
6 2019．5．1 ☎042・724・5656（電話受付時間＝午前7時〜午後7時）番号間違いにご注意下さい町田市イベントダイヤル

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5月は「職員募集」

ヘルスアップクッキング
【デリ・惣

そう

菜
ざい

を使ったアレンジレシピ】
対市内在住の方
日５月２４日㈮午前９時４５分～午後０
時３０分
場健康福祉会館
内栄養士の話、調理実習、会食
定２４人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申５月８日正午～１５日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０５０８Ｃへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

市 民 公 開 講 座
【まぶたが重い、視界が狭い、眠たそ
う～もしかして眼瞼下垂！？】
　医師が眼

がん

瞼
けん

下垂について分かりや
すく講演を行います。
日５月３１日㈮午後３時～４時３０分
場町田市民病院
講町田市民病院形成外科部長・林淳
也医師
定１００人（申し込み順）
申５月８日正午～２８日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０５０８Ｇへ。
問町 田 市 民 病 院 医 事 課 ☎７２２・
２２３０（内線７１３２）
地産地ＳＨＯＷコンサート

柳生絵美子ピアノコンサート
　市内で活躍するピアニスト・柳生
絵美子さんのコンサートです。
日５月２４日㈮正午～午後０時５０分

（開場は午前１１時４５分）
場市庁舎３階アトリウム
曲目平井康三郎「幻想曲“さくらさく
ら”」、ショパン「英雄ポロネーズ」「革
命」、谷村新司「いい日旅立ち」　他

（予定）
定１１９席（先着順）
問文化振興課☎７２４・２１８４

大地沢青少年センター
【①青空アトリエ】
　毎月第２日曜日に、電動糸のこや、

のこぎりなどを使い、木やまゆ等で
椅子やクラフトを作ります。
　特別プログラムは、「母の日メモス
タンド」を予定しています。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日５月１２日㈰午前１０時～午後３時

（雨天実施）
※開催時間内であれば、何時からで
も参加できます。
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）

【②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つくり、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５月２６日㈰午前１０時～午後３時
定２０人（申し込み順）
費４００円
申５月１日午前９時から電話で同セン
ターへ。

◇
場同センター①研修棟②野外炊事場
問同センター☎７８２・３８００
生涯学習センター

利 用 者 交 流 会
【町田でカフェだよ！全員集合】
日５月２５日㈯午後１時～５時
場生涯学習センター
内オープニングイベント、基調講演

「考えるってどういうこと？～カフ
ェの可能性」、分科会＝「公民館カフ
ェ」「哲学カフェ」「認知症カフェ」「子
どもと子育て世代の“ゆるカフェ”」

「学生主催カフェ」、分科会報告
講東京大学教授・梶谷真司氏
定１００人（申し込み順）
申電 話 で 同 セ ン タ ー（ ☎７２８・
００７１）へ。
和光大学共催講座

死にいかに向かい合うか 
ユーラシアの民族伝承から考える

　人はなぜ死ぬのか、いかにして死
から逃れることができるのかという
人類の長年のテーマについて神話や
叙事詩から読み解きます。

日①６月１４日②６月２１日③６月２８
日、いずれも金曜日午後７時～９時、
全３回
場生涯学習センター
内①叙事詩と民間伝承が語る死と不
死②神話と宗教聖典が語る死と不死
③ユーラシアを横断するテーマとし
ての死と不死
講和光大学教授・坂井弘紀氏、松村一
男氏
定３０人（申し込み順）
申５月１日午前９時から電話で同セン
ター（☎７２８・００７１）へ。
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ

公 開 講 座
【①まちだ市民国際学～安田純平　
シリアを語る　戦争の真実とジャー
ナリストの責任】
　ジャーナリストの安田氏が、中東
の現状やシリアで４０か月間拘束さ
れた経験を語ります。
日５月２８日㈫午後６時～８時
講ジャーナリスト・安田純平氏
定７０人（抽選）

【②町田の歴史～江戸後期の町田 成
熟する地域社会】
　１９世紀を中心に町田市域の村む
らが、江戸前期と比べて、どのような
変化を遂げたのか、江戸に近いとい
う地理的な特徴も踏まえながら、具
体的な事例を挙げて自由民権資料館
の学芸担当が解説します。
日６月２１日㈮午後２時～４時
定１０８人（申し込み順）

【③まちだの福祉～公共トイレにお
けるユニバーサルデザイン　企業の
取り組みから】
　ニーズが多様化している公共トイ
レについて、ユニバーサルデザイン
の視点から企業の取り組みを紹介し
ます。
日６月２７日㈭午後６時３０分～８時３０
分
講ＴＯＴＯ(株)・ＵＤプレゼンテーショ
ン推進部　長谷寛氏 
定１２８人（申し込み順）

【④環境講座～適応法の施行と流域
思考の水土砂災害対策】
　近年、日本各地で多発している台

風や豪雨による水害・土砂災害につ
いて語っていただきます。
日６月３０日㈰午後２時～４時
講慶應義塾大学名誉教授・岸由二氏 
定１３４人（申し込み順）

◇
場①町田市民フォーラム②③④生涯
学習センター
申①１次受付＝５月１日正午～７日午
後７時にイベシス（＝インターネッ
ト）コード１９０５０８Ｆへ／２次受付＝
５月８日正午～１９日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベシ
スへ②③④１次受付＝５月１日正午～
１３日午後７時にイベシスコード②
１９０５１４Ａ③１９０５１４Ｃ④１９０５１４
Ｂへ／２次受付＝５月１４日正午から
②６月１３日まで③④６月２３日まで
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
再び！本気でつくる

町田の縄文土器と野焼き体験
　町田市は、都内でも遺跡が多く、優
れた縄文土器が発掘されています。
市内で出土した縄文土器を見なが
ら、当時の手法で土器を制作します。
※東京都埋蔵文化財センターとの共
催です。
日①６月１２日㈬午後１時～３時②６月
１９日㈬午前９時３０分～午後４時③６
月２０日㈭午前９時３０分～午後４時④
１１月２０日㈬午前９時３０分～午後３
時、全４回
場①②③町田市陶芸スタジオ（下小
山田町）④大地沢青少年センター
内①学芸員による町田の縄文のはな
し②③縄文土器の制作（３㎏の土を
使用）④野焼き
※町田市民文学館の企画展と東京都
立埋蔵文化財調査センターの見学を
予定しています（希望者のみ）。
講②③④東京都埋蔵文化財センター
職員　他
定１６人（初受講者を優先のうえ、抽選）
費１０００円（材料費）
申５月７日午前９時～２９日午後５時に
電話で生涯学習センター（☎７２８・
００７１）へ。

催し・講座催し・講座

お気軽にご相談下さい　6月、7月の母子健康案内
事業名 対　象 会　場 開催日 時　間 内　容／その他 問い合わせ

プレママ・パパクラス（申し込み制）
申イベントダイヤル（☎724・
5656）またはイベシスコードＡコ
ース=190228Ｍ、Ｂコース＝
190228Ｎへ

16～35週の妊
婦とその夫 健康福祉会館 Ａコース

6月7日、7月5日㈮
午後1時30分～4時

妊娠中の過ごし方、歯の
衛生等

保健予防課
地域保健係
☎725･5127

6月14日、7月12日㈮ 分娩経過とリラックス法
等

Ｂコース 6月22日、7月20日㈯ 午前10時～正午 もく浴実習、妊婦体験等

乳幼児・母性相談
※母子健康手帳をお持ちのうえ、
直接会場へおいで下さい。

2か月以上の未
就学児とその保
護者

健康福祉会館 6月10日、24日、7月8日、22日㈪ 受け付け＝午前9時45分～
11時30分、午後1時30分～
3時

身長･体重測定、保育相
談、栄養相談、歯科相談、
母親のからだや気持ちの
相談

鶴川保健センター 6月3日、7月1日㈪
子どもセンターばあん 6月21日、7月5日㈮
忠生保健センター 6月17日㈪、7月19日㈮ 受け付け＝午前9時45分～

11時30分小山市民センター 7月3日㈬
母性保健相談、母乳育児相談

申来所相談と乳房マッサージは要
予約、電話で保健予防課へ

市内在住の方
（里帰り中の方
の参加も可）

健康福祉会館 6月6日、13日、20日、27日、7月4
日、11日、18日、25日㈭

午前10時～正午、午後1時
～3時

助産師による相談、乳房
マッサージ／電話相談は
随時可、健康福祉会館（☎
725・5419）へ

プレママクッキング（申し込み制）
申イベントダイヤル(☎724・
5656）またはイベシスコード
190319Pへ

16～35週の妊
婦 健康福祉会館 6月27日、7月25日㈭ 午前10時～午後1時

調理実習、会食、妊娠中の
食生活の話
費500円（食材費）

保健予防課
保健栄養係
☎722・7996

離乳食講習会(初期・後期）、
幼児食講習会／申し込み制

申イベントダイヤル(☎724・
5656）またはイベシスコード初期
=190319Ｓ、後期=190319Ｋ、幼
児食=190319Yへ

4～6か月児の保
護者

健康福祉会館 初期
6月6日㈭、7月9日㈫、
22日㈪ 午前10時5分～11時45分 離乳食の話と試食

鶴川保健センター 6月25日㈫ 午後1時40分～3時20分
8～10か月児の
保護者

健康福祉会館 後期 6月11日㈫、7月18日㈭ 午前10時5分～11時40分 離乳食後期の話と試食、
歯の話鶴川保健センター 6月25日㈫

1歳6か月～2歳
0か月児の親子 健康福祉会館 幼児食 6月12日㈬ 午前9時55分～11時45分 親子遊び、幼児食の話と

試食
※プレママクッキングを除き、各日とも同一内容です。詳細はまちだ子育てサイトでもご覧いただけます。


