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●ひなた村☎７２２・５７３６
【①クリスマスきらきらぷち陶芸】
対市内在住、在勤、在学の小学４年生
～１８歳の方日１２月２日㈰午後１時
３０分～３時内ガラスと粘土を使って
ツリーやリースの飾りを作る定１５
人（申し込み順）費２００円
【②たきび　あそび　よろこび】
対市内在住、在学の小学３～６年生日
１２月８日㈯午後１時～４時（雨天中
止）内森で枯れ枝を拾ってたき火で
パンを焼く、森で外遊び定２０人（申
し込み順）費１００円
【③ひなた村科学クラブ“ぷち”～こ
んなにちがうよ！「さとう」と「し
お」】
対市内在住、在学、在園の５歳～小学
生とその保護者（小学生は子どもの
みの参加も可）日１２月９日㈰午前１０
時～正午内見た目では分からない
「さとう」と「しお」の違いを実験で確
かめる講まちだ実験し隊定２０人（申
し込み順）費３００円

　初心者も歓迎です対市内在住、在
勤、在学の小学２年生～１８歳の方（小
学２年生は保護者同伴）日１２月２２日
㈯午後２時～４時内電動糸のこ盤を使
って木のおもちゃ作り定１０人（申し
込み順）費３００円（糸のこ１台につき）

◇
申①~⑤１１月１５日午前１０時から電
話でひなた村へ⑥直接会場へ⑦１２
月１日午前１０時から電話でひなた村
へ／⑦は１２月１５日以降、定員に空
きがあれば１９歳以上の方も電話で
受け付けます
●大地沢青少年センター☎７８２・
３８００
【親子でハイキング＆リース作り】
対市内在住、在学の小・中学生の親子
日１２月２日㈰午前１０時～午後３時場
同センター周辺／ＪＲ横浜線相原駅
西口～同センター間の無料送迎バス
を運行内草戸山で軽いハイキング、
クリスマスリースを作る定３０人（申
し込み順）費５００円申１１月１５日午

【④冬の親子竹工作～ウィンド・チャ
イム作り】
　チャイムは１組で１個作ります対
市内在住、在学の小学生とその保護
者日１２月２３日㈷午前１０時～午後３
時定１２組（申し込み順）費１組５００円
【⑤個人向け縄文体験～縄文土器作
り】
　土器は１組で１台作ります対市内
在住、在勤、在学の両日参加できる小
学４年生～１８歳の方とその保護者日
１２月１６日㈰午前９時３０分～午後４
時、２０１９年１月２７日㈰午前９時３０
分～午後１時３０分、全２回内１日目＝
縄文土器の成形、２日目＝野焼き講
東京都埋蔵文化財センター職員定
１２組（申し込み順）費１組５００円
【⑥ひなた村シアター】
日１２月１６日㈰午前１０時３０分～１１時
３０分場ひなた村第１レクリエーショ
ンルーム内「すてきなクリスマス」「手
ぶくろを買いに」「３丁目物語　冬」
【⑦糸のこ教室】

前９時から電話で同センターへ
●町田市民文学館☎７３９・３４２０
【墨で描く和風の年賀状教室】
対小・中学生日１２月８日㈯午前１０時
～正午場同館内和紙と墨汁を使って
年賀状を作る講画家・青木孝子氏定
２０人（申し込み順）費２００円申１１月
１５日午前９時から電話で同館へ
●国際版画美術館☎７２６・２８８９
【子ども講座～あなただけの森をつ
くろう】
対４歳～小学６年生（未就学児１人に
つき保護者１人同伴、小学生は子ど
ものみの参加も可）日１２月２２日㈯
午後１時３０分～４時３０分場同館内フ
ロッタージュ（こすりだし）の技法で
森を描く講画家・東田理佐氏定１５組
（抽選、結果は１２月６日ごろ郵送）費
子ども１人につき５００円申１２月２日
までにイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
１８１１１３Ｈへ（同館ホームページで
申し込みも可）

子どもの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、町田市ホームページをご覧下さい。

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5月15日号です。次回申込期間＝２月
15日～4月２０日
　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 まちだ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）
ヨガ体操でスッキリ！　健康寿命を延ばしましょう １１月２２日、２９日㊍午後０時１０分から 玉川学園こすもす会館 無料 ゆったりヨガの会☎７２６・０８８８ 初心者歓迎　直接会場へ
第２２回ハワイアン＆カントリー演奏会 １１月２５日㊐午後１時３０分開場 鶴川市民センターホール 無料 成澤邦男☎０４４・３８７・２２５４ カントリーダンス＆フラ有
紙飛行機を作って楽しく飛ばそう～思い出作り １１月２５日㊐午前９時３０分～１１時 芹ヶ谷公園多目的広場 無料 高橋☎返７９３・４０３５ テブラＯＫ、雨天中止
第３回町田落語会（素人落語の会） １２月１日㊏午後２時から 生涯学習セン

ター６階視聴覚室 無料 町田落語研究会☎０９０・６１９６・８９７１ ２時間程度
東日本震災チャリティ琵琶・箏・琶・尺八演奏会 １２月２日㊐午後１時３０分～３時３０分 町田市民フォーラムホール ２５００円 中丸重子☎０９０・５８１３・８５３１　要予約 かしの木山ＮＥＸＴ主催
鬼丸昌也氏講演会　元子ども兵の自立支援活動など １２月２日㊐午前９時５０分～１１時５０分 町田市文化交流センター 無料 講演会事務局☎０７０・５５６３・４３３３ 電話応答は午前１０時～午後３時
フルートアンサンブル・エスペランサ第三回演奏会 １２月２日㊐午後１時３０分開演 ひなた村カリヨンホール 無料 エスペランサ☎７２３・３２６３
映画「徘徊ママリン８７歳の夏」認知症母娘爆笑実録 １２月４日㊋①午後２時②午後６時３０分 町田市民フォーラムホール 当日１０００円 秋山☎７２９・２２９６ 前売８００円お申込ください
慶應義塾　第４回町田三田会美術展 １２月５日～９日午前１０時～午後５時 町田市民ホールギャラリー 無料 伊藤☎７３６・３０６２ 初日は午後１時から
講演会八王子の草莽～小仏関所番落合家の活動～ １２月８日㊏午後２時～４時 町田市民フォーラム３階 ５００円 まちだ史考会・稲葉☎０９０・７８０５・５１７５ 直接会場へお越し下さい
多摩川にて室内鑑賞石を探そう会参加者募集気軽に １２月１６日㊐午前８時集合 小田急線町田駅上り待合室 交通費実費 堀泰洋☎０９０・８６８４・４７１６ 主催　武相愛石会
介護アロマ体験会（ハンドトリートメント） １２月１６日㊐午前９時３０分～正午 町田市民ホール第２会議室 ３０００円 下村☎０９０・１４２７・４５６４ どなたでも参加できます

サークル名・活動内容 活動日時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
点字サークル　ゆびたつ 毎月第１・３㊍午前または午後 町田市民フォーラム 入会無料・月１００円 三瓶☎０９０・４３７６・４７７６ テキスト代　実費
町田地図を楽しむ会　今尾恵介先生と 毎月第１・３㊌午前１０時～正午 生涯学習センター他 入会無料・月２５００円 村山☎７２３・９００８ 地図を囲み盛り上がります
シヨンの会・世界史の学習 毎月第４㊋午後１時３０分～４時 生涯学習センター他 入会無料・月１１５０円 小菅☎７２５・５２７８
女性史から学ぶ 毎月第１㊋午後１時３０分～３時３０分 生涯学習センター他 入会無料・年２０００円 畑山☎７２４・７１８０ お気軽にどうぞ
町田話し方勉強会　大勢の前で話す会 毎月第３㊏午後１時３０分～３時３０分 町田市民文学館第１会議室 入会無料・月５００円 加賀谷幸子☎７２３・３５２９ コミュニケーションの勉強
町田地域活動栄養士会 毎月第４㊏午前９時～正午 町田市民フォーラム 入会無料・月４２０円 村上☎７３５・３８５１ 子育て中・在宅栄養士歓迎
男性料理教室　クック・マスターズ 毎月第２㊌午前９時～午後３時 町田市民フォーラム３階 入会１０００円・月１０００円 橋本☎返７２５・９５０７ 会社リタイア組男性の会
男の料理教室　さるすべり会 毎月第４㊎午前９時５０分～午後２時 町田市民フォーラム 入会無料・月１５００円 鈴木☎７３５・２９３７
男の料理　キッチン２１ 毎月第２㊊午前１１時～午後２時 町田市民フォーラム調理室 入会無料・月１５００円 徳弘☎０９０・４４１７・９１６２ リタイア世代相互の親睦を
たのしい英会話 毎月第１・３㊏午前１０時～１１時３０分 玉川学園コミュニティセン

ター 入会３０００円・月３０００円 オダムラ☎７２９・３６６６　要電話予約
英会話サークル　６０歳からの英会話 月３回㊋午前１０時～正午 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 武藤☎０９０・７２０６・２７４４ ＣＤで英語の質疑応答訓練
シニア英会話サークル 毎月第１・４㊏午前１０時～１１時 玉川学園コミュニティセン

ター 入会１０００円・月２５００円 タムラ☎７２３・３４００ 要電話予約
アリス英会話・米国教師初～中級会話 月４回㊎午後７時～８時３０分 わくわくプラザ町田 入会２０００円・月３０００円 河野☎７３６・８５４８ 楽しく学びます、体験無料
ナマのイギリス英語入門（現地発） 毎月第２・４㊋午後１時～３時 生涯学習センター他 入会無料・月２０００円 クリーム・ティー☎７９７・６４８８ 見学・体験お気軽にどうぞ
英会話ディージー　初級レベル 月３回㊋午後６時３０分～８時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 菅原☎７２０・２９４８ 関連質問で英会話習得
ＥＧＥ文法は中学２・３年の初級英会話 月２回㊎午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月１５００円 ＥＧＥ渋谷☎０９０・５９９５・２２１９ 初参加の方は無料体験を！
海外旅行に役立つ英字新聞を楽しむ会 月３回㊌午前１０時～正午 なるせ駅前市民センター他 入会無料・月２７００円 進藤☎７３５・６３１７ やさしい記事もやります
かりんの会　英字新聞で世界を知る 第１・２・３㊎午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会１０００円・月３０００円 森☎０８０・８７４７・４２１１ １２月７日無料見学会要予約
中国語　宮沢賢治童話朗読会 毎月第１・３㊏午前１０時～１１時３０分 町田市民文学館第３会議室 入会無料・月２０００円 佐藤紀子☎０８０・１１０５・５６２０ １１月は休み、体験無料
スペイン語を学ぶ会“アミーゴス” 月４回㊐午前９時３０分～１１時３０分 生涯学習センター 入会無料・月３０００円 富永☎０８０・６７２５・４９２１ 見学歓迎です
書道（第一創習会）漢字かな基本から 毎月第１・３㊍午後１時３０分～３時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月２０００円 髙田☎０９０・２７６６・３１６１ 初心者体験レッスン歓迎
第二創習会　漢字かなを基本から学ぶ 毎月第２・４㊍午後１時１５分～３時１５分 生涯学習センター他 入会無料・月２０００円 井上典子☎７２７・２０９０ 初心者体験レッスン歓迎
実務書道クラブ～書道一般・ペン字 月２回㊍午後１時～３時、３時～５時 生涯学習センター 入会無料・月３５００円 中村☎０９０・２７６６・１５０６ 初めての方も！無料体験有
花月会（茶道） 毎月第２㊌午後１時～５時 つくし野コミュニティセン

ター 入会無料・月７００円 花月会☎７２６・３２９５　不在時は留守電に 見学歓迎・お気軽にどうぞ
楽楽フラワーアレンジ・一日体験も可 第２㊍午後２時または㊎午前１０時 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会１０００円・月無料 八木沢☎０９０・８０４６・５９３５　要電話 会費無料、材料費のみ
俳句初学教室 毎月第１㊊午後１時～５時 生涯学習センター他 入会無料・月１２００円 大嶋治子☎７９２・５２３３
歩み句会～初心者俳句講座生募集 毎月第１㊋午前１０時～正午 町田市民文学館他 入会無料・月１０００円 金子☎７９１・１９４７ 俳句を基礎から学びます
俳諧プラザ　俳句を学び、俳句で学ぶ 毎月第２㊏午後２時～５時 生涯学習センター他 入会無料・月１０００円 田中☎７２６・５９６４ お気軽においで下さい
たかんな句会　俳句初めての方歓迎 毎月第２㊋午後１時３０分～５時 わくわくプラザ町田 入会無料・月１０００円 白方☎７９２・２７１２ 月一度全国誌に投稿可
声を出し心と体に刺激を与う詩吟教室 月３回㊋午後１時３０分～４時 生涯学習センター 入会１０００円・月３０００円 小磯☎０８０・１０４６・３９６６ 金曜の教室も有ります
詩吟成瀬会～健康増進大の詩吟教室 毎週㊏午後７時～９時 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 宮﨑☎７２３・３７０１ ストレス解消に効果大です

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集


