢良子氏

【③あなたは資源やエネルギーをム
ダにしていませんか？～町田市のゴ
ミの実状とプラスチックの５Ｒの必
要性を学ぶ】
日５月２４日㈭午前１０時～正午
講（特）持続可能な社会をつくる元気
ネット事務局長・鬼沢良子氏、消費生
活センター運営協議会

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
定各４０人（申し込み順）
申４月１７日正午から①５月５日まで
②５月１２日まで③５月１９日までに、
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード①１８０４１７Ａ
②１８０４１７Ｂ③１８０４１７Ｃへ。保育希
望者（１歳以上の未就学児、申し込み
順に各６人）は併せて申し込みを。
問消費生活センター☎７２５・８８０５
町田茶道会・町田市観光おもてなし
協働事業

新緑の薬師池を楽しむ茶会
　東京都指定有形文化財の旧荻野家
住宅前でお茶会を行います。
日４月２８日㈯午前１０時～午後３時
３０分
場町田薬師池公園　四季彩の杜・薬師
池　旧荻野家住宅前

費大人３００円、４～１２歳１００円（３歳
以下無料）
問町田茶道会☎７７９・０２５３、町田市
観光まちづくり課☎７２４・２１２８
国際版画美術館

リ ト グ ラ フ 一 日 教 室
対１５歳以上の初心者（中学生は不可）
日５月２５日㈮、２６日㈯、午前１１時～
午後４時（各日とも同一内容）
場同館
内単色刷りの小品（約１５㎝×２０㎝）
を制作しながら、リトグラフの技法
を学ぶ（道具、材料は美術館で用意）
講版画家・小森琢己氏
定各８人（抽選、結果は５月１０日ごろ
郵送）
費３０００円
申４月１９日正午～５月６日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８０４１９Ｈへ（同館
ホームページで申し込みも可）。
問同館☎７２６・２８８９

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。講座終了後に、認知症サポー
ターの証しとなるオレンジリングを
お渡しします。
対市内在住、在勤、在学の方
日５月２３日㈬午前１０時～１１時３０分
場堺市民センター
定１２０人（申し込み順）
申４月１９日正午～５月２１日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８０４１９Ａへ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
身近な地域で介護の仕事をはじめて
みませんか

町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク 
出張相談・求職登録会 in 成瀬
　町田市介護人材バンクでは、市内
の介護保険施設への就職をお考えの
方への相談会・求職登録会を行って
います。就職の相談・仕事の悩み等、
ご相談下さい。
※履歴書等は不要です。
日４月２５日㈬午後１時３０分～４時
場成瀬コミュニティセンター第２会
議室
問町田市介護人材開発センター・町
田市介護人材バンク☎８６０・６４８０
（受付時間＝祝休日を除く月～金曜
日の午前９時～午後５時）、町田市い
きいき総務課☎７２４・２９１６
ハローワーク町田・八王子・相模原
合同

介護・福祉ミニ面接会
　介護や福祉の仕事に就きたい方に
対して、ハローワークと共催で、ミニ
合同面接会を開催します。求人内容
について、採用担当者と話すことが
できます。
※事前予約、紹介状は不要です。
対１８歳以上の方（高校生は不可）
日①４月１８日②５月１６日③６月２０日
④７月１８日⑤９月１９日、いずれも水
曜日午前９時３０分～正午
場ハローワーク町田２階会議室
問町田市介護人材開発センター・町
田市介護人材バンク☎８６０・６４８０
（受付時間＝祝休日を除く月～金曜
日の午前９時～午後５時）、町田市い
きいき総務課☎７２４・２９１６

催し・講座催し・講座


