凡例

対 対象

日 日時

場 会場

生涯学習センターまつり

内 内容

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

場中央図書館
講
（特）ＤＡＩＳＹ ＴＯＫＹＯ
定１１７人（申し込み順）
申１０月３日午前１０時から電話で同
館
（☎７２８・８２２０）へ。

市HP 町田市ホームページ

問 問い合わせ

す（ポット苗での出品は不可）。また、
植物名を記載したラベルをつけて出
品して下さい（１人１０点まで）。
◇
問同公園☎７９２・１３２６
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申１０月２日正午～２３日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１８１００２Ｇへ。保育希
望者（１歳以上の未就学児、申し込み
順に６人）は併せて申し込みを。
問同センター☎７２５・８８０５

【つながる ひろがる はじまる
＋１
（プラスワン）
】
熱いステージや工夫を凝らした展
示、新たな体験ができるワークショ
もっと図書館を知ろう！
鶴見川流域とふれあい、
ップなど盛りだくさんです。来場者
男女平等推進センター登録団体企画
治水を学ぶバスツアー
夜の図書館入門講座
の皆さんも参加できるプログラムが
～虎井まさ衛さんをお迎えして
充実しています。お子さんも楽しめ
対市内在住、在勤、在学の１５歳以上 【狩野川台風から６０年、防災・環境の
トランスジェンダー
ます。
の方（中学生を除く）
今を知ろう】
ありのままに生きる
日１０月１９日㈮～２１日㈰、午前１０時
日１０月２４日㈬午後６時～７時３０分
市民・市民団体・企業・行政の連携
～午後５時
（１９日は午後１時から）
場中央図書館
による鶴見川流域水マスタープラン
講師ご自身の体験を踏まえて「Ｌ
場生涯学習センター６・７階
内貸出方法から資料の並び方、検索
の取り組みをバスツアーで体験しま （レズビアン）Ｇ（ゲイ）Ｂ（バイセクシ
内オープニング
（１９日午後１時から）
パソコンの使い方、普段公開してい
す。
ュアル）Ｔ（トランスジェンダー）」
「Ｓ
＝生演奏ジャズ
（ナカジマ・カオリ
ない書庫や選定室等の館内見学
※鶴見川流域水協議会（国土交通省
ＯＧＩ（性自認と性指向）」など用語の
カルテット）
、発表＝ダンス・和太鼓
定１０人（申し込み順）
関東地方整備局・東京都・神奈川県・
解説から、人権問題、現在の課題をお
・ウクレレ・合唱・マジックショー等、 申１０月４日午前１０時から直接また
横浜・川崎・町田・稲城市）
の主催です。
話しいただきます。臆測や推測によ
展示＝町田の歴史・陶芸・折り紙・絵
は電話で同館４階メインカウンター
対小学３年生以上の方（中学生以下
る差別、ハラスメントを無くすには
画・写真・書道等、模擬店（２１日の （☎７２８・８２２０）へ（２人まで申し込
は保護者同伴）
どうしたらよいか考え、参加者と話
み）
、
ワークショップ＝ホットリボン
日１１月１７日㈯午前９時～午後３時４０
し合います。
み可）。
アート・ロコモ体操、フィナーレ（２１
分
（荒天時は１１月２３日に延期）
、集合
日１１月１０日㈯午前１０時～正午
文学館でたのしむ
日午後４時３０分から）＝合唱（コーラ
は午前８時４５分にＪＲ横浜線淵野辺駅
場町田市民フォーラム
おとなのためのおはなし会
スはづき）
等
南口、
解散はＪＲ横浜線新横浜駅
講作家・虎井まさ衛氏
※一部の催しで材料費がかかりま
見学地杉谷戸調整池～恩廻公園調節
定４０人（申し込み順）
保育希望者以外は直接会場へおい
す。
池～鶴見川多目的遊水地
申１０月３日正午～３１日にイベント
で下さい。
問同センター☎７２８・００７１
内治水施設の見学、生物調査体験等
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
日１０月１８日㈭午前１０時３０分～１１
定４５人（抽選）
時３０分
ベシスコード１８１００３Ｇへ。保育希
なるせ駅前市民センターまつり
持ち物昼食、飲み物、水に入れる靴
場町田市民文学館２階大会議室
望者（１歳６か月以上の未就学児、申
内町田ゆかりの作家紹介＝「加藤浩」 （指先が守れるもの）、雨具等
し込み順に１０人）は１０月２５日まで
日１０月２０日㈯午前１０時～午後４時
※歩きやすい靴・服装でおいで下さ
／おはなし＝「長ぐつをはいたねこ」
に併せて申し込みを。
５分、２１日㈰午前１０時～午後３時３０
い。
（ペロー昔話）、
「しあわせをかけた
問男女平等推進センター☎７２３・
分
申住所・氏名・電話番号・ＦＡＸ番号・
橋」
（日本の昔話）
、
「大きくならない
場同センター
２９０８
参加者全員の氏名と年齢を明記し、
テレジン」
（ジャンニ・ロダーリ作）
※車での来場はご遠慮下さい。
あなたの夢をみんなで実現
！
ま る
１０月３１日午後５時までにＦＡＸまた
語り手
（特）まちだ語り手の会
内発表
（２０日のみ）
＝和太鼓・ゲーム
まちだ〇ごと大作戦
はＥメールで、鶴見川流域水協議会
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
作製・太極拳・レクリエーションダン
「作戦会議」参加者募集
申込窓口アジア航測（株）
（返０４４・
申し込み順に６人）は、１０月２日午前
ス・詩吟・カラオケ・箏と尺八・ハーモ
９６５・００４０遍ｍｉｚｕｍａｓｕ．ｔｓｕｒｕｍｉ
９時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
ニカ、イベント（２１日のみ）＝「これ
１１月１０日は、
「◯◯×アートのス
＠ａｊｉｋｏ．ｃｏ．ｊｐ）へ。
からも運転を続けたいあなたへ～運
へ。
スメ〜企画と実践のポイント〜」を
問同協議会申込窓口アジア航測（株） テーマに講演とワークショップを行
転力測定講座」
・健康測定会・マッサ
秋 の ス ポ ー ツ 教 室
ージの無料体験等、展示（両日）＝キ
います。
☎０４４・９６７・６２７０（受付時間＝祝
ルト・ハーブティー・フォト俳句・日 【貯 筋 運動教室～使って貯めよう！
まちなかの広場・公共施設・商業施
日を除く月～金曜日の午前１０時～
本刺繍・俳画・書道・アートフラワー
設などの美術館以外の環境における
午後５時）、町田市下水道総務課☎
筋肉の貯金】
アート、まちづくり・食・福祉・教育な
と生け花
道具を使わずに自宅でもできる筋
７２４・４２８７
ど他分野の魅力や課題に寄り添うア
問同センター☎７２４・２５１１
力トレーニングをします。
親 子 で 稲 刈 り 体 験
ートなど、◯◯×アートの活動の魅
対全回参加でき、医師から運動制限
ふれあいコンサート
力や可能性について、事例を交えな
を受けていない６０歳以上の方
緑豊かな小野路町奈良ばい谷戸
がら紹介します。夢の実現に向けて、
日１０月１０日～１２月１２日の水曜日、
で、稲刈りを体験してみませんか。
対６歳以上の方
課題を乗り越えるためのヒントをつ
午後２時～３時、全１０回
対小学３年生以上のお子さんとその
日１２月１６日㈰
かみませんか。
講貯筋運動指導者・宮本紀澄氏
家族
午後２時３０分か
初めての方も大歓迎です。
【Ｂｅａｕｔｙ教室～より女性らしい美し
※田んぼに入りますので、汚れても
ら
日・場①１１月８日㈭午前１０時～正午
い身体を手に入れましょう！】
良い服装でおいでいただき、着替え
場堺市民センタ
＝玉川学園コミュニティセンター②
をご用意下さい。
ー
対全回参加できる２０歳以上の女性
１１月１０日㈯午後１時～４時＝町田パ
日１０月２０日 ㈯ 午 前１０時 ～ 午 後３
出演ピアノデュ
日１０月１１日～１２月１３日の木曜日、
リオ（森野）
時、集合は里山保全活動事務所（下小
オＣａｐｒｉｎａ
（楠絵里奈、室井悠李）
午後２時～３時、全１０回
内①概要説明、仲間づくり等②概要
山田町）
曲目メンデルスゾーン
「二重奏アンダ
◇
説明、アートプロデューサーによる
定１０組（申し込み順）
ンテとアレグロ・アッサイ・ヴィヴァ
場南大谷小学校
講演、仲間づくり等
費１組１０００円（材料費、保険等）
ーチェ イ長調 作品９２」
、ガーシュ
定各２０人（申し込み順）
講②（一社）ノマドプロダクション代
申１０月２日正午～５日にイベントダ
ウィン
「ラプソディー・イン・ブルー」
、 費各６８５０円（保険料含む）
表理事・橋本誠氏
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
アンダーソン
「そりすべり」
（予定）
申電話で（特）スポーツ塾Ｊ．ＶＩＣ（☎
申１０月３日正午～３１日にイベント
定３００人
（申し込み順）
８１０・１９００）へ。
シスコード１８１００２Ａへ。
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
費５００円
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
問（特）まちだ結の里事務局☎０９０・
申１０月４日正午からイベントダイヤ
２２２５・５４４４、町田市農業振興課☎
ベシスコード１８１００３Ｆへ。
忠
生
公
園
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
問同実行委員会事務局（広報課まち
７２４・２１６４
だ〇ごと大作戦担当）
コード１８１００４Ｆへ。
【定例自然観察会～秋を彩る草花】
☎７２４・４０８４
消費生活センター
問町田市民ホール☎７２８・４３００、町
秋の草花を観察します。
くらしに役立つテスト教室
日１０月７日㈰午前９時３０分～１１時
田市堺市民センター☎７７４・０００３
お
詫
び
３０分（雨天中止）
【防災食をムダにしない！～工夫し
本を読むことに障がいのあ
９月１５日号１０面に掲載した「八
場同公園
ておいしく食べよう】
王子年金事務所～扶養親族等申告
る方へのデジタル図書製作
※集合は同公園自然観察センター
防災の講話の後、防災食を工夫し
書が送付されます」の送付時期に
（忠生がにやら自然館）です。
ておいしく食べる方法を紹介しま
【広がるＤＡＩＳＹ図書のカタチ】
誤りがありました。正しくは、
「９
す。
視覚障がいのみならず、さまざま 【花と緑の交換会】
月中旬から順次送付される予定」
草花や盆栽などの鉢物を持ち寄
対市内在住、在勤、在学の方
な理由で活字による読書が困難な方
です。お詫びして訂正します。な
り、交換し合いませんか。
日１０月３０日㈫午前１０時～正午
も、読書を楽しむことができる音訳
お、扶養親族等申告書についての
日１０月２５日㈭午前９時３０分～１１時
場町田市民フォーラム
資料の新しい形態（テキストデイジ
お問い合わせは、専用ダイヤル（☎
３０分（受け付けは午前９時～９時３０
講町田市消費生活センター運営協議
ーやマルチメディアデイジー等）の
０５７０・０８１・２４０）
で受け付けて
分、小雨実施）
会委員・福岡ひとみ氏
特徴、概要、製作手順、今後の展開予
います。
場同公園花見の広場
定１６人（申し込み順）
測について学びます。
問広報課☎７２４・２１０１
※出品できる植物は鉢植えに限りま
費１００円（材料費）
日１０月３０日㈫午後１時～３時
こと

ちょ

し しゅう

きん

