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まちエコ・フリーマーケット
　「包丁研ぎ」もあります（正午まで）。
日６月９日㈰午前９時～午後２時
場町田リサイクル文化センター隣接
地
【フードドライブを同時開催】
　各家庭で余っている食材を持ち寄
り、集まった食材を福祉団体・施設な
どに寄附するフードドライブを（株）
協栄の協力のもと開催します。
○特に喜ばれるもの　調味料・レト
ルト食品・缶詰・お菓子・お茶等
※混雑時は、駐車できない場合もあ
ります。
※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
忠生公園
定 例 自 然 観 察 会

【初夏のいきもの】
日６月２日㈰午前９時３０分～１１時３０
分（雨天中止）
場同公園
※集合は同公園自然観察センター
（忠生がにやら自然館）です。
問同公園☎７９２・１３２６
国際版画美術館～企画展「ＴＨＥ　 ＢＯ
ＤＹ～身体の宇宙」関連イベント
プロムナード・コンサート

【ＴＨＥ　 Ｓ
サ ク ソ フ ォ ン

ＡＸＯＰＨＯＮＥ　】
　サックスとピアノが奏でる音楽と
ともに「身体の宇宙」の世界をお楽し
み下さい。
日６月１５日㈯、午後１時から、午後３

時から（いずれも３０分程度）
場同館エントランスホール
※座席の用意はありません。
演奏坂口大介（サックス）、南保ひと
み（ピアノ）
問同館☎７２６・２８８９
生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催～３水スマイルラウンジ
鶴 川 の 歴 史

【鶴見川源流域を辿る】
　上小山田町の泉を源流とし、横浜
市鶴見区の河口から東京湾に注ぐ全
長４２．５㎞、流域面積２３５㎢の一級河
川である鶴見川の全体概要を把握
し、源流域（泉～図師大橋付近）の主
な谷戸・川・橋・寺社・古道・人物等に
触れ、歴史的な背景を辿

たど

ります。
日６月１９日㈬午前１０時～１１時、午
後１時～２時（各回とも同一内容）
場和光大学ポプリホール鶴川３階多
目的室
講小島日記研究会会員・荒井仁氏
問生涯学習センター☎７２８・００７１
文学館でたのしむ
おとなのためのおはなし会
　保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日６月２０日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分
場町田市民文学館２階大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「神蔵器」
／おはなし＝「金魚」（エリナー・ファ
ージョン作）、「水たまり」（沙石集）、
「マレーン姫」（グリム童話）
語り手（特）まちだ語り手の会
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は、６月１日午前９

時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。
稲城の古えから現代を訪ねて
ウォーキングイベント
　市では、周辺自治体と連携した観
光施策を進めています。その一環と
して、多摩川沿いから大丸用水を中
心に、穴澤天神社や稲城ペアテラス
などを巡りながら約９㎞のコースを
歩きます。
日６月２３日㈰午前９時～正午（小雨
実施）、集合は京王相模原線京王よみ
うりランド駅

※雨具はレインコート等をご用意下
さい（傘は不可）。
定３５人（申し込み順）
費５００円
申住所・氏名（ふりがな）・携帯電話番
号・性別・年齢、同行者の氏名・年齢を
明記し、ハガキ、ＦＡＸまたはＥメール
で、６月１８日まで（必着）にＪＴＢ東京
多摩支店ウォーキングイベント係
（〒１９０－００２３、立川市柴崎町２－
１２－２４、ＭＫ立川南ビル３階、返０４２
・５２１・５５５８遍ｍｉｎａｍｉｔａｍａ＠ｊｔｂ．
ｃｏｍ）へ。
問観光まちづくり課☎７２４・２１２８

６月は環境月間〜エコについて考えよう！
環境月間イベントを開催します

問環境政策課☎７２４・４３８６

２０１９年度多摩・島しょ広域連携活動助成事業

多摩・島しょ子ども体験塾
問子ども総務課☎７２４・２８７６

日６月３日㈪～７日㈮、午前８時３０分
～午後５時（最終日は午後３時まで）
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
【「もったいないことしま川

せん

柳
りゅう

」作品
紹介】
　市民の皆さんから寄せられた川柳
の中から、厳選した１００作品を紹介
します。
【剪定枝たい肥の販売】
　市内で回収した剪

せん

定
てい

枝
し

から作った
たい肥を販売します（５ℓ＝５０円、
１０ℓ＝１００円、売り切れ次第終了）。
※手さげ袋等をお持ち下さい。
日期間中毎日、午前９時～正午
【地球温暖化対策の紹介】
　地球温暖化対策に関する展示と家
庭でできる取り組みを紹介します。
【まちの美化の取り組みの紹介】
　駅周辺での清掃活動をはじめとし

た美化活動の様子を展示します。
【熱回収施設等の整備運営事業の紹
介】
　老朽化したごみ処理施設に代わ
る、新たな施設の整備状況について、
ドローンを使った映像紹介や完成模
型を展示します。
【同時開催～出張リサイクル広場】
日６月６日㈭、７日㈮、午前１０時～午
後３時
場市庁舎正面玄関横
無料回収品目陶磁器・ガラス食器、フ
ライパンなどの家庭金物、ビデオテ
ープ、廃食用油、ヨーグルトなどの紙
容器、洗剤の計量スプーン、ペットボ
トルのふた、パン袋の留め具、インク
カートリッジ、小型家電
※他にもさまざまなイベントを企画
しています。

【①「声優」・「歌手」の基礎を学ぼう！！】
　詳細は、まちだ子育てサイト、チラ
シまたは稲城市ホームページをご覧
下さい。
対町田・多摩・稲城市在住の小学生～
高校生
場稲城市立ｉプラザ（稲城市）
内声優コース、歌手コース
定声優コース＝６０人、歌手コース＝
６０人／抽選
費３５００円（初回レッスン時に現金

で徴収）
申住所・氏名・電話番号・学年・保護者
氏名・参加希望コースを明記し、６月
２日～２３日午後６時にＥメールでＪＴ
Ｂコミュニケーションデザイン（遍ｋ
ｏｄｏｍｏｔａｉｋｅｎｊｙｕｋｕ．ｓｅｉｙｕ２０１９＠
ｊｔｂｃｏｍ．ｃｏ．ｊｐ）へ。
問ＪＴＢコミュニケーションデザイン
（子ども体験塾係）☎０３・５６５７・
０６２４または町田市子ども総務課へ。
【②この夏は、サンリオピューロラン

「声優」・「歌手」の基礎を学ぼう�　日程表
コース名 レッスン日１ レッスン日２ リハーサル日 本番日

声優コース
（小学生）①

７月２９日㈪午前１０
時３０分～午後０時
３０分

８月５日㈪午前１０
時３０分～午後０時
３０分

８月１１日㈷
午前９時～
午後５時

８月１２日（振
休）午前９時
～午後５時

声優コース
（小学生）②

７月２９日㈪午後１
時３０分～３時３０分

８月５日㈪午後１時
３０分～３時３０分

声優コース
（中学・高校生）①

７月３０日㈫午前１０
時３０分～午後０時
３０分

８月６日㈫午前１０
時３０分～午後０時
３０分

声優コース
（中学・高校生）②

７月３０日㈫午後１
時３０分～３時３０分

８月６日㈫午後１時
３０分～３時３０分

歌手コース
（小学生）①

７月３１日㈬午前１０
時３０分～午後０時
３０分

８月７日㈬午前１０
時３０分～午後０時
３０分

歌手コース
（小学生）②

７月３１日㈬午後１
時３０分～３時３０分

８月７日㈬午後１時
３０分～３時３０分

歌手コース
（中学・高校生）①

８月１日㈭午前１０
時３０分～午後０時
３０分

８月８日㈭午前１０
時３０分～午後０時
３０分

歌手コース
（中学・高校生）②

８月１日㈭午後１時
３０分～３時３０分

８月８日㈭午後１時
３０分～３時３０分

※クラス数は、募集状況により変動します。
※本番日は当日リハーサルを含みます（発表会は午後の予定）。

サンリオピューロランドスタッフにチャレンジ�　日程表
【パレードスタッフプラン】

コース名 レッスン日 チャレンジ日 ダンス発表会

ハローキティコース ７月２４日㈬午前１０時
～午後１時３０分

７月２７日㈯午前１０時
３０分～午後１時３０分

８月３１日㈯午
前８時３０分～
１１時

マイメロディコース ７月２９日㈪午前１０時
～午後１時３０分

８月３日㈯午前９時３０
分～午後０時３０分

ポムポムプリンコース ８月５日㈪午前１０時
～午後１時３０分

８月１０日㈯午前１０時
３０分～午後１時３０分

ポチャッココース ８月８日㈭午前１０時
～午後１時３０分

８月１７日㈯午前１０時
３０分～午後１時３０分

【サービススタッフプラン】
コース名 レッスン日 チャレンジ日

リトルツインスターズコース ７月２５日㈭午前９時４５分
～午後０時３０分

７月２８日㈰正午～午後３
時３０分

シナモロールコース ７月３０日㈫午前９時４５分
～午後０時３０分

８月４日㈰正午～午後３時
３０分

クロミコース ８月６日㈫午前９時４５分～
午後０時３０分

８月１１日㈷正午～午後３
時３０分

バッドばつ丸コース ８月９日㈮午前９時４５分～
午後０時３０分

８月１８日㈰正午～午後３
時３０分

ドスタッフにチャレンジ！！】
　詳細は、まちだ子育てサイト、チラ
シまたはサンリオピューロランドホ
ームページをご覧下さい。
○パレードスタッフプラン
　出演ダンサーからレッスンを受
け、オリジナルＴシャツを着てパレー
ドの前後に出演します。また、キャラ
クターと一緒にメルヘンシアターの
ダンスショーに出演します（保護者の
観覧可）。ダンス初心者も歓迎です。
対町田・多摩・稲城市在住の小学３年
生～高校生
定各４０人（４コース実施、抽選）
費４５００円

○サービススタッフプラン
　スタッフと同じコスチュームを着
て接客します。
対町田・多摩・稲城市在住の小学５年
生～高校生
定各２０人（４コース実施、抽選）
費２０００円

◇
場サンリオピューロランド（多摩市）
申６月５日午前１０時～２１日午後６時
に同ランドホームページで申し込み。
問同ランドゲストセンター☎０４２・
３３９・１１１１（受付時間＝午前９時３０
分～午後５時〔休館日を除く〕）また
は町田市子ども総務課へ。


