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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8月は「町田市名誉市民　造形美術家　三橋國民」 市HP

さがまちカレッジ
講 座 受 講 者 募 集

　詳細は講座案内チラシ（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（さがま
ちコンソーシアムホームページでダ
ウンロードも可）。

【①永井荷風『日和下駄』（１９１５年）
にみる景観～江戸から東京へ】
　永井荷風生誕１４０年の今年、荷風
が『日和下駄』に引用している浮世絵
や狂歌などに触れながら、失われた
風景も含めて景観を味わう秘

ひ

訣
けつ

を読
み解きます。
日９月１８日㈬午前１０時３０分～午後
０時４０分
講相模女子大学学芸学部日本語日本
文学科教授・南明日香氏
定６０人（申し込み順）
費１０００円

【②公共交通整備は高齢者や外国人
対策の切り札になるのか？～半世紀
にわたるフランスのＬＲＴ（路面電車）
整備の成果をもとに考える】
　フランスで１９６０年以降に行われ
た公共交通機関整備政策の背景や功
罪を振り返りながら、日本における
ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）に沿っ
た公共交通施策とは何かを考察しま
す。
日９月２１日、２８日、１０月５日、いずれも
土曜日午前１０時３０分～正午、全３回
講相模女子大学社会マネジメント学
科教授・湧口清隆氏、東京経済大学経
営学部教授・青木亮氏
定５０人（申し込み順）
費２０００円

◇
対１８歳以上の方
場相模女子大学（相模原市）
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①９月１２日まで②９月１８
日まで（いずれも必着）に、郵送また
はＦＡＸでさがまちコンソーシアム
事務局へ（さがまちコンソーシアム
ホームページで申し込みも可）。
※申込締切日までに定員に達しない
場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
生涯学習センターコンサート事業

河野智美ギターリサイタル
【心に響くギターの調べ】
　国内外で活躍する河野智美さんが

ギターの名曲からなじみのあるポピ
ュラー曲まで、心に響くギターの音
色をお届けします。
日９月７日㈯午後２時開演
場生涯学習センター
曲目ゴルトベルク変奏曲よりアリ
ア、アルハンブラの想い出、Ｙｅｓｔｅｒｄ
ａｙ　他（予定）
定１５８人（申し込み順）
申１次受付＝８月１日正午～５日午後
７時にイベシス（インターネット）コ
ード１９０８０６Ｈへ／２次受付＝８月６
日正午～２４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
親子で楽しむ

１６ミ リ 映 画 の 世 界
　どこか懐かしいような、アナログ
でカタカタと動く１６ミリフィルム
で見るアニメの世界を、お子さんと
楽しみませんか。１６ミリ映写機の仕
組みや使い方のお話もあります。
対小学生以下の子どもとその保護者
日８月１７日㈯午後２時～４時
場生涯学習センター７階ホール
上映作品ミッキーマウスの魔法の帽
子　他（予定）
問同センター☎７２８・００７１
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
【鶴川・岡上に暮らすいきものたち】
　鶴川や岡上（川崎市麻生区）に残さ
れている多くの自然と、そこに生息す
る動物・魚・昆虫の様子を紹介します。
日８月２１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
講和光大学地域連携研究センター地
域・流域共生フォーラム　齋藤透氏
問生涯学習センター☎７２８・００７１
町田市民文学館　古典文学講座

教科書には載っていない古
文ウラ話～“児”とは何か？

　有名な古文作品について、「児
ちご

」を
テーマに分かりやすく解説します。
対中学生以上の方
日９月８日㈰午後２時～４時
場町田市民文学館

講白百合女子大学教授・伊東玉美氏
定５０人（申し込み順）
申１次受付＝８月１日正午～５日午後
７時にイベシス（インターネット）コ
ード１９０８０６Ｆへ／２次受付＝８月６
日正午～９月５日にイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
へ。
問同館☎７３９・３４２０
大地沢青少年センター

青 空 ア ト リ エ
　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。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日①８月４日②８月１１日、いずれも日
曜日午前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
内特別プログラム＝①竹の水鉄砲②
貯金箱（予定）
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
宝くじ文化公演

由紀さおり・安田祥子 
コ ン サ ー ト

　懐かしい童謡が盛りだくさんの公
演です。
対６歳以上の方
日１１月１５日㈮午後３時開演
場町田市民ホール
曲目故郷、エーデルワイス、トルコ行
進曲　他（予定）
費２５００円（全席指定）
※宝くじ助成による特別料金です。
申８月１４日から電話で町田市民ホー
ル（☎７２８・４３００）へ。保育希望者

（有料、６か月以上の未就学児、申し
込み順）は併せて申し込みを。
※かわせみオンラインチケット（イ
ンターネット）で申し込みもできま
す（保育の申し込みは不可）。詳細は
町田市民ホールホームページをご覧
下さい。　
※公演内容に関することは町田市民
ホールへお問い合わせ下さい。
問文化振興課☎７２４・２１８４

市 民 公 開 講 座
【薬物乱用防止～薬物の魔の手は近
くに】
　町田市薬剤師会との共催です。
※要約筆記があります。
日８月３１日㈯午後２時３０分～４時３０
分
場健康福祉会館
※来館の際は、公共交通機関をご利
用下さい。
講町田市薬剤師会副会長・大谷芳彦

氏
定１８０人（申し込み順）
申８月２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１９０８０２Ｆへ。
問保健総務課☎７２２・６７２８

地 産 地 Ｓ Ｈ Ｏ Ｗ 落 語
　夏休み特別企画として、落語会を
開催します。出演は、町田市ゆかりの
若手落語家・柳家小はぜさん、三遊亭
伊織さんで、演目は当日までのお楽
しみです。
日８月２８日㈬正午～午後０時５０分

（開場は午前１１時４５分から）
場市庁舎３階会議室３－１～３
定１６８席（先着順）
問文化振興課☎７２４・２１８４
町田市文化プログラム

海洋プラスチックごみ・
光 ア ー ト 帰 国 報 告 展

　桜美林大学の学生が、ライトモー
ド・アーティストの柏原エリナ氏指
導のもと共同制作したアート作品を
展示します。海洋プラスチックごみ
を使用したこれらの作品は、カナダ
で開催された環境イベント「ＶＩＭʼｓ 
Ｆｕｔｕｒｅ Ｏｃｅａｎｓ ２０１９」の最後を飾
った「Ｆｕｔｕｒｅ Ｏｃｅａｎｓ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｓｈ
ｏｗ」に出展しました。
　夏の終わりに、光り輝くアート作
品を通して、地球環境問題を考えて
みませんか。
日８月２６日㈪～３０日㈮、午前９時３０
分～午後５時
※最終日は午後４時３０分までです。
場多目的スペース（市庁舎１階）
問文化振興課☎７２４・２１８４

左から、Ｊｅｌｌｙｆｉｓｈ-Ｆｕｔｕｒｏ、Ｊｅｌｌｙｆｉｓｈ-Ａｖｅｎｉｒ

文学館でたのしむ
おとなのためのおはなし会
日８月１５日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分
※８月は、保育はありません。
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＝「橋爪文」
／おはなし＝「ただいま、かあさん」

（水野寿美子作）、「子ぎつねのライオ
ンたいじ」（スーダンの民話）、「ルピ
ナスさん」（バーバラ・クーニー作）
語り手（特）まちだ語り手の会
問同館☎７３９・３４２０

　認知症の方や家族、支援者など
が気軽に集まり、情報交換や交流
を行う場「出張認知症カフェ（Ｄカ
フェ）」を開催します。
対認知症の方や家族、支援者等

※飲食代は自己負担です。
※事前予約は必要ありませんが、
参加者多数の場合は参加できない
場合もあります。
市HP Ｄカフェ  検索

問子育て推進課☎724・4468

町田市メール配信サー
ビス（ほっとメールま
ちだ）で子育て情報を
配信中!

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

　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）

  出張認知症カフェ（Ｄカフェ）
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

市内スターバックスコーヒー各店の開催日（8月・９月）
会　場 日　時

多摩境店（小山ヶ丘３－２－８） ８月７日㈬、９月１２日㈭ 午前９時～１１時
町田パリオ店（森野１－１５－１３） ８月８日㈭、９月９日㈪

午前１０時～正午

町田金森店（金森３－１－１０） ８月９日㈮、９月２日㈪
鶴川店（能ヶ谷１－５－１） ８月１９日㈪、９月１８日㈬
ぽっぽ町田店（原町田４－１０－２０） ８月２１日㈬、９月６日㈮
町田東急ツインズ店（原町田６－４－１） ８月２３日㈮、９月２５日㈬
ルミネ町田店（原町田６－１－１１） ８月２６日㈪、９月２０日㈮
小田急町田駅店（原町田６－１２－２０） ８月２８日㈬、９月２７日㈮


