
8 2018．10．1 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
町田新産業創造センター
クラウドファンディング
セ ミ ナ ー を 開 催
　クラウドファンディングは、さま
ざまな取り組みやアイデアをインタ
ーネット上で発表することで、その
取り組みに共感した全国各地の方々
から広く支援金を募ることができる
資金調達の手法です。
　クラウドファンディングの知識を
得て、実際に挑戦してみませんか。
対創業予定または創業後間もない
方、一般事業者の方等
日１０月29日㈪午後６時～８時
場町田新産業創造センター
定３０人（申し込み順）
申１０月2８日午後５時までに、同セン
ターホームページで申し込み。
問同センター☎８５０・８５2５、町田市
産業政策課☎７2４・2１29
保育のお仕事
就 職 相 談 会
　市内及び隣接する川崎市内の保育
園等の施設長や採用担当者に直接相
談ができます。会場には、まちだ名産
品・かわさき名産品を中心としたカ
フェスペースがあります。また、当日
ブースを５つ以上まわると抽選会に
参加できます。
※川崎市と共催です。詳細は川崎市
ホームページをご覧下さい。
※履歴書は不要です（服装自由）。
対町田・川崎市内の保育園・認定こど
も園で働きたい方
日１０月１３日㈯午後１時～４時
場町田市文化交流センターけやき
問子育て推進課☎７2４・４４６８
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ
公 開 講 座

【「野津田村絵図」で語る江戸時代～
視覚でたどる江戸時代の村】
　野津田村には、１７世紀半ばから多
数の村絵図が存在しています。複数
の村絵図を見比べて、村がどのよう
な変遷をたどったのか、自由民権資
料館の担当学芸員が解説します。
日１０月３０日㈫午後６時１５分～８時
１５分

場生涯学習センター
定１０８人（申し込み順）
申１次受付＝１０月１日正午～2日午
後７時にイベシスコード１８１００３Ａ
へ／2次受付＝１０月３日正午～2４日
にイベントダイヤル（☎７2４・
５６５６）またはイベシスへ。　
問同センター☎７2８・００７１
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
小 野 路 宿 の 歴 史

【鎌倉古道と大山みち】
　小野路町は、市の北部にあり、里山
として自然が多く残っています。府
中に街道が続き、古来交通の要衝と
して栄えた小野路宿の歴史を学びま
す。
※交通費、施設入館料は自己負担で
す。
日１０月１７日㈬午前１０時～午後３時
場和光大学ポプリホール鶴川
※午後は小野路町へ移動し、散策し
ます。
講小島資料館館長・小島政孝氏
申１０月１日午前9時から電話で生涯
学習センター（☎７2８・００７１）へ。
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）。
【こども体験講座～動物の頭の骨を
観察してみよう！サルとタヌキの骨
くらべ】
　人間に近い動物のサルと野生動物
の代表タヌキを題材に、本物の動物
の骨に触れ、その違いを観察します。
対小学３～６年生
日１１月１１日㈰午前１０時３０分～正
午
講麻布大学いのちの博物館上席学芸
員・高槻成紀氏
定１８人（抽選）
費７００円
【ハンドベルでクリスマスソングを
奏でよう】
　イングリッシュハンドベルの持ち
方から、クリスマスソングを演奏す
るところまで行います。
対中学生以上の方
日１１月１７日㈯午後2時～４時、１８日

㈰午前１０時３０分～午後３時３０分、
全2回
講星槎大学非常勤講師・千葉佑氏
定１５人（抽選）
費４５００円

◇
場町田市生涯学習センター
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、１０月2１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
ひきこもる心を理解する講座
そ れ ぞ れ の 生 き 方
　参加者同士の語り合いの時間があ
ります。
※原則全回参加できる方または①の
み参加の方を募集します。
日①１０月2８日②１１月１１日③１１月
１８日④１１月2５日⑤１2月9日、いず
れも日曜日、①午後１時３０分～４時
②～⑤午後１時３０分～４時３０分、全
５回
場①②③⑤生涯学習センター④健康
福祉会館
内①公開講座「ひきこもり問題の現
在」②「発信する当事者たち」③「家族
関係を考える（当事者兄弟・川初真吾
氏、当事者親・上野亨二氏も登壇）」④
「地域でつながる」⑤「多様な生き方
を目指して」
講①ジャーナリスト・池上正樹氏②
当事者メディア“ひきポス”編集部員
③家族相談士・高橋晋氏④（特）ゆど
うふ理事長・辻岡秀夫氏、ひき桜・ひ
き町主宰者　割田大悟氏、（株）グロ
ーブシップ社員、総合ビル管理会社
社員・柿島仁氏　他⑤（特）パノラマ
代表理事・石井正宏氏
定全回参加＝４０人、①のみ参加＝
１１８人／申し込み順
申１０月１日午前9時から電話で同セ
ンター（☎７2８・００７１）へ。
市民提案型事業
講座づくり★まちチャレ

【もっと知りたい！子どもの発達障
がいのこと】
対全回参加できる方
日１０月2８日㈰、１１月３日㈷、１１日
㈰、１７日㈯、2５日㈰、午前１０時～正
午、全５回
場生涯学習センター
内「発達障がいとは何か？」「当事者

・飯田亮太氏や、発達障がいの子ど
もの親・ごっちゃんママが語る」「発
達障がいといわれる子どもたちへの
対応」「発達障がいといわれる子ども
たちへの学習支援とは」「振り返り交
流会」
講東京小児療育病院副院長・赤星惠
子医師、臨床心理士・矢崎淳子氏、ＬＩＴ
ＡＬＩＣＯジュニア指導員・小更由氏
定５０人（申し込み順）
申１次受付＝１０月１日正午～３日午
後７時に、イベシスコード１８１００４Ｇ
へ／2次受付＝１０月４日正午～2４日
にイベントダイヤル（☎７2４・
５６５６）またはイベシスへ。
問同センター☎７2８・００７１
歌って　踊って　楽しく　健康長寿
をめざそう
音 楽 体 操 教 室
　懐かしの歌や音楽に合わせて無理
なくできる体操教室です。
対市内在住の医師から運動制限等を
受けていない満６０歳以上の方
日１１月５日、１2日、１9日、いずれも
月曜日午前9時３０分～１０時３０分、
全３回
場ふれあいくぬぎ館
定2０人（ふれあい館の利用登録がな
い方を優先のうえ、抽選）
申１０月３日正午～８日にイベントダ
イヤル（☎７2４・５６５６）またはイベ
シスコード１８１００３Ｄへ（会場への
申し込みは不可）。
※参加にはふれあい館の利用券の作
成（無料）が必要です。身分証明書（保
険証等）と2つの緊急連絡先が必要
になりますので持参して下さい。
※会場についてはふれあいくぬぎ館
（☎７9３・６３３１）へお問い合わせ下
さい。
問高齢者福祉課☎７2４・2１４６
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、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６人（申し込み順）
申電話で同センター（☎７2８・
００７１）へ。

町田市誕生６０周年記念

「民謡魂　ふるさとの唄」 番組観覧募集！
問広報課☎７２４・２１０１

　町田市誕生６０周年を記念して、
NHＫ番組「民謡魂　ふるさとの
唄」の公開収録が行われます。
　公開収録にあたり、観覧者を募
集します。ＴＯＫＩＯのリーダー・城
島茂さんの司会で紡がれるダイナ
ミックなステージショーで、全国
各地に脈々と息づく唄や郷土芸能
の数々を掘り起こし、ふるさとの
“知られざる魅力”を再発見する番
組です。なお、入場は無料です。
日１2月9日㈰午後６時３０分～８時
場町田市民ホール
出演者ＴＯＫＩＯ・城島茂氏、NHＫア
ナウンサー・塩屋紀克氏　他

申往復ハガキで１１月１３日まで
（必着）。
※申込方法等の詳細は、NHＫサー
ビスセンター（☎０３・３４６４・
０2００、自動音声）へお問い合わせ
いただくか、NHＫホームページ（ｈ
ｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｈｋ．ｏｒ．ｊｐ／ｅｖｅｎｔ
／）をご覧下さい。

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

ご利用下さい！
移動図書館そよかぜ号
問さるびあ図書館☎７２２・３７６８、堺図書館☎７７４・２１３１

　そよかぜ号は、図書館が遠い地
域の方でも本が借りられるよう
に、約３５００冊の本を積み、市内６４
か所を巡回しています。各巡回場
所には2週間に１度、４０分～５０分
間停車します。
　そよかぜ号では、本の予約サー
ビスや、利用券の発行も行ってい
ます。
　巡回日程・場所は、町田市立図書

館ホームページでご覧いただけま
す。また、各市立図書館では巡回日
程表を配布しています。


