
6 2018．6．15 ☎042・724・5656（電話受付時間＝午前7時〜午後7時）番号間違いにご注意下さい町田市イベントダイヤル

詳細はお問い合わせ下さい。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131 検索町田市立図書館移動図書館“そよかぜ号”ご利用下さい！

催し・講座催し・講座
ロコモ予防！
歩 く 力 測 定 会
対相原町にお住まいの６５歳以上で、
自分で公共交通機関を利用して来場
できる方
日７月２１日㈯午後２時～４時３０分
場堺市民センター
内立つ・歩く等の移動に必要なバラ
ンス能力や筋力を測定し、測定結果
を今後の生活や運動習慣につなげる
講健康運動指導士・柴田智氏
定３０人（申し込み順）
申６月１５日午前９時～７月１０日午後
３時に電話で堺第１高齢者支援セン
ター（☎７７０・２５５８）へ。
※当日については堺第１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
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）。
【①犬の病気を知ってペットを長生
きさせよう】
日７月２１日㈯午後１時～３時

場麻布大学（相模原市）
内講義、カードゲーム
講麻布大学名誉教授・宇根有美氏
定２４人（抽選）
費１０００円
【②こども体験講座】
　パソコンを使う講座や、親子で学
ぶ講座など、自由研究にも役立ちま
す。
※講座ごとに定員が異なります（抽
選、いずれも講座は有料）。
対５歳～小学生とその保護者（講座
により異なる）
場生涯学習センター等

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①７月３日まで②７月５日
まで（いずれも必着）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）。
※①は申込締切日までに定員に達し
ない場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
夏休み障がい児（者）
水 泳 教 室

　浮き輪やボールなどで楽しく遊び
ます。水慣れしたい方も歓迎です。
対市内在住の小学生以上で障がいの
ある方
日７月２５日㈬、２７日㈮、８月１日㈬、
午前１０時～１１時３０分

場すみれ会館温水プール
申６月２９日までに電話で障がい福祉
課へ（参加は１人２回まで、抽選の場
合も有り）。
※心臓病、高血圧、循環器系に障がい
のある方は医師に相談のうえ、お申
し込み下さい。伝染病疾患のある方
は参加できません。
問障がい福祉課☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３
大地沢青少年センター
ピザ窯・薫製箱利用講習会

　講座受講後は、ピザ窯・薫製箱の個
人利用ができます。
対１５歳以上の方（中学生は不可）
日７月７日㈯午前１０時～午後３時
場同センター
定２０人（申し込み順）
費４００円
申６月１５日午前９時から電話で同セ
ンター（☎７８２・３８００）へ。
開催します
まちエコ・フリーマーケット

　包丁研ぎもあります（正午まで）。
日７月８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
生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催～３水スマイルラウンジ
鶴 川 の 歴 史

【幕末のコレラ・麻
ま

疹
しん

の流行】
対市内在住、在勤、在学の方
日６月２０日㈬午前１０時～１１時
場和光大学ポプリホール鶴川１階交
流スペース
講小島日記研究会会員・廣井理恵子氏
問生涯学習センター☎７２８・００７１

そらまめの会（多胎児の会）
　母子健康手帳をお持ち下さい。
対双子・三つ子等の多胎児を育てて
いる方、出産予定の方やその家族
日６月２５日㈪午前１０時～１１時（受
け付け＝午前９時３０分～１０時）
場健康福祉会館２階
内保護者同士の交流、情報交換、手遊
び等
問保健予防課☎７２５・５１２７
忠生公園
定 例 自 然 観 察 会

【夏の谷戸観察】
日７月１日㈰午前９時３０分～１１時３０
分（雨天中止）
場同公園
※集合は同公園自然観察センター

（忠生がにやら自然館）です。
問同公園☎７９２・１３２６

●ひなた村☎７２２・５７３６
【ひなた村デイキャンプ】
対市内在住、在学の小学生とその家
族日７月１６日㈷午前９時３０分～午後
３時内野外炊事、森での外遊び定４０
人（申し込み順）費１人３００円申６月
１５日午前１０時から電話でひなた村へ
【親子陶芸教室】
　カップや茶わんを作ります対市内
在住、在勤、在学の両日参加できる小
学生～１８歳とその保護者日・内７月
２２日㈰午前１０時～午後３時＝形作
り、８月５日㈰午前１０時～正午＝釉

ゆう

薬
やく

がけ、全２回講陶芸教室「徳」主宰・小
口徳子氏定２０人（抽選）費大人７００
円、子ども３００円申往復ハガキに教

室名・住所・氏名（ふりがな）・電話番
号・学年・学校名（市外在住の方）・参
加者全員の氏名、返信用にも宛先を
明記し、７月７日まで（必着）にひなた
村（〒１９４－００３２、本町田２８６３）へ
／定員に空きがある場合は、７月９日
午前１０時から電話で受け付けます
【子ども陶芸教室】
対市内在住、在勤、在学の両日参加で
きる①小学１～３年生②小学４年生～
１８歳の方日①７月２１日㈯午前１０時
～午後３時、８月４日㈯午前１０時～正
午②７月２３日㈪午前１０時～午後３
時、８月６日㈪午前１０時～正午、各全
２回内１日目＝形作り、２日目＝釉薬
がけ講陶芸教室「徳」主宰・小口徳子

氏定各２０人（抽選）費３００円申往復
ハガキに教室名・住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・学年・学校名（市外在
住の方）、返信用にも宛先を明記し、
７月７日まで（必着）にひなた村（〒
１９４－００３２、本町田２８６３）へ／定
員に空きがある場合は、７月９日午前
１０時から電話で受け付けます
●生涯学習センター☎７２８・００７１
【なつまつりであそぼう～くるくる
ロケット】
対市内在住の未就学児とその保護者
日７月１０日㈫午前１０時３０分～１１時
３０分場同センター内身近にある材
料でおもちゃや壁飾りを作る、お話
等定１５組（申し込み順）申６月２６日

午前９時から電話で同センターへ
●国際版画美術館☎７２６・２８８９
【夏期子ども講座～あってみたいな、
紙版画でつくるオリジナル妖怪】
対両日参加できる小学３～６年生日７
月２１日㈯、２２日㈰、午前１０時３０分
～午後３時３０分、全２回場同館内厚
紙を使った凹凸版画の多色刷りで、
楽しいオリジナル妖怪を作る講東京
学芸大学教授・清野泰行氏、同大学生
定２０人（抽選、結果は７月５日ごろ郵
送）費２０００円申７月１日までにイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１８０６１２Ｈへ（同
館ホームページで申し込みも可）

子どもの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、町田市ホームページをご覧下さい。

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１１月１５日号です。次回申込期間＝８月
１５日～１０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 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。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
はまなすダンスパーティー（ダンス大好き） ６月２０日㊌７月５日㊍午後１時～４時 健康福祉会館 ５００円 星山☎７２６・４９７３ お気軽にご参加下さい。
サルビア　ダンスパーティー（ミキシング有） ６月２１日、７月５日午後１時２０分～４時 鶴川市民センターホール ５００円 高瀬☎７３４・１８４８ お気軽においで下さい！！
アンサンブル・ヴァリエ　街の小さなコンサート ６月２４日㊐午後３時から 玉川学園コミュニティセン

ター 無料 こそし☎７２５・９５８５ 上質のクラシック音楽
健康麻雀　初心者体験教室 ６月２６日㊋午前１０時～午後４時 町田市民ホール １０００円 𠮷原☎０９０・５４９０・２４２４
体幹づくり「ピラティスをしましょう」 ６月２９日㊎午前１０時１５分～１１時１５分 つくし野コミュニティセン

ター ５００円 井上☎０８０・６５３１・７４８０ まずは携帯電話にメールを
和太鼓衆雅

が

武
む

者
しゃ

・うきうきライブとわくわく体験 ７月１日㊐午後１時３０分～３時３０分 大戸小学校体育館 無料 佐久間☎０９０・７１８０・５２３２ 問合せは午後５時３０分以降に
うたごえフラ～懐メロ歌いながら簡単フラダンス ７月２日㊊午前１０時～１１時３０分 なるせ駅前市民セン

ターホール ２００円 マノア・フラサークル☎０９０・５５６１・６４７０ ウクレレ参加も歓迎
「朗読で楽しむ」つるの会主催のミニ朗読会です ７月７日㊏午後２時から 和光大学ポプリホール鶴川 無料 橋本英子☎７３６・０４５５ お気軽においでください
いきいき薬膳　夏カゼ対策（奇数月開催予定） ７月１２日㊍午前１０時～午後０時３０分 生涯学習センター調理室 ２２００円 清水☎７２８・５６２８
第２回町田落語会（素人落語の会） ７月１５日㊐午後２時から 生涯学習セン

ター８階学習室６ 無料 町田落語研究会☎０９０・６１９６・８９７１ ４席を予定（１時間３０分程）
岩田マンドリーノ・シンフォニカ第５８回演奏会 ７月１６日㊗午後２時開演 町田市民ホール 無料 斉藤☎７９８・２５９２ 午後０時４０分整理券配布
かけはし講演会「ことばが見えたら広がる世界」 ７月２２日㊐午前１０時～１１時３０分 町田市民フォーラム４階 無料 えびぬま返７２５・６７１５ 要約筆記・手話通訳つき


