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催し・講座催し・講座
市立博物館出張講座～工芸美術を体
験しよう

コミュニティセンター 
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８月２４日㈯午後２時～４時
場三輪コミュニティセンター
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１６㎝
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８月２５日㈰午後２時～４時
場つくし野コミュニティセンター
講たからの窯・檀上尚亮氏
定３０人（申し込み順）
費１０００円（送料別）

◇
申８月６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①１９０８０６Ｂ②１９０８０６Ｃへ。
問同館☎７２６・１５３１

ふ れ あ い コ ン サ ー ト
　ピアノと声楽のコンサートです。
対６歳以上の方
日１０月１３日㈰午後２時３０分開演
場堺市民センター
曲目プッチーニ「Ｑｕａｎｄｏ ｍｅʼｎ ｖｏ」

（私が街を歩けば）、ドニゼッティ「Ｕ
ｎａ ｆｕｒｔｉｖａ ｌａｇｒｉｍａ」（人知れぬ涙）　
他（予定）
出演鳥尾匠海、鈴木椎那、酒井未希
定３００人（申し込み順）
費５００円
申８月７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１９０８０７Ｃへ。
問町田市民ホール☎７２８・４３００、堺
市民センター☎７７４・０００３

町田市障がい者福祉センター
ひかり療育園センターまつり

【楽しく！おいしく！盛り上がろう！】
日８月２４日㈯午後５時～７時１５分

（小雨実施）
場ひかり療育園
内盆踊り、和太鼓演奏、各種ゲームコ
ーナー、模擬店（有料）等
問ひかり療育園☎７９４・０７３０返７９４
・０７７２

南市民センターまつり
　南共栄会商店街と子どもセンター
ばあんの夏祭りも同時に開催されま
す。
日８月２５日㈰午前１０時３０分～午後
４時
場南市民センター
内水彩画・栽培洋蘭の展示、かき氷の
販売、おもちゃ製作、剣道防具着用体
験、吹奏楽演奏・リズム体操・音楽ア
ンサンブルの発表　等

【個人番号カード（マイナンバーカー
ド）申請用写真の無料撮影と申請書
類の案内も行います】
定９８人（申し込み順）
申８月２日正午～５日＝イベシス（イ
ンターネット）コード１９０８０２Ｃへ
／８月６日午前９時～９日午後５時＝
電話で南市民センターへ。
※当日、定員に空きがあれば午後３
時まで受け付けます（時間指定有
り）。

◇
問同センター☎７９５・３１６５
子どもセンターばあん

夏 ま つ り
日８月２５日㈰午前１０時～午後３時
場子どもセンターばあん
内ゲーム、工作、遊びのコーナー、ス
テージ発表、模擬店（有料）等
問ばあん☎７８８・４１８１
新規参加者募集！

障がい児スポーツ教室
　運動を楽しむための教室です。
対障がいのある小学生～１８歳の方
日土曜日午後、年間３６回程度
場サン町田旭体育館、町田市子ども
発達センター温水プール
定若干名（抽選）

【見学説明会を開催します】
　教室の雰囲気を知っていただくた
め、現地で見学説明会を行います。説
明会で参加申込書を配布します。教
室への参加を希望する方は、必ずい
ずれかの日程でご参加下さい。

日程９月７日㈯、１４日㈯
申８月２３日までに電話で障がい福祉
課へ。
問障がい福祉課☎７２４・２１４７返０５０
・３１０１・１６５３
ＮＨＫ・市立図書館共催～日中文化
交流協定締結４０周年記念

特別展「三国志」関連文化講演会
　東京国立博物館平成館（台東区）で
開催されている特別展「三国志」（会
期＝９月１６日まで）の見どころを研
究員が解説します。
　参加者には本展の招待券を１人１
枚差し上げます。
日８月２４日㈯午後２時開演
場中央図書館
講東京国立博物館特任研究員・谷豊
信氏
定１１７人（抽選、結果は８月１４日ごろ
発送）
申往復ハガキに参加者全員の住所・
氏名（ふりがな）・電話番号を明記し、
８月８日まで（必着）に、中央図書館講
演会担当（〒１９４－００１３、原町田３
－２－９）へ（申し込みは２人まで）。
※切手代不足や１枚で３人以上の応
募は無効となります。
問中央図書館☎７２８・８２２０
町田地方史研究会・町田市生涯学習
センター共催講演会

乞田鍛冶屋・濵田家と町田
　幕末の刀鍛冶「乞田鍛冶」の濵田家
は、麥

ばっ

花
か

塚
づか

の建立や原町田への乞田
鍛冶屋の出店、武相交輪会との関わ
りなど、町田とゆかりの深い家です。
本講演会では、乞田鍛冶と町田との
関わりについて紹介します。
日８月２４日㈯午後２時～４時
場生涯学習センター
講（公財）多摩市文化振興財団学芸員
・橋場万里子氏
定１１８人（申し込み順）
申１次受付＝８月１日正午～午後７時
にイベシス（インターネット）コード
１９０８０２Ｇへ／２次受付＝８月２日正
午～２１日にイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６）またはイベシスへ。
※附室からの親子鑑賞希望者（未就
学児、申し込み順に８人）は電話で併
せて申し込みを。
問同センター☎７２８・００７１
開講します

２０１９年度後期ことぶき大学
　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）をご覧下さい。
対市内在住の２０１９年４月１日現在
６０歳以上の方
日①９月２５日～１２月１１日の水曜
日、午後２時～３時３０分②９月２６日
～１２月１２日の木曜日、午後２時～４
時、各全６回
場①生涯学習センター②生涯学習セ
ンター　他
内①健康コース「初めての方も安心
！～やさしいヨガでわくわく生き生
き！」②教養コース「教科書に載らな
い偉人たち～町田（武相）に生きた民
間宗教者たち」
定①５０人②１５８人／抽選
申１次受付＝８月２日正午～６日午後
７時にイベシス（インターネット）コ
ード①１９０８０７Ｅ②１９０８０７Ｆへ／２

次受付＝８月７日正午～２３日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスへ。
問生涯学習センター☎７２８・００７１
赤点パパの“子育てと仕事の両立”

行動デザインワークショップ
　日々の子育てや仕事の悩みを父親
同士で共有し、「子育てと仕事の両
立」に向けての解決策を見つけます。
対市内在住、在勤で、就学前のお子さ
んがいる父親
日９月１日、８日、いずれも日曜日午後
２時～４時、全２回
場町田市民フォーラム
講博報堂こそだて家族研究所パパハ
ックション
定２０人（申し込み順）
申８月６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１９０８０６Ｄへ。保育希望
者（６か月以上の未就学児、申し込み
順に１０人）は、８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
国際版画美術館

夏期子ども講座作品展
【「がんばれ！ワクワクいきものオリ
ンピック」展】
　今年度の夏期子ども講座に参加し
た子どもたちと、指導した東京学芸
大学生による作品展です。いろいろ
な生き物による空想オリンピックの
ワンシーンを版画で作りました。
日８月６日㈫～１０日㈯、午前１０時～
午後５時（６日は午後１時から、１０日
は午後１時まで）
場同館市民展示室
問同館☎７２６・２８８９
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ

公 開 講 座
【環境学～パリ協定対応の未来像を
市民としてどう理解するか　日本の
２０５０年プランとは？】
　気候変動抑制に関する多国間協定
について、専門家がお話しします。
日９月２３日㈷午後２時～４時
場生涯学習センター
講（一財）持続性推進機構ＩＰＳｕＳ理事
長・安井至氏
定１２６人（申し込み順）
申１次受付＝８月１日正午～６日午後７
時にイベシス（インターネット）コー
ド１９０８０７Ｄへ／２次受付＝８月７日
正午～９月１３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
手作りでわいわい

に じ い ろ フ レ ン ズ
対０～２歳児とその保護者
日８月２１日㈬午前１０時～正午
場生涯学習センター
内毛糸の指編みで子ども用ヘアバン
ドや色紙でポプリの入れ物（サシェ）
等を作る
講子育てサークル「にじいろあそび」
定７組（申し込み順）
費１組２００円（材料費、お茶代）
申８月２日午前９時から電話で同セン
ター（☎７２８・００７１）へ。

市庁舎で夏まつり
問市有財産活用課☎７２４・２１６５

日８月２３日㈮午前９時～午後４時
場イベントスタジオ（市庁舎１
階）、こもれび広場（市庁舎前）

【お気軽においで下さい】
○さるびあ亭かーこさんによるオ
リジナルライブ　
時間午前１１時から、午後２時から
○射的　
費１回１００円
○ヨーヨー・コーヒーパック釣り　
　市庁舎４階の屋上花畑に関する

クイズに正解すると参加できます
（アンケートに回答した方にはプ
レゼントも有り）。
○キッチンカー　
　クレープ、かき氷、タピオカドリ
ンク等を販売します。
○その他　
　商品を購入した方へ短冊をプレ
ゼント（小学生以下のお子さんに
は、ソフトクリーム作り体験チケ
ットが当たる抽選券を配布）


