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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！

もっと知って！
町田市障がい福祉フェア

【ハッピーかわせみ感謝祭】
　市内の障がい福祉施設で作られた
製品（パンやクッキー等）の販売や、
障がい福祉に関するパネル展示など
を行います。
日１０月１日㈪～５日㈮、午前１０時～
午後３時
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
問障がい福祉課☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３
町田市民文学館～保育付き紙芝居上
演会

紙 芝 居・ 大 人 の 時 間
　大人のための紙芝居です。
※保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日１０月５日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内きつねのうらないや（脚本／とき
わひろみ、画／一條めぐみ）、ざしき
わらし（脚本／水谷章三、画／篠崎三
朗）　他（予定）
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は９月１８日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。

成 瀬 コ ミ ュ ニ テ ィ 
セ ン タ ー ま つ り
日９月２２日㈯午前１０時～午後５時、
２３日㈷午前１０時～午後４時
場同センター

※車での来場はご遠慮下さい。
内発表（吹奏楽、和太鼓、合唱、舞踊、
太極拳、奇術、お囃

はや

子
し

、フラダンス
等）、展示、模擬店、フリーマーケッ
ト、バザー、子どもみこし、消防イベ
ント
問同センター☎７２３・６７６３
小野路宿里山交流館

開館５周年記念イベント
　２０１３年９月に開館した同館は、今
年で５周年を迎えます。これを記念
して、小野路宿里山交流館開館５周
年記念イベントを開催します。
日９月３０日㈰午前１０時～午後３時
内記念セレモニー、地元産野菜等の
販売（売り切れ次第終了）、模擬店、ビ
ンゴ大会等
※当日、うどんの提供は行いません。
問同館☎８６０・４８３５、町田市観光ま
ちづくり課☎７２４・２１２８
開催します！

多 摩 ・ 三 浦 丘 陵 
ウ ォ ー キ ン グ ラ リ ー
　相原の里の風景から七国峠を抜
け、まちなかの緑を感じながら、八王
子市内の牧場を目指して歩きます。
日１０月２０日㈯午前９時～午後３時ご
ろ（受付時間＝午前９時～１０時、順次
出発、荒天中止）
コースＪＲ横浜線相原駅西口ロータ
リー～磯沼ミルクファーム（八王子
市）、全長約９．５㎞
定３００人（申し込み順）
申申込書（公園緑地課〔市庁舎８階〕
に有り）に記入し、９月１９日～１０月
１２日にＦＡＸでウォーキングラリー
事務局（返０３・３２７２・６０１７）へ（多

摩・三浦トレイルホームページで申
し込みも可）。
問公園緑地課☎７２４・４３９７、川崎市
建設緑政局みどりの協働推進課☎
０４４・２００・２３６５

相原中央公園

大地沢青少年センター
青 空 ア ト リ エ
　毎月第２日曜日に、電動糸のこや、
のこぎりなどを使い、木やまゆ等で
椅子やクラフトを作ります。１０月の
特別プログラムは、「ハロウィン×で
んでん太鼓」を予定しています（開催
時間内であれば、何時からでも参加
可）。
日１０月１４日㈰午前１０時～午後３時
（雨天実施）
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
場同センター研修棟
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）
問同センター☎７８２・３８００

町田産新鮮野菜の販売
　市内の認定農業者が作った町田産
新鮮野菜の販売です。いずれも売り
切れ次第終了です。

【１０月の日曜朝市】

日１０月７日㈰午前７時～８時
場教育センター駐車場

【市役所まち☆ベジ市】
日９月１８日㈫、１０月１５日㈪、午前１１
時～午後１時
場市庁舎前

◇
問農業振興課☎７２４・２１６６
町田市農業研修事業

さ つ ま 芋 収 穫 体 験
　市では、２年間の農業研修を修了
した方に、農業経営のノウハウの習
得などを目標にしたフォロー研修を
行っています。
　この研修で研修生が育てたさつま
芋を収穫してみませんか。
※収穫したさつま芋は持ち帰れま
す。
※新鮮野菜も販売します。
対市内在住の方（小学生以下は保護
者同伴）
日１０月２８日㈰午前１０時～１１時（雨
天中止）
場町田市農業研修農場第２圃

ほ

場（小
野路町）
※後日、詳細地図を送付します。
定５０人（申し込み順）
費１口３株５００円（１人１口まで）
※１口５～６本程度です。
※家族やグループで参加の場合は、
参加人数分以下の口数でも可能で
す。
申９月２０日正午～１０月４日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８０９２０Ｇへ。
※収穫口数・現地への交通手段（駐車
台数に限り有り）を明示して下さい。
問農業振興課☎７２４・２１６６

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【①はじめてのピラティス
教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日１０月２３日～１２月１１日の火
曜日、午後１時３０分～２時３０分、全８
回内ピラティスの基礎・基本技術の
習得定５０人（抽選）費２８００円
【②ビューティー体操ボディ教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
６０歳未満の女性日１０月３１日～１１
月２８日の水曜日、午前９時１５分～
１０時１５分、午前１０時３０分～１１時
３０分、各全５回内シェイプアップの
ための筋力トレーニングと有酸素運
動定各５０人（抽選）費１７００円
【③チャレンジふれあいスポーツ教
室】
対市内在住、在学の障がいのある、ま
たは運動が苦手な小学生日１０月２２
日、２９日、１１月１２日、２６日、１２月１０
日、２０１９年１月７日、２８日、２月２５
日、３月１１日、２５日、いずれも月曜日
午後４時３０分～６時、全１０回内マッ
ト運動、鉄棒、跳び箱の練習定２５人
（抽選）費１４００円

◇
講①②フィットネスインストラクタ
ー・小杉雅美氏③健康運動指導士・福
原亮氏申往復ハガキに必要事項を明
記し、９月２２日まで（消印有効）に同
館へ（同館ホームページで申し込み
も可）

●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【自重トレーニング】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日９月１９日～２０１９年３月２０日
の毎週水曜日（大会開催時等を除
く）、午後０時１５分～１時費大人３００
円、６５歳以上・障がい者１００円／別
途公開指導料として１００円が必要で
す
●相原中央公園☎７７２・１４４９
【美大生のスケッチ教室】
対市内在住、在学の小学生以上の方
日９月３０日㈰午前１０時～午後３時場
同公園芝生広場周辺（雨天時は管理
棟内）内公園内で花や風景を描き、物
の見方、発想、画材の使い方を勉強す
る（画材は公園が用意）講多摩美術大
学生、東京造形大学生定２０人（申し
込み順）費３００円申９月２４日までに
電話で同公園管理事務所へ（受付時
間＝午前９時～午後８時）
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
【初心者のための写真と水彩画スケ
ッチ講習会】
　水彩画のスケッチまたは写真の撮
影から作品展の開催までを体験する
講座です。作品展は、２０１９年１月１６
日～２１日に同サロンで開催します
／町田市美術協会と共催です対２０
歳以上の方日１１月１８日㈰午前９時
３０分～正午（雨天実施）場忠生公園
（忠生がにやら自然館）講写真＝町田
市美術協会会員・小川洸氏、水彩画ス

ケッチ＝同協会会員・古賀邑美氏定
各２０人（抽選）／１０月下旬に受講者
証を発送します費１０００円申ハガキ
に住所・氏名・電話番号・希望コース
（写真またはスケッチ）を明記し、１０
月２０日まで（必着）に町田市フォト
サロン講習会係（〒１９５－００６３、野
津田町３２７２、薬師池公園内）へ
【ダリア撮影会】
　秋に咲くダリアを撮影してみませ
んか日１０月６日㈯午前１０時～正午
（雨天実施）場町田ダリア園

【写真展～写真でめぐる世界の旅
２０１８】
　海外旅行で撮影した作品を、撮影
した方のコメントとともに展示しま
す日１０月３日㈬～１４日㈰場同サロ
ン２階展示室
●小野路宿里山交流館☎８６０・４８３５

【①うどん作り教室】
　小野路の郷土料理である「小野路
うどん」を作ります日１０月５日㈮午
前１０時３０分～午後１時定８人（申し
込み順）費１０００円（材料代）
【②奈良ばい谷戸を訪れてみよう】
　（特）まちだ結の里のガイドのも
と、「関東・水と緑のネットワーク拠
点百選」に選ばれた奈良ばい谷戸を
歩きます日１０月１２日㈮午前９時～
午後１時（小雨実施）、集合は扇橋バ
ス停定２０人（申し込み順）費１５００円
（ガイド料、保険代、昼食代）
【③秋の里山フットパスガイドウォ
ーク】
　小野路の自然や風景を楽しみなが
ら、里山歩きをしませんか日１０月
１７日㈬午前１０時～午後３時（小雨実
施）、集合は別所バス停定２０人（申し
込み順）費１５００円（ガイド料、保険
代、昼食代）
【④秋の草花観察会】
日１０月２６日㈮午前９時３０分～午後
１時（小雨実施）場同館、小野路の里
山講森林インストラクター・池田倫
子氏定２０人（申し込み順）費１５００円
（ガイド料、保険代、資料代、昼食代）

◇
申①９月１９日正午から②③④９月２６
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①
１８０９１９Ｆ②１８０９２６Ａ③１８０９２６Ｂ
④１８０９２６Ｃへ

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、各ホームページをご覧下さい。


