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10月1日～31日「幸せふくらむ　まちだ名産品」町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索

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１１月２日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内「どんぶらこ」（作／童話教育研究
会、画／貴谷青紅）、「せんとくのおか
ね」（脚本／佐々木悦、画／箕田源二
郎）　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１０月１６日午前
９時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。
中垣ゆたか「なんじゃこりゃ！まつ
り」
絵 本 原 画 ミ ニ 展 示

　市内在住の絵本作家・中垣ゆたか
さんが絵を担当した「さがしてみつ
けて　なんじゃこりゃ！まつり」の
原画が町田市民文学館に寄託された

ことを記念し、ミニ展示を行います。
　本作は世界の珍しいおまつりを紹
介する絵本で、たくさんの人が集っ
てにぎやかに楽しむ様子の中に、食
べ物や楽器、スポーツなどその国の
文化が細かく描き込まれています。
子どもから大人まで、楽しみながら

異文化に触れることができる絵本の
魅力を、色鮮やかな原画で味わえま
す。
日１０月２３日㈫～１１月４日㈰、午前９
時～午後１０時
場同館１階文学サロン
問同館☎７３９・３４２０

おいで下さい　特定の期日に行うイベント

市民の広場 　「市民の広場」は、市民の皆さんの交流や、仲
間づくりを応援するコーナーです。
　サークル活動のイベントをお知らせする「お

【コーナー掲載の申込方法】
●必ず「掲載ルール」をご覧下さい。
●おいで下さい：毎月１5日号です。掲載された場合、次は３か月後以降
に申し込めます。申込期間＝掲載したい月の前月の１日～２０日
●仲間に：年２回掲載で、次回は１１月１5日号です。次回申込期間＝１０
月２０日まで
　申込用紙と掲載ルールは広報課（市庁舎４階）で配布しています（町
田市ホームページでダウンロードも可）。市HP 検索市民の広場
問広報課☎７２４・２１０１

いで下さい」のコーナーと、会員募集を掲載する「仲間に」があり、「おい
で下さい」は毎月１5日号、「仲間に」は年２回掲載しています。
※ 活動内容の確認やトラブルの解決は、当事者間でお願いします（市は関与

していません）。また、各開催施設へのお問い合わせはご遠慮下さい。
※ 市民サークルに関しての情報は 施設案内予約システム 検索 の「団体・サ

ークル紹介」でもご案内しています。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
第１８回みずゑ会水彩画展 １０月１６日～２１日午前１０時～午後５時 国際版画美術館 無料 中本☎７２３・００６３ 初日は正午から、会員も募集
朗読会花いかだ　第８回を行います　良い本です １０月２０日㊏午後２時～４時頃 中央図書館６階ホール 無料 田中☎７２７・０６６１ 読書の秋をお楽しみ下さい
町田話し方勉強会　大勢の前で話せる為の勉強会 １０月２０日㊏午後１時３０分～３時３０分 原町田三丁目会館 無料 加賀谷幸子☎７２３・３５２９ コミュニケーションの勉強
健康わらじ（足半）作りとナンバ歩き方講習 １０月２０日㊏午後１時～５時 せりがや会館和室 １５００円 髙橋☎０９０・１２００・０７９８ 材料費含む　器具用意
社交ダンス講習会　ベルステージ １０月２２日㊊午後１時～２時３０分 つくし野コミュニティセン

ター 無料 高橋☎７９９・６３２５ 基礎から中級まで学べます
女性のための社交ダンス初心者講習会 １０月２５日㊍午後１時～２時３０分 和光大学ポプリホール鶴川 ２０００円 エンドウ☎０７０・６４２５・８４１６
陶芸サークル「陶朋会」作品ミニ展示会 １０月２６日㊎午後１時～２８日㊐午後４時 生涯学習センター７階 無料 佐々木☎７２３・２２９８
奥高尾の、地図に無い道をのんびり歩く １０月２６日㊎、１１月１０日㊏午前１０時 ＪＲ高尾駅北口集合 １５００円 森の遊歩隊・益田☎０９０・３０９０・９８２５ 要申込み、先着１０人程度
語り読みの会　おこんじょうるり　山月記 １０月２８日㊐午後３時～４時 町田市民文学館第６会議室 無料 樋口真由美☎７２０・１５５７ 文学館３階にて開催
鶴川メンネルコール　第１２回定期演奏会 １０月２８日午後１時３０分 鶴川市民センター 無料 山田貞雄☎７３５・６２７５ お気軽にお越し下さい
社交ダンス講習会　初心者・中級以上は時間別 １０月２９日㊊午後１時～４時 南市民センター 無料 永山文子☎７９５・５９６６ 初めての方大歓迎お気軽に
認知症予防音楽ケア　歌＆体操 １０月２９日㊊午前１０時から、１１時から 木曽森野コミュニティセン

ター 各５００円 タカノ☎０８０・８８７２・３５０７ 気軽にお問い合わせ下さい
宮田太郎氏による鎌倉街道上道探索ガイドウォーク １０月３０日㊋午前９時３０分～午後４時 小野神社境内集合 １０００円 今井☎０９０・２３２３・１６９７ 事前申込不要・当日受付
町田友の会　家事家計講習会～家計簿つけてみよう １０月３０日、１１月６日㊋午前１０時～正午 和光大学ポプリホール鶴川 ４００円 木村☎７３４・８６０１　要予約 託児有、他日程・会場有
第５回鶴川朗読会　つるの会主催の朗読会です １０月３１日㊌午後１時３０分～３時３０分 和光大学ポプリホール鶴川 無料 橋本英子☎７３６・０４５５ お気軽においでください
柿の木文庫　親子なかよし　読み聞かせカフェ １１月２日㊎午前１０時２０分～１１時４０分 鶴川市民センター音楽室 無料 柿の木文庫・中本☎７３６・９２２０ 当日直接参加もできます
のづた丘の上秋まつり～〝自然が主役〟のお祭です １１月３日㊗午前１０時～午後３時３０分 野津田公園ピクニック広場 無料 雑木林の会・堀江☎返７２８・５３０５ 雨天の時は１１月１１日㊐に
マジック入門講座　仲間と楽しく始めてみませんか １１月７日㊌午後６時から 町田市民フォーラム４階 ５００円 竹中信雄☎０９０・４００３・８１４０ どっきりマジッククラブ
秋のフラワーアレンジメント体験会 １１月１５日㊍午前１０時～正午 生涯学習センター６階 ３０００円 西川☎０９０・６５０６・５９０７　要申込 初心者歓迎
海渡雄一氏「原発事故の刑事裁判－意義と見通し」 １１月１５日㊍午後２時～４時３０分 町田市民フォーラム３階 ８００円 原発を考える市民の会☎７２２・９９６２ 前売７００円／学生無料要ＴＥＬ
町田鳴程ウィンドオーケストラ　第２５回定期演奏会 １１月１８日㊐午後２時から 木曽山崎コミュニティセン

ター 無料 根岸和則☎７８９・７００８ 晴れたらいいね・ひまわり
第７回陶成会展（創作陶芸サークルの展覧会） １１月２３日午後１時～２５日午後４時 町田市民ホールギャラリー 無料 陶成会・馬渡高俊☎７２６・３３７８
晩秋の相原・大地沢、大戸周辺の歴史ガイドツアー １１月３０日㊎午前９時２０分～午後３時 ＪＲ橋本駅改札口集合 ５００円 ガイドボランティアの会☎７２７・４２４９ 約７㎞の散策です、要申込

　プロとアマチュアの受賞作を展示する写真展をはじめ、写真の魅力を

町田市民文学館

第１２回　文学館まつり
問同館☎７３９・３４２０

　文学館まつり実行委員会との共
催で、さまざまなイベントを開催し
ます。また、文学館通りが歩行者天
国になって時代祭りの行列が通り
ます。秋の一日をお楽しみ下さい。
※事前申込が必要なイベントがあ
ります。詳細は、同館ホームページ
をご覧下さい。なお、当日席も若干
用意しています。　
【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
場同館２階大会議室
【文学館まつり】
日１０月２８日㈰午前１０時～午後４時
場同館及びその周辺
○オープニング
内はらまち太鼓の皆さんによる和
太鼓演奏　
○展示・上演会等
内「みつはしちかこ」展、映画上映
会、ことばらんど寄席、紙芝居上演

会、語りよみ、キッズおはなし会、
鉄道模型ジオラマ展示、生け花展
示等
講講談師・神田松之丞氏、町田かみ
しばいサークル「ふわふわ座」、語
りよみ五十葉舎、桃の木工房、アト
リエｍｉｎａｍｏ
○ワークショップ・参加型イベン
ト
内中垣ゆたかさがし絵クイズ、絵
手紙・折り紙ワークショップ、笠着
連句、俳句コンテスト、占い、ヨー
ヨー釣り
講絵本作家・中垣ゆたか氏、編集者
・西山雅子氏、絵手紙講師・金子啓
子氏、連楽会　他
○その他
内親子で遊べるキッズスペース、
無料煎茶サービス、除籍本配布コ
ーナー
《文学館通り》
内文学フリーマーケット町田、野
菜販売、飲食販売、フェイスペイン
ティング、路上ライブ、時代行列等

「南町田拠点創出まちづくりプロジェクト」

南町田のまちのがっこう祭を開催します
問都市政策課☎７２４・４２４８

　市では、南町田拠点創出まちづ
くりプロジェクトの一環として、
新しくなる南町田のまちや公園の
積極的な活用や、新たな使い方を
試行する市民参画企画「南町田の
まちのがっこう」（全5回）を実施
しています。
　このたび、がっこう参加者のお
気に入り企画を振る舞う「南町田
のまちのがっこう祭」を開催しま
す。２０１９年秋頃にリニューアル
オープンする南町田のまちを想像
しながら、休日を過ごしてみませ

んか。
日１１月３日㈷午前１１時～午後３時

（雨天実施）
場鶴間小学校体育館
※上履きをお持ち下さい。
内絵本・紙芝居の読み聞かせ、合
唱、塗り絵や編み物などの体験、コ
ーヒーや薫製の提供等（一部有料）
※詳細は、南町田拠点創出まちづ
くりプロジェクトホームページを
ご覧下さい。南町田のまちのがっ
こうの様子も掲載しています。

となりの
まちから
相模原市

フォトシティさがみはら２０１８
問フォトシティさがみはら実行委員会事務局
（相模原市文化振興課内）☎７６９・８２０２

アマチュアの部　金賞　成松和司さん「この街で一緒」

総合的に楽しめるさまざま
なイベントが行われます。
【プロの部・アマチュアの部
受賞作写真展】
日１０月２９日㈪まで、午前
１０時～午後７時
休館日水曜日
場相模原市民ギャラリー

（JR横浜線相模原駅　セレ
オ相模原４階）


