
8 2018．7．15 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。

催し・講座催し・講座
自由民権資料館～特別講座
町田の近代史　Ｐａｒｔ２
　「町田市史」下巻（１９７６年刊）編さ
ん以降に発見された史料や浮上した
新たなテーマ・視点を中心にお話し
いただきます。
日①７月２２日②７月２９日③８月５日
④８月１９日⑤８月２６日⑥９月２日、い
ずれも日曜日午前１０時～正午、全６
回
場同館閲覧室
内①大正デモクラシー期の農村青年

②「鶴川小学校同窓会誌」を読む③小
野路の製糸販売組合、碓氷社甲寅組
④関東大震災と町田市域の状況⑤三
多摩壮士と警視総監伊沢多喜男⑥鶴
川村の小作争議と浪江虔
講①町田市文化財保護審議会委員・
鶴巻孝雄氏②④横浜国立大学講師・
上田誠二氏⑤創価大学教授・季武嘉
也氏
※③⑥は同館学芸担当による講座で
す。
定各４０人（申し込み順）
費各４００円
申電話で同館（☎７３４・４５０８）へ（受
付時間＝午前９時～午後４時３０分、
休館日〔月曜日〕を除く〔祝日の場合

は開館、翌日休館〕）。
福祉のしごと
相 談　・ 面 接 会
　市内の障がい者・高齢者・児童施設
の合同就職相談・面接会を開催しま
す。現在求人中の事業所の担当者と
話ができます。
対福祉の仕事に就きたい方等
日８月４日㈯正午～午後４時
※福祉の仕事が初めての方は、「福祉
のお仕事入門講座」（正午、午後１時、
２時のいずれか）に出席して下さい。
場町田市民フォーラム
申電話で（社福）町田市社会福祉協議
会（☎７２２・４８９８）へ。
問障がい福祉課☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３

か ら だ 測 定 会
【お子さん連れ大歓迎！測って、知っ
て、健康づくり！】
対市内在住の①１８～６４歳の女性②
１８歳以上の方
日７月３０日㈪、受け付け＝①午前９
時４５分～１０時１０分②午前１０時５５
分～１１時４０分（お子さん連れを優
先する場合も有り）

場忠生市民センター２階ホール
内血管年齢測定、骨の健康度測定、口
の健康チェック、しこりチェッカー
（乳がん自己触診用）、保健師・栄養士
による結果説明、講話（②は測定の
み、講話はありません）
問保健予防課☎７２２・７９９６
町田市民文学館～紙芝居上演会
紙 芝 居・ 大 人 の 時 間
　大人のための紙芝居です。８月８日
は、平和をテーマにした紙芝居を上
演します。
※８月は、保育はお休みです。
日①８月３日㈮午前１０時３０分～１１
時３０分②８月８日㈬午前１１時～正午
場①町田市民文学館２階大会議室②
中央図書館６階ホール
内①「いたずらかっぱのきずぐすり」
（脚本／やえがしなおこ、絵／篠崎三
朗）、「子そだてゆうれい」（脚本／桜
井信夫、画／須々木博）　他②「平和
のちかい」（脚本／稲庭桂子、絵／佐
藤忠良）、「おかあさんのうた」（脚本
・画／渡辺享子）　他／予定
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」
問町田市民文学館☎７３９・３４２０

　恒例の、夏の早朝に咲く優雅な
ハスを観賞する観蓮会を開催しま
す。ハスの茎を通して飲む「荷

か

葉
よう

酒」、「荷葉茶」の接待や、市内福祉
団体等による出店もあります。
日７月２９日㈰午前７時～９時（小雨
実施）
※荷葉酒・荷葉茶の提供は午前８
時までですが、無くなり次第終了
します。
場薬師池公園内「芝生広場」
交通小田急線町田駅北口ＰＯＰビ
ル先２１番乗り場から本町田経由
野津田車庫行き、または鶴川駅行

きバスで「薬師池」か「薬師ヶ丘」下
車
※薬師池公園駐車場は、当日有料
です。混雑が予想されますので、公
共交通機関をご利用下さい。　

大賀藕
ぐうし

絲館　ハスまつり

日７月２１日㈯、２２日㈰、午前７時～
１１時（小雨実施）
交通町田バスセンタ－３番乗り場
から小山田桜台行きバスで「桜美
林学園」下車、徒歩７分
問同館☎７９７・１６１６

お気軽にご相談下さい　8月、9月の母子健康案内
事業名 対　象 会　場 開催日 時　間 内容／その他 問い合わせ

プレママ・パパクラス（申し込み制）
申イベントダイヤル（☎724･5656）
またはイベシスコードＡコース=18 
0228Ａ、Ｂコース=180228Ｂへ

16～35週の妊婦
とその夫 健康福祉会館

Ａコース
8月3日、9月7日㈮

午後1時30分～4時

妊娠中の過ごし方、歯
の衛生等

保健予防課
地域保健係

☎725･5127

8月10日、9月14日㈮ 分娩経過とリラックス
法等

Ｂコース 8月25日、9月22日㈯ 午前10時～正午 もく浴実習、妊婦体験
等

乳幼児・母性相談
※母子健康手帳をお持ち下さい。

2か月以上の未就
学児とその保護者

健康福祉会館 8月6日㈪、20日㈪、9月3日㈪、25日㈫
受 け 付 け ＝ 午 前9時
45分～11時30分、午
後1時30分～3時

身長･体重測定、保育相
談、栄養相談、歯科相
談、母親のからだや気
持ちの相談

子どもセンターばあん 8月10日、9月14日㈮
鶴川保健センター 8月21日㈫、9月10日㈪
忠生保健センター 8月27日㈪、9月18日㈫
小山市民センター 9月5日㈬

母性保健相談、母乳育児相談
申来所相談と乳房マッサージは要
予約、電話で保健予防課へ

市内在住の方（里
帰り中の方の参加
も可）

健康福祉会館 8月2日、9日、16日、23日、30日、9月6
日、13日、20日、27日㈭

午前10時～正午、午後
1時～3時

助産師による相談、乳
房マッサージ～電話相
談は随時可、健康福祉
会館（☎725・5419）へ

プレママクッキング（申し込み制）
申イベントダイヤル（☎724･5656）
またはイベシスコード180314Pへ

16～35週の妊婦 健康福祉会館 8月23日、9月27日㈭ 午前10時～午後1時
調理実習、会食、妊娠中
の食生活の話
費500円（食材費）

保健予防課
保健栄養係

☎722・7996

離乳食講習会（初期・後期）、幼児食講
習会／申し込み制
申イベントダイヤル（☎724･5656）
またはイベシスコード初期=180314
Ｓ、後期=180314Ｋ、幼児食=180 
314Yへ

4～6か月児の保
護者

健康福祉会館
初期

8月9日㈭、27日㈪、9月
20日㈭

午前10時5分～11時
45分 離乳食の話と試食

鶴川保健センター 9月6日㈭ 午 後1時40分 ～3時
20分

8～10か月児の保
護者

健康福祉会館 後期 8月20日㈪、9月26日㈬ 午前10時5分～11時
40分

離乳食後期の話と試
食、歯の話鶴川保健センター 9月6日㈭

1歳6か月～2歳0
か月児の親子 健康福祉会館 幼児食 8月1日、9月12日㈬ 午前9時55分～11時

45分
親子遊び、幼児食の話
と試食

※プレママクッキングを除き、各日とも同一内容です。詳細はまちだ子育てサイトでもご覧いただけます。

町田薬師池公園四季彩の杜

問町田ツーリストギャラリー☎８５０・９３１１、町田市公園緑地課☎７２４・４３９９
薬師池　観蓮会

夏の平和イベント

催し名 日時／会場／定員／その他 申し込み
親子でクッキング
体験
※4歳～小学生と
その保護者が対象
です

8月4日㈯午前10時～正午／調理実習室／10
組（申し込み順）／材料費1人100円

7月17日午前9時か
ら電話で生涯学習
センターへ
※定員に満たない
場合は当日会場で
受け付けます

ドキュメンタリー
映画「かけはし」

（2017年、95分）
※①は親子向けで
す（乳幼児のお子
さんも一緒に鑑賞
できます）

8月4日㈯①午前10時30分～正午②午後1時
～4時30分／①学習室1・2②ホール／①50人
②150人（申し込み順）／①映画上映のみ②映
画上映とイベント「みんなで歌おう平和の歌
声喫茶」／2001年、新大久保駅の乗客転落事
故で救助にあたった日本人と韓国人の3人が
帰らぬ人となった。日韓両国に育まれた絆を
描くドキュメンタリー

8月9日ナガサキで
～市内に暮らす被
爆体験者のお話
※①小学生以下の
子ども向け②大人
向けの内容です

8月9日㈭①午前10時30分～11時30分②午
後2時～4時／学習室1・2／各40人（先着順）
／町田市原爆被害者の会「町友会」会員による
体験談、明星大学准教授・竹峰誠一郎氏による
解説（自分で調べたい方には資料も差し上げ
ます）

直接会場へ

平和を祈る絵手紙
8月3日㈮～9日㈭、午前9時～午後5時／視聴
覚室前／平和の祈りを込めて描かれた市内小
学生たちの絵手紙作品

資料展示「町田に
お け る 戦 争 の 記
憶」と折り鶴とさ
るぼぼ作り

8月3日㈮～9日㈭、午前9時～午後5時／視聴
覚室／町田に関する戦前から戦後のパネル、
市民の方から寄贈された戦時資料を展示（皆
さんの折り鶴を千羽鶴にして長崎へ送りま
す）

展 示「1枚 の ハ ガ
キ」、佐々木禎子さ
んのパネル、峠三
吉の原爆詩

8月3日㈮～9日㈭、午前9時～午後5時／6階
廊下・ミニギャラリー／市民の方から同セン
ターへ送られた戦時中の出来事などを書いた
ハガキ、折り鶴を作りながら12歳で亡くなっ
た被爆者である佐々木禎子さんのパネル等の
展示

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  検索町田市メール配信サービス

場・問生涯学習センター☎７２８・００７１


