
8 2018．10．15 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
消費生活センター〜町田市消費者月
間事業
くらしに役立つテスト教室

【食品表示のビタミンＣを測ってみ
よう！】
　東京都と共催です。
対市内在住、在勤、在学の方
日１１月６日㈫午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
内食品表示の見方を学ぶ、実際に飲
料・食品中のビタミンＣを測定する
講コンシューマー技術教育研究会代
表・福岡ひとみ氏
定１６人（申し込み順）
費１００円（検体費）
申１０月１６日正午～３０日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８１０１６Ａ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

もっと図書館を知ろう！
図 書 館 入 門 講 座
対市内在住、在勤、在学の１５歳以上
の方（中学生を除く）
日１１月１９日㈪午後１時～３時
場中央図書館
内貸出方法から資料の並び方、検索
パソコンの使い方、普段公開してい
ない書庫等の館内見学
定１０人（申し込み順）
申１０月１８日午前１０時から直接また
は電話で同館４階メインカウンター
（☎７２８・８２２０）へ（２人まで申し込
み可）。
大地沢青少年センター
ピザ窯・薫製箱利用講習会
　石窯とドラム缶窯でピザを焼き、
薫製箱で基本的な薫製をして、その
利用について学びます。講座受講後
は、ピザ窯・薫製箱の個人利用ができ
ます。
対１５歳以上の方（中学生を除く）
日１１月４日㈰午前１０時～午後３時

場同センター
定２０人（申し込み順）
費４００円
申１０月１５日午前９時から電話で同
センター（☎７８２・３８００）へ。
国際版画美術館〜「ヨルク・シュマ
イサー　終わりなき旅」展関連イベ
ント

版 画 工 房 見 学
【もっと近くで見てみたい！銅版画
が生まれるところ】
　普段はガラス越しにご覧いただい
ている版画工房の中に入って見学で
きます。工房内では、銅版画の制作を
間近に見ることができます。
対中学生以上の方（小学生以下は保
護者同伴）
日１１月３日㈷、午前１１時～午後０時
３０分、午後２時～４時
※時間中は随時見学できます（混雑

時はお待ちいただく場合も有り）。
場同館版画工房
問同館☎７２６・２８８９
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物をリユース
（繰り返し使う）するフリーマーケッ
トを開催します。「おもちゃ病院まち
だ」と「包丁研ぎ」も開催します（いず
れも正午まで）。
日１１月１１日㈰午前９時～午後２時
※混雑時は、駐車できない場合もあ
ります。
場町田リサイクル文化センター隣接
地
※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

町田市民文化祭　秋の催し
問町田市民ホール☎７２８・４３００、町田市文化振興課☎７２４・２１８４

町田薬師池公園四季彩の杜　薬師池　紅葉まつり

　木々が色づく薬師池の秋を楽し
みませんか。
　菊花展や、園内ガイド、紅葉撮影
会のほか、さまざまなイベントを
実施します。詳細は、町田市ホーム
ページをご覧下さい。
会期１１月１日㈭～１２月２日㈰
場薬師池公園
【菊花展】
　盆養・盆栽・懸がい・ダルマ・福助
・切花などの展示のほか、町田市
菊花会による菊の苗などの販売
や、町田産野菜の販売、町田市緑化
協会による造園相談コーナー等も
あります。
日１１月１日㈭～８日㈭、午前８時
３０分～午後４時（８日は正午まで）
場同公園芝生広場
○菊花展一般出品を募集！
対市内在住で、会場まで出品作品
をご自身で搬入・搬出できる方
※出品作品は、審査対象とはなり
ません。
申申込書（公園緑地課〔市庁舎８
階〕に有り）に必要事項を記入し、
１０月１９日までに直接町田市菊花
展実行委員会（公園緑地課内）へ。
問公園緑地課☎７２４・４３９９
【まちだ観光案内人による園内ガ
イド】
　紅葉の見どころをご案内しま
す。
日１１月１７日㈯、１８日㈰、２３日㈷、
２４日㈯、２５日㈰、１２月１日㈯、２日
㈰、午前１１時～正午、午後１時３０
分～２時３０分
※集合は同公園芝生広場です。
定各１５人（先着順）
問町田ツーリストギャラリー☎
８５０・９３１１
【秋の薬師池公園撮影会】
　講師と一緒に紅葉を撮影して作
品展に出品してみませんか。
日１１月２５日㈰午前１０時～正午
（小雨実施）
※集合は町田市フォトサロン横円
形広場です。
問同サロン☎７３６・８２８１

【秋の薬師池公園で生きものを調
べてみよう！】
　薬師池にはカゴを仕掛け、ハス
田では、持参した網で生きものを
捕まえることができます。捕れた
生きものの説明も受けられます。
※汚れても良い服装でおいで下さ
い。
対市内在住の小学生以下の子ども
（小学３年生以下のお子さんは保
護者同伴）
日１１月３日㈷午前１０時～正午（荒
天時は４日の同時刻に順延）
※集合は、同公園芝生広場前です。
定５０人（申し込み順）
申１０月１７日正午～２４日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１８１０１７Ａへ。
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

同時開催
「東京文化財ウィーク２０１８」
　旧永井家住宅と旧荻野家住宅
で、文化財解説カードを設置・配
布します。薬師池公園に隣接す
る薬師堂では、天井絵を特別公
開します。
日１０月２７日㈯～１１月４日㈰、午
前９時～午後４時
問生涯学習総務課☎７２４・２５５４

◇
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混雑が予想
されます。公共交通機関をご利用
下さい。
問公園緑地課☎７２４・４３９９

場町田市民ホール
催し名／主催団体 公演日／会期 時間／費用等

大正琴演奏会／琴伝流大正琴 琴望会

１０月３０日㈫

午前１１時～午後２時３０分
千葉佑さんとみんなで歌おう／まち
だ雑学大学（招待公演） 午後５時～７時／費３００円

弦楽器体験ワークショップ／町田楽
友協会

午後１時３０分～３時／※要予
約。詳細は同協会（☎０８０・
５４９４・８８７１）へ。

美しい日本の歌を楽しみましょう／
町田楽友協会

午前１０時～午後０時３０分／費
３００円（教材費）　※要予約。詳
細は同協会（☎０８０・５４９４・
８８７１）へ。

市民囲碁大会／町田市囲碁連盟 午前１０時～午後７時
映画上映会／映像文化研究会 午後１時～４時２０分
書道展／町田市書道連盟（いけばな
とコラボ有り）（書を書こう）

１０月３０日 ㈫
～１１月１日㈭ 午前１０時～午後５時（初日は午

後１時から、最終日は午後４時
まで）人形美術展／町田市人形文化連盟

（人形を作るコーナー有り）
１０月３０日 ㈫
～１１月３日㈷

歌唱の集い／宮川哲夫研究会
１０月３１日㈬

午前１０時２０分～午後３時
ハワイ音楽のバンド演奏とフラの集
い／ハワイ音楽と舞踊研究会 午後５時～８時

俳句展／町田市俳句連盟（親子で俳
句を詠みましょう）

１０月３１日 ㈬
～１１月４日㈰

午前１０時～午後５時（初日は午
後１時から、最終日は午後４時
まで）

パッチワークつるし飾り展（あずま
袋の講習会有り）／パッチワークキ
ルト研究会
陶芸展／創作陶芸紅土会（陶芸とい
けばなのコラボ有り）
いけばな展／町田華道協会（いけば
な体験有り）
唄と踊りの集い／町田市民踊親和会

１１月１日㈭
午前１１時～午後３時

舞踊の集い／町田市舞踊連合会 午後４時～８時
民謡の集い／町田市民謡協会

１１月２日㈮

午前１０時～午後３時
ピアノカフェショパン演奏会／ピア
ノカフェショパン（招待公演） 午後４時～９時

一緒に踊ろう盆踊り／町田市舞踊連
合会・町田市民踊親和会

①午前１１時～正午②午後１時
～２時

絵画・写真展／町田市美術協会（いけ
ばなとのコラボ有り）（楽しく絵を描
こう）

１１月２日㈮
～４日㈰

午前１０時～午後５時（最終日は
午後４時まで）

わくわく秋のコンサート「夢・響き
愛」／町田楽友協会

１１月３日㈷

午後１時～２時４０分

記念式典 午後３時から
吟詠大会／町田市吟詠連盟 午後３時３０分～８時
茶会／町田茶道会 午前１０時～午後３時（入席は午

後２時３０分まで）／費５００円
（サロン席とテラス席どちらも
利用可）

テラスでもお茶会／町田茶道会

フラの集い／東京町田フラ協会

１１月４日㈰

午前１１時～午後３時
シャンソンの流れる街・町田／町田
市シャンソン文化協会 午後５時～７時

親子で親しむ茶会／町田茶道会
①午前１０時から②午後２時か
ら／費５００円　※要予約。詳細
は同茶道会（☎７４５・９９５６）へ。

シャンソンとカンツォーネを聴きな
がらランチ！／町田市シャンソン文
化協会

午前１１時３０分～午後２時／費
１２００円　※要予約。申し込み
は 同 協 会（ ☎０８０・３４８３・
１７２４）へ。


