
8 2019．7．1 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。

まちだ市民大学ＨＡＴＳ後期講座
問生涯学習センター☎７２８・００７１

【声優・歌手の基礎を学ぼう！！】の
申し込みをされた方へ

お 詫 び と お 願 い
　システムの不具合により、まち
だ子育てサイトから同イベントに
申し込みをされた方の、申し込み
登録がされていない場合がありま
す。同サイトから、申し込まれた方
は子ども総務課（☎724・2876）
へお問い合わせ下さい。ご迷惑を
おかけして申し訳ありません。

　詳細は募集案内（生涯学習セン
ター、各市民センター、各市立図書
館等で配布、町田市ホームページ
でダウンロードも可）をご覧下さ
い。
場生涯学習センター　他
申１次受付＝7月１日正午～4日午

後7時にイベシス（＝インターネ
ット）へ（コードは右表参照）／2
次受付＝7月５日正午～8月22日
にイベントダイヤル（☎724・
５6５6）またはイベシスへ。
※市内在住の方を優先のうえ抽選
します。

問子育て推進課☎724・4468

　子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」でご案内しています。 町田市子育てひろばカレンダー 検索

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 ! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス  検索町田市メール配信サービス

催し・講座催し・講座
堺 市 民 セ ン タ ー 祭 り

　相原地域の団体と堺市民センター
利用団体が「ありがとう　昭和・平成
・令和　ともに歩んだ３4回　つなげ
よう絆を未来へ！！」をキャッチフレ
ーズに開催します。
日7月6日㈯、7日㈰、午前１０時～午
後５時
場同センター
※駐車台数に限りがあります。
内相原地域の保育園・幼稚園、小・中
学校、その他団体による発表（演奏、
歌、ダンス、踊り、カラオケ等）、展示

（書道、押し花、絵画、俳句等）、販売
（おにぎり、かき氷、クッキー、すいと
ん、ブルーベリー、竹酢液等）
問同センター☎774・０００３
子どもも学べる平和イベント～サニ
ーサイドゴスペルクラブ町田

サ マ ー コ ン サ ー ト
　「ｓｉｎｇ ｉｎ ｕｎｉｔｙ ｌｉｖｅ ｉｎ ｐｅａｃｅ（み
んなでひとつになって歌い平和に生
きよう）」を理念に活動している、サ
ニーサイドゴスペルクラブ町田が心
を込めて歌います。
日8月３日㈯午後2時～３時
場生涯学習センター
曲目「Oｈ Hａｐｐｙ Dａｙ」「Ａｍａｚｉｎｇ　
Ｇｒａｃｅ」「希望の歌」（予定）
定１５8人（申し込み順）
申１次受付＝7月１日正午～３日午後
7時にイベシス（＝インターネット）
コード１９０7０4Ｅへ／2次受付＝7月
4日正午～28日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
自由民権資料館

町 田 の 現 代 史
　戦中～戦後期を対象に、「町田市
史」下巻（１９76年刊）編さん以降に
発見された史料や浮上した新たなテ

ーマ・視点を中心にお話しいただき
ます。
日①7月2１日②7月28日③8月4日
④8月１8日⑤8月2５日⑥９月１日、い
ずれも日曜日午前１０時～正午、全6
回
場同館閲覧室
内①町田市制施行と各町村の輿

よ

論
ろん

・
動向②町田郷土研究会の誕生と初期
の活動③首都圏構想と昭和の大合併
～「総合的都市」を目指した多摩の市
町村④陸軍士官学校・陸

りく

軍
ぐん

造
ぞう

兵
へい

廠
しょう

と
町田⑤多摩地域の団地建設と『団地
白書』⑥米軍基地問題と米軍機墜落
事件
講③多摩大学附属聖ヶ丘中学高等学
校教諭・梅田定宏氏④桜美林大学資
格・教職センター教授　浜田弘明氏
⑤桜美林大学リベラルアーツ学群准
教授・金子淳氏⑥國學院大學文学部
講師・栗田尚弥氏
※①②は同館学芸担当による講座で
す。
定各42人（申し込み順）
費各4００円
申7月2日正午からイベントダイヤ
ル（☎724・５6５6）またはイベシス
コード１９０7０2Dへ。
問同館☎7３4・4５０8
子どもたちの生と性を考える

あなたを大切にするために
　思春期の子どもたちの「親にだけ
は話さない」対人関係や恋愛、性に関
するリアルな現状をお伝えするとと
もに、インターネットやＳＮＳの状況、
デートDＶなど最近の性被害の危険
性にも触れ、自分自身を大切にする
こと、いのちの大切さを学びます。
対思春期のお子さんがいる保護者等
日8月１日㈭午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講武蔵野市助産師会会長・大田静香
氏
定2０人（申し込み順）
申7月4日正午～2５日にイベントダ
イヤル（☎724・５6５6）またはイベ

シスコード１９０7０4Dへ。保育希望
者（１歳6か月以上の未就学児、申し
込み順に１０人）は、7月１8日までに
併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎72３・
2９０8
大地沢青少年センター

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。　
　7月の特別プログラムは、「ウイン
ドベル」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7月１4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。
場同センター研修棟
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）
問同センター☎782・３8００
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7月１8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＝「多田洋
一」／おはなし＝「絵姿女房」（日本の
昔話）、「死人の恩返し」（イタリアの
昔話）、「小さいおいぼれ馬」（デンマ
ークの昔話）
語り手（特）まちだ語り手の会
申保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に6人）は、7月2日午前９
時から電話で同館（☎7３９・３42０）
へ。
市立博物館出張講座～工芸美術を体
験しよう　第１弾

市民センターでやきもの体験
　同館が所蔵している陶磁器作品の
話を聞いた後、お碗

わん

や箸置き、スープ
皿などを作ります。

【①粘土から作るＭｙ茶碗　Ｍｙ箸
置】
　茶碗と箸置き各１個を手びねりで
作ります。講師が釉掛け・焼成し、2

～３か月後に参加者に郵送します。
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（保護者の見学のみの参加は不
可）
日7月１３日㈯午後2時
～4時
場堺市民センター
講アトリエ方丈庵主宰
・くつわだりえ氏
定2０人（申し込み順）
費１2００円（送料別）

【②スープ皿を作ろう】
　型と粘土ひもを使って、口径１6cm
のスープ皿を１人１点作ります。講師
が釉掛け・焼成し、約１か月後に参加
者に郵送します。
対市内在住、在勤、在学の小学生以上
の方（小学4年生以下は保護者同伴、
保護者は見学のみの参加も可）
日7月３０日㈫午後2時～4時
場成瀬コミュニティセンター
講たからの窯・壇上尚亮氏
定３０人（申し込み順）
費１０００円（送料別）

◇
申7月３日正午からイベントダイヤ
ル（☎724・５6５6）またはイベシス
コード①１９０7０３Ａ②１９０7０３Ｂへ。
問同館☎726・１５３１
市立博物館 民俗資料展示室特別公開

昔の道具を観察しよう！
　同館が所蔵している、市内で稲作
や養蚕に使われていた古い道具を特
別公開します。
日7月2日㈫午前１０時～午後３時３０
分
場小中一貫ゆくのき学園第2校舎３
階民俗資料展示室
問市立博物館☎726・１５３１
忠生公園

定 例 自 然 観 察 会
【夏の谷戸観察】
日7月7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

町田市立図書館7月、8月の子ども向けの催し
催　し 日　程 時　間 会　場

①ちいさい子向けおはなし会
②おおきい子向けおはなし会
③乳幼児向けおはなし会
④こどもえいが会

①7月10日、17日、31日、8月14日、21日、28日
②�7月24日、31日、8月14日、21日、28日（7月、8
月は土曜日のおはなし会はありません）

③7月12日、26日、8月9日、23日
④7月3日、8月7日

①午後2時30分から
②午前11時から
③午前10時30分から、11時から
④午後3時から

中央図書館
☎728・8220

※詳細は町田市立図書館ホームページ、または、まちだ子育てサイトをご覧下さい。
※その他、各市立図書館でも催しを行っています。詳細は各市立図書館へお問い合わせ下さい。
問�さるびあ図書館☎722･3768、鶴川図書館☎735･5691、鶴川駅前図書館☎737・0263、金森図書館☎710･1717、木曽山崎図書館☎
793･6767、忠生図書館☎792・3450、堺図書館☎774･2131�

講座概要
講座名 日時／定員／費用 イベシスコード

① “こころ”と“からだ”の健康学～自分らしく元気に生きるために
9月5日～12月4日の原則木曜日、午後2時
～4時、全7回／50人／2000円 190705C

② 環境講座～わたしたちのまちの環境探検
9月16日～11月30日の原則土・日曜日の
日中、全9回／32人／2000円 190705Ｆ

③ くらしに活きる法律～法って私たちのくらしに役立っているの？
9月17日～12月3日の原則火曜日、午後6
時～8時、全9回／50人／3000円 190705Ｄ

④ 人間科学講座～テクノロジー・いのち・人権
9月18日～12月11日の水曜日、午後7時
～9時、全10回／50人／3000円 190705Ｅ

⑤ まちだの福祉～権利を知り、制度を活かし、地域に生きる
9月26日～11月28日の木曜日、午後6時
30分～8時30分、全8回／30人／2000円 190705Ａ

⑥ 町田の歴史Ⅱ～明治から現代まで 9月27日～11月29日の金曜日、午後2時～4時15分、全10回／50人／3000円 190705B


