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市立博物館～陶磁器セレクション
わんわん、ぱおーん！展

　市立博物館の工芸美術を紹介する
ミニ展示です。中国や東南アジアの
古陶磁から、表情豊かな犬と象の焼
きものを８点展示します。
会期９月３日㈫～１６日㈷、午前９時～
午後８時
場和光大学ポプリホール鶴川交流ス
ペース

【学芸員による作品解説】
日９月３日㈫、７日㈯、１６日㈷、午後２
時～２時３０分

◇
問同館☎７２６・１５３１

緑釉犬　中国　漢時代　２世紀

民俗資料展示室特別公開
夏 の く ら し の 道 具 展

　市立博物館が所蔵している、町田
市周辺で使われていた古い道具を特
別公開します。蚊帳の中に入る体験
もできます。
日９月６日㈮、
７日㈯、午前
１０時～午後４
時
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

ダンボールコンポスト講習会
　参加者はダンボールコンポスト１
セット（幅３７㎝、奥行３３㎝、高さ３２
㎝、重さ約７㎏）をお持ち帰りいただ
けます。

※講習会を受講したことがある方は
申し込みできません。
対市内在住の方
日①９月２４日㈫②９月２６日㈭、午後
２時３０分～４時
場①市庁舎②忠生市民センター
定各１５人（申し込み順）
申９月３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１９０９０３Ｂへ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

まちエコ・フリーマーケット
　家庭で不用になった物をリユース

（繰り返し使う）するフリーマーケッ
トを開催します。「包丁研ぎ」もあり
ます（正午まで）。
日９月８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】
　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
どに寄付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
国際版画美術館

銅 版 画 一 日 教 室 
（ ド ラ イ ポ イ ン ト ）
対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）

日９月２９日㈰午前１０時３０分～午後
４時
場同館
内銅版画のドライポイント技法で単
色刷りの小品（約１５㎝×１２㎝）を制
作（道具、材料は同館で用意）
講版画家・馬場知子氏
定１４人（抽選、結果は９月１２日ごろ
郵送）
費３０００円
申９月８日までにイベントダイヤル

（☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード１９０８２７Ｈへ（同館ホームペー
ジで申し込みも可）。
問同館☎７２６・２８８９
国際版画美術館　企画展「インプリ
ントまちだ展２０１９～田中彰　町田
芹ヶ谷えごのき縁起」関連イベント

プロムナード・コンサート
【ふめんのきおく　おとののぉと】
　玉川大学と桜美林大学の学生によ
るコンサートです。
日９月７日㈯、①午後１時から②午後
３時から（各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。
出演①玉川大学芸術学部②桜美林大
学芸術文化学群音楽専修
問同館☎７２６・２８８９
和光大学ポプリホール鶴川

和光大学連続市民講座
【多文化共生を考える】
日①１０月２日②１０月９日③１０月２３
日④１０月３０日、いずれも水曜日午
後６時３０分～８時３０分、全４回
場和光大学ポプリホール鶴川
内①多文化共生と民主主義を軸とす
るインドネシア②移民社会フランス

から考える多文化共生③韓国の多文
化家族政策の現状と課題④「移民社
会」日本の多文化共生とは何か？
講①和光大学教授　バンバン・ルデ
ィアント氏②同大学教授・中力えり
氏③同大学講師・韓仁愛氏④同大学
准教授・挽地康彦氏
定５０人（申し込み順）
費２０００円（学生は無料）
申「連続市民講座２０１９　多文化共生
を考える」と書き、住所・氏名（ふりが
な）・電話番号を明記し、ハガキ、ＦＡ
ＸまたはＥメールで９月２０日まで（必
着）に、和光大学企画係大学開放フォ
ー ラ ム（ 〒１９５－８５８５、 金 井 町
２１６０、☎０４４・９８８・１４３３返０４４・
９８８・１５９４遍ｏｐｅｎ＠ｗａｋｏ．ａｃ．ｊｐ）
へ。
問文化振興課☎７２４・２１８４
市民健康づくり講演会

“むせる”って歳のせい？
【飲みこみ力を高める嚥

えん

下
げ
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ング】
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や窒息は、のどの老化
によって起こります。のどの機能は、
鍛える事で改善させることができま
す。
　講演会では、耳鼻咽喉科専門医と
トレーナーが、のどの鍛え方につい
て詳しく説明します。
日９月２８日㈯午後２時～４時
場町田市民フォーラム
講神鋼記念病院・浦長瀬昌宏医師
定１８０人（申し込み順）
申９月３日～２５日にイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード１９０９０３Ｃへ。
問保健総務課☎７２２・６７２８

蝿
はい

帳
ちょう

　市では、町田の魅力を文化芸術の
チカラで発信する事業や活動を「町
田市文化プログラム」として認証し
ています。皆さんも、町田市文化プロ
グラムに参加してみませんか。

【親と子の花の芸術祭～Ｂｉｌｉｎｇｕａｌ  
ｆｌｏｗｅｒ ＆ ａｒｔ ｗｏｒｋｓｈｏｐ】
　市内にアトリエを構えるフラワー
アートの芸術チーム「花とんぼ」が、
花とアートをテーマにした芸術祭を
開催します。ワークショップで制作し
た作品はお持ち帰りいただけます。
※汚れても良い服装でおいで下さい

（お子さんはエプロンの持参をおす
すめします）。
対２歳以上の方
日９月１５日㈰午前１０時３０分～午後
４時
場芹ヶ谷公園多目的広場
内バイリンガル（２か国語）でアート

を教える「Ｌｉｔｔｌｅ Ａｒｔｉｓｔｓ Ｌｅａｇｕｅ」と
コラボレーションしたミニアートワ
ークショップ、フォトブース
費５００円（材料費含む）

【Ｍａｃｈｉｄａ × Ｓｏｕｔｈ Ａｆｒｉｃａ～１枚
の写真を通じてつながる　まちだと
南アフリカの風景・人がクロスする
アート写真展】
　市は東京２０２０オリンピック・パ
ラリンピック競技大会に向けた南ア
フリカ共和国のホストタウンとなっ
ています。
　南アフリカ共和国を訪れた玉川学
園高等部の生徒が撮影したアート写
真を展示します。写真は、多重露光と
いう技法で撮影しました。
日①９月２４日㈫～１０月２５日㈮②１０
月１日㈫～１１日㈮、午前８時３０分～
午後５時
※いずれも初日は午前９時から、最

終日は午後４時３０分までです。
場①町田市民病院東棟１階②多目的
スペース（市庁舎１階）
○多重露光の写真撮影ワークショッ
プを開催します
　「多重露光」とは、１枚の写真の中
に複数の画像を重ね、写し込む技法
です。撮影した写真は当日お持ち帰
りいただけます。
日１０月５日㈯、①午前１０時１５分～
午後１時１５分②午後２時～５時
場国際版画美術館
講写真家・ゴトウヨシタカ氏
定各１５人（申し込み順）
費２０００円（インスタントカメラレ
ンタル・フィルム代含む）
申９月３日正午～１０月２日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０９０３Ｆへ。

【小さな美術室 ＩＮ 町田市庁舎】
　造形あそびを通して感性を育みま
す。
対市内在住、在学の①１歳６か月～未
就学児②１歳６か月～小学生（いずれ

も保護者同
伴）
日１０月３０
日㈬、①午
前１０時 ～
１１時３０分
②午後３時
３０分～５時
場市庁舎
講彫刻家・
高あみ氏
定各１０人（申し込み順）
費１人１５００円（材料費含む）
申９月４日正午～１０月２３日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０９０４Ｄへ。

Ｉｎｓｔａｇｒａｍで情報を発信中！
　上記の事業以外にも、町田市文
化プログラム認証事業を紹介して
います。
アカウント町田市文化プログラム

（町田市公式）　ｍａｃｈｉｄａ_ｂｕｎｐｒｏ

知ってみよう！やってみよう！　町田市文化プログラム
問文化振興課☎７２４・２１８４

町田市立図書館９月、１０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

①９月１１日、１５日、１８日、２５日、１０月９日、１６日、２０日、２３
日、３０日
②９月７日、１４日、２１日、２８日、１０月５日、１２日、１９日、２６日
③９月１３日、２７日、１０月１１日、２５日
④９月４日、１０月２日

①午後２時３０分から（９月１５日、
１０月２０日は午前１１時から）
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 


