凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

催し・講座
ＮＨＫ・市立図書館共催 特別展「縄
文－１万年の美の鼓動」

関 連 文 化 講 演 会

【特別展「縄文－１万年の美の鼓動」
の見どころ】
東京国立博物館平成館（台東区）で
開催される特別展「縄文－１万年の
美の鼓動」
（ 会 期 ＝７月３日 ～９月２
日）の見どころを展覧会担当者が解
説します。参加者には本展の招待券
を１人１枚差し上げます。
日７月２８日㈯午後２時開演
場中央図書館
講東京国立博物館学芸研究部調査研
究課考古室・飯田茂雄氏
定１１７人
（申し込み順）
申７月６日正午～１３日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０７０６Ｂへ（申し込み
は２人まで）
。
問中央図書館☎７２８・８２２０
生涯学習センター

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

内講演「世界、東北から考える『平
和』」、安田氏と都立小川高校生の座
談会「現代における平和のあり方」
定１４４人（申し込み順）
申１次受付＝７月１日正午～４日午後
７時にイベシスコード１８０７０５Ａへ
／２次受付＝７月５日正午～１９日に
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
またはイベシスへ。
【ハンドベルコンサート 祈りの音
色にのせて】
日７月２９日㈰午後２時～３時
※プログラムの途中と終了後にハン
ドベル体験も行います。
場生涯学習センター
曲目ドレミの歌、アンダー・ザ・シー
（リトルマーメイドより）、アメイジ
ンググレイス（予定）
出演ハンドベル・アンダンテ
定１５８人（申し込み順）
申７月５日正午～２６日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０７０５Ｂへ。
◇
問同センター☎７２８・００７１
さがまちカレッジ

市HP 町田市ホームページ

費１５００円（教材費含む）
【バイオや化学の力で身の回りの環
境を調べてみよう】
対小学４年生～高校生（小学生は保
護者同伴）
日８月１０日㈮午前１１時～午後３時
場麻布大学（相模原市）
内培養細胞や化学薬品を使って、身
の回りの環境を調べる
講麻布大学生命・環境科学部准教授
関本征史氏
定２０人（抽選）
費１５００円（教材費含む）
◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、７月１０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）。
※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
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問 問い合わせ

（キン・シオタニ直筆ＰＯＰ 他）、ゼ
ルビー賞（サイン入りユニフォーム
他）、自由図書枠＝教育長賞（図書カ
ード２０００円 他）
※中高生の部と大学生の部に分けて
選考を行います。
ＰＯＰの規格各市立図書館、町田市民
文学館で配布する専用用紙または官
製ハガキ程度の大きさ（１００ｍｍ×
１４８ｍｍ）で厚みのあるもの（画材は
自由）
申７月１３日～９月２８日に、直接各市
立図書館または町田市民文学館へ。
※詳細は町田市立図書館ホームペー
ジをご覧下さい。
問中央図書館☎７２８・８２２０
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７月１９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＝「有働薫」
／おはなし＝「１００万回生きたねこ」
（佐野洋子／作）、
「こんな顔」
（日本の
昔話）、
「耳なし芳一」
（小泉八雲／作）
語り手（特）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、７月１日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。

いずれも中央図書館と共催です。
【子どもの運動教室】
対小学１～３年生
【戦時体験 １枚のハガキを募集し
詳細は講座案内チラシ（生涯学習
日７月１４日㈯午後１時３０分～２時３０
ます】
センター、各市民センター、各市立図
分、１５日㈰午前１１時～正午
戦時中・戦後の体験を、子どもや孫
書館等で配布）をご覧下さい（さがま
申７月３日正午～１１日にイベントダ
の世代に伝えませんか。
ちコンソーシアムホームページでダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
対市内在住の、
戦時中・戦後の体験を
ウンロードも可）。
伝えたい方
【ふしぎな超電導磁石で遊ぼう】
シスコード１８０７０３Ａへ
子ども用リユース品無料回収会
内ハガキ表面
（宛名面）に住所・氏名
対中学・高校生
【女性の体幹トレーニング教室】
・電話番号・年齢を明記し、裏面（通
日７月３０日㈪午前１０時３０分～正午
自宅でも簡単にできる体幹トレー
市では、修理などを必要としない
信面）
に、体験
（時期・場所なども）を
場青山学院大学（相模原市）
ニングにチャレンジしてみませんか？
再利用可能な子ども用品等を無料で
書いて、７月２５日午後５時まで（必
内リニア新幹線や医療用ＭＲＩなどに
対①２０～４９歳の女性②５０歳以上の
回収し、必要な方に無償で提供する、
着）に直接または郵送で生涯学習セ
幅広く生かされている超伝導体の仕
女性
子ども用品の回収会と配布会を定期
ンター「１枚のハガキ」担当（〒１９４
組みと電磁現象を学ぶ
日①７月１４日㈯午後３時３０分～４時
的に開催しています。
－００１３、
原町田６－８－１）へ。
講青山学院大学理工学部教授・下山
３０分②７月１５日㈰午後１時３０分～２
対象品目や注意事項などの詳細
※８月３日～９日に同センター６階で
淳一氏
時３０分
は、町田市ホームページをご確認下
掲示します
（ハガキ裏面のみ、内容に
定２０人（抽選）
申７月３日正午～１１日にイベントダ
さい。
よっては掲示しない場合も有り）。
費１３００円（教材費含む）
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ 【各子どもセンターで開催します】
※ハガキの返却はできません。
【中学生のための初級薬学講座～薬
対市内在住の方
シスコード１８０７０３Ｂへ。
【講演会と座談会～若者と未来の平
の秘密を確かめよう】
日・場７月１４日㈯＝まあち、１５日㈰
◇
和を考える】
対中学生
＝つるっこ、２１日㈯＝ただＯＮ、２２
場中央図書館
フォトジャーナリストとして世界
日８月５日㈰午後１時～４時
日㈰＝ばあん、８月４日㈯＝ぱお、午
定各２０人（申し込み順）
各地の貧困と災害を取材し、現在ＴＢ
場ウェルネスさがみはら（相模原市）
前１１時～午後３時
費各１００円（保険料込み）
Ｓ「サンデーモーニング」にコメンテ
内医薬品の工夫や効用について簡単
※物品は、引き取り基準を満たした
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
ーターとして出演する安田菜津紀氏
な実験を行いながら学ぶ
リユース可能なものに限ります。
Ｐ
Ｏ
Ｐ
コンテストまちだ２０１８
の講演と座談会です。
講相模原市薬剤師会会員薬剤師・加
※「目立つ汚れがある」
「がたつきな
日７月２２日㈰午後２時～４時３０分
藤由佳氏
ど安全面に問題がある」
「部品等に不
【本が人をつなげる】
場生涯学習センター
定２０人（抽選）
足がある」
「動作に不具合がある」な
応募者全員に図書館オリジナルマ
どの場合は、対象品目であっても回
スキングテープを差し上げます。
相模原市 となりのまちから
収できません。
対中学・高校・大学生相当年齢の方
※回収した子ども用品は、９月中旬
（２４歳ぐらいまで）
ＪＡＸＡ相模原キャンパス特別公開
～１０月開催の配布会で、希望者に提
※図書館の利用券をお持ちでない方
問同キャンパス☎７５９・８００８
供します（日程等は８月中旬ごろ町
は、利用登録が必要です。
普段の見学では入れない施設の公開
田市ホームページ等で公表予定）。
応募方法推薦図書枠または自由図書
や、最新の宇宙科学が分かる講演やブー
市HP 子ども用品リユース 検索
枠（漫画は不可）の本１冊を読んで、Ｐ
スなど、たくさんの企画を楽しめる日で
ＯＰ（本の紹介）を作成して応募
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
す。
銀河連邦の物産展も開催します。
各賞・賞品推薦図書枠＝キンシオ賞
※詳細は、ＪＡＸＡ宇宙科学研究所ホーム
ページをご覧下さい。
市立図書館7月、8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！
日７月２７日㈮、２８日㈯、午前１０時～午後
催 し
日 程
時 間
会 場
４時３０分
昨年の特別公開の様子

夏の平和イベント

中 学・ 高 校 生 対 象 講 座

子育てひろばカレンダー
（毎月25日発行）

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
町田市子育てひろばカレンダー 検索
ばカレンダー」
でご案内しています。
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!

町田市メール配信サービス

まちだ子育て
サイト
子育てひろば
カレンダー

問子育て推進課
☎724・4468

①ちいさい子向けおはな
し会
②おおきい子向けおはな
し会
③乳幼児向けおはなし会
④こどもえいが会

①7月11日、18日、25
日、8月8日、15日、22
日、
29日
②7月11日、25日、8月
8日、22日
③7月13日、27日、8月
10日、24日
④7月4日、8月1日

①午後2時30分から
②午後3時30分から
中央図書館
③午前10時30分から、
☎728・8220
11時から
④午後3時から

※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

防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 ! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス

検索

