
8 2018．9．15 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
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）。
【子育てを通した世代間交流～絵本
が子育て・孫育てに役立つ!？】
日１０月１９日㈮午前１０時４０分～午
後０時１０分
場和泉短期大学（相模原市）
内子どもとの関わり方について、絵
本を題材にして実践的に学ぶ
講和泉短期大学教授・片山知子氏
定２４人（抽選）
費７００円
【こども体験講座～３Ｄプリンタを体
験してみよう！】
対小学生
日１０月２７日㈯、２８日㈰、午前１０時
～正午
場女子美術大学（相模原市）
内３Ｄプリンタの仕組みを観察し、自
分のデザインしたキーホルダー（ス
トラップ）を作成する
講女子美術大学特任助教・佐藤紀子
氏、同大学非常勤講師・西井美佐子氏
定各１０人（抽選）
費２５００円

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、９月３０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
小学生の子どもを持つ保護者のため
の講座
学校で学び育つこと
対小学校低学年または小学校入学予
定の子どものいる保護者
日①１０月１８日②１０月２５日③１１月
１日、いずれも木曜日午前１０時～正
午
場①町田市民フォーラム②③生涯学
習センター
内①学校で学ぶことの深い意味②子
どものこころの揺らぎに寄り添う③
グループトーク～親ができることっ
て何だろう
講①和光大学名誉教授・梅原利夫氏
定３０人（申し込み順）
申９月１５日午前９時から電話で生涯
学習センターへ。保育希望者（１０月１
日現在、１歳以上の未就学児、申し込
み順に４人まで）は併せて申し込み
を。
問同センター☎７２８・００７１
生涯学習センター～障がい者生涯学
習支援事業
う た の 教 室
対市内在住で、身体障害者手帳をお
持ちの１８歳以上の方
日１０月１３日、１１月１０日、１２月８日、
２０１９年１月１２日、２月２日、いずれも
土曜日午前１０時～正午（２月２日の
み午後５時まで）、全５回
場同センター
内ボイストレーニング、歌の練習
講シンガーソングライター・岩桐永
幸氏
定１５人（申し込み順）
申９月１５日午前９時から電話で同セ

ンター（☎７２８・００７１）へ。
東京２０２０公認文化オリンピアード
～地産地ＳＨＯＷコンサート
テノール・ソプラノによ
るジョイントコンサート
　市内在住のテノール歌手・鳥尾匠
海さんと、ソプラノ歌手・岩谷香菜子
さん、ピアニスト・三好朝香さんによ
るコンサートです。
日１０月１１日㈭正午～午後０時５０分
（開場は午前１１時４５分）
場市庁舎３階アトリウム
曲目滝廉太郎「荒城の月」（１番、３
番）、グノー「ロミオとジュリエット」
より“太陽よ昇れ”　他（予定）
定１１９席（先着順）
問文化振興課☎７２４・２１８４
文学館まつり～参加者募集
文学フリーマーケット町田
　自宅に眠る古本や本に関わる雑貨
を販売してみませんか。
対高校生以上の方（専門業者の参加
は不可）
日１０月２８日㈰午前１０時～午後３時
（雨天中止）
※出店決定者には１０月１３日㈯に説
明会を行う予定です。
場町田市民文学館前歩道等
定１５組（申し込み順）
申９月１８日午前９時～１０月４日午後
５時に電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。

時 代 小 説 読 み 語 り
　元ＮＨＫアナウンサー・中村昇氏に
よる読み語りです。今回は、藤沢周平
「小ぬか雨」を取り上げます。
※町田市民文学館と町田時代小説読
み語り実行委員会の共催です。
日１０月１４日㈰午後２時～３時
場中央図書館
定３０人（申し込み順）
※当日席もあります。　
費５００円
申９月２０日正午からイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード１８０９２０Ｄへ。
問町田市民文学館☎７３９・３４２０
参加者募集
町田市こどもマラソン大会
　詳細はパンフレット（各市立小学
校、総合体育館など市立のスポーツ
施設、各市民センター等で配布、町田
市ホームページでダウンロードも
可）をご覧下さい。
対市内在住、在学、または市内のスポ
ーツチームに所属している小学３～
６年生
日程１２月１日㈯
場市立陸上競技場
内３・４年生２０００ｍ、５・６年生３０００
ｍ
申パンフレットに添付の申込書に記
入し、直接各市立小学校へ。または
１０月１１日まで（必着）に郵送でスポ
ーツ振興課へ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

まちだの体力向上プロジェクト
【①のびのび体操＆ストレッチ教室】
日１０月１５日㈪午前１０時～１１時
内懐かしい曲に合わせて行う易しい
運動

【②初心者向け簡単エアロビクス教
室】
日１０月２２日㈪午前１０時～１１時
内エアロビクスの基礎的な動きを覚
えて踊る

◇
対市内在住、在勤、在学の①６０歳以
上の方②５０歳以上の方
場忠生市民センター
講市立室内プール指定管理者・児玉
絹代氏
定各５０人／申し込み順
費各１００円／保険料込み
申９月２１日正午～１０月１１日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード①１８０９２１Ｂ②
１８０９２１Cへ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
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ものをリユー
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１０月１４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
開催します
子ども用リユース品配布会
　市では、修理などを必要としない
再利用可能な子ども用品等を回収
し、必要な方に無料で提供する子ど
も用リユース品の回収会・配布会を
定期的に開催しています。
　今回配布する子ども用品は、７月
～８月に行った回収会で市民の皆さ
んに提供していただいたものです。
※販売や営利目的とみなされる方へ
の配布は行いません。
※リユース品は、市民の方が持ち込
まれたものを、そのまま提供してい
ます。市が品質・安全性を保証するも
のではありません。譲り受け者の責
任において、使用して下さい。
【子ども用大型リユース品配布会ｉｎ
町田エコフェスタ】
　町田エコフェスタで、大型用品（ベ
ビーベッド・ベビーカー・チャイルド
シートなど）の配布会を抽選で行い
ます。抽選結果の発表後、当選した物
品をお持ち帰りできます。
※衣類等の提供は行いません。
日・内９月３０日㈰、大型用品の展示・
申し込み＝午前１０時～１１時、抽選
結果の発表＝午前１１時３０分、物品
の引き渡し＝午後１時から
場市庁舎３階会議室３－２
【子ども用リユース品配布会】
　各子どもセンターで開催します。
日・場９月２２日㈯＝つるっこ、１０月
１３日㈯＝ただＯＮ、１０月２０日㈯＝
ばあん、１０月２１日㈰＝ぱお、１０月
２７日㈯＝まあち、午後１時～３時
※数量に限りがあるため、物品が無
くなり次第終了する場合がありま
す。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

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

町田市民文学館・文学館まつり実行委員会共催

文学館まつり関連イベント

【①前日祭～マンドリンコンサー
ト】
　町田を拠点に活動する岩田マン
ドリーノ・シンフォニカによるス
ペシャルコンサートです。
日１０月２７日㈯午後３時～４時
申９月２１日正午からイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０９２１Ｅへ。
【②映画「博士の愛した数式」上映
会】
　８０分しか記憶のもたない数学
博士と、家政婦とその息子の心の
交流を、数字の美しさや神秘をた
たえ、繊細に紡ぎ出した小川洋子
原作の映画です。
日１０月２８日㈰午前１０時３０分～
午後０時３０分
申９月２１日正午からイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０９２１Ｆへ。
【③ことばらんど寄席～講談師・神
田松之丞独演会】
　実力・人気ともに高い若手講談
師による講談２席です。
日１０月２８日㈰午後１時３０分～２
時３０分
申９月２１日正午からイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ

シスコード１８０９２１Ｇへ。
【④子ども向けイベント～中垣ゆ
たかさんといっしょに　なんじゃ
こりゃ！世界をめぐるさがし絵ク
イズでおまつりさわぎ！】
　スクリーンいっぱいに映した世
界のおまつりの絵を見ながら、さ
がし絵クイズを行います。正解す
ると、その場で中垣ゆたかさんが
描いたイラストがもらえます。
対３歳～小学生
日１０月２８日㈰午後３時～４時
講絵本作家・中垣ゆたか氏、編集者
・西山雅子氏
申１０月２日正午から電話で同館
へ。

◇
場町田市民文学館
定①②③６０人④２０人／申し込み
順

問同館☎７３９・３４２０


