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つくし野コミュニティ 
セ ン タ ー ま つ り
日１１月２日㈯午前１０時～午後５時、
３日㈷午前９時３０分～午後３時３０分
場同センター、駅前広場
※車での来場はご遠慮下さい。
内発表（吹奏楽・ダンス・楽器演奏・コ
ーラス・民謡・和太鼓・絵画・写真・書
道等）、模擬店、野菜販売
問同センター☎７９６・１９５５
空家対策の推進に向けた取り組み

空家セミナーを開催します
　現在所有している住宅を、将来有
効活用するためのセミナーです。
※（公社）東京都宅地建物取引業協会
町田支部、（公社）全日本不動産協会
東京都本部町田支部、町田弁護士ク
ラブ、東京司法書士会町田支部、東京
税理士会町田支部、東京土地家屋調
査士会町田支部、（一社）東京都建築
士事務所協会町田支部、（公社）町田
市シルバー人材センター、（特）顧問
建築家機構、東京都行政書士会町田
支部と共催です。
対市内に住宅を所有している方また
はその親族等
日１１月１０日㈰①午後１時～１時５０
分②午後２時～３時３０分
場市庁舎
内①講演「あなたは大丈夫？身近に
おこる空家の問題」②各分野の専門
士（弁護士、司法書士、税理士、宅地建

物取引士、建築士など）が同席し、複
合的な悩みの無料相談会（１組３０分
程度）
講①東京司法書士会町田支部長・黒
崎貴義氏
定①４０人②１５組程度／申し込み順
申１０月１５日午前９時～１１月６日に
電話で住宅課へ。

【相談窓口】
　専門家による空家に関するお悩み
相談窓口を設置しています。
申電話で住宅課へ。

◇
問住宅課☎７２４・４２６９
車ごと出店できる！

まちエコ・フリーマーケット 
出 店 者 募 集
　家庭で不要になったものをリユー
ス（繰り返し使う）するフリーマーケ
ットの出店者を募集します。
日１１月１０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
定４０台（申し込み順）
費２０００円
申１０月１５日～３１日に直接または電
話で（一財）まちだエコライフ推進公
社（木曽東２－１－１、☎７９７・９６１７）
へ。
※詳細は同公社へお問い合わせ下さ
い。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

町田ファミリー・サポート・センター
子 育 て の お 手 伝 い を 
し て み ま せ ん か

【保育サポート講習会】
　受講後、同センターの援助会員（有
償ボランティア）として登録し、活動
していただきます。
対市内在住の保育サポートができる
満２０歳以上の方
※妊婦の方は、安全のため受講をご
遠慮下さい。
日・内１１月６日㈬、午前１０時～正午
＝入会説明会、午後１時～３時＝保育
の心、７日㈭、午前１０時～正午＝子ど
もの食事、午後１時～３時＝心・体の
発達と病気、８日㈮、午前９時～正午

＝普通救命講習、午後１時～３時＝子
どもの発達と遊び
※初日に、会員証に貼付する写真（縦
３㎝×横２．５㎝、裏面にボールペンで
記名、６か月以内撮影）をお持ち下さ
い。
場町田市民フォーラム
費１４００円（普通救命講習の教材費）
申１０月１５日～２８日に電話またはＦ
ＡＸで同センター（☎７０３・３９９０鯖
７３２・３１９３）へ。保育希望者（３歳以
上の未就学児、各４人〔入会説明会を
除く〕、全回受講者優先）は併せて申
し込みを。
※講習会の詳細は、同センターへお
問い合わせ下さい。
問子育て推進課☎７２４・４４６８

町田薬師池公園四季彩の杜 薬師池　 紅葉まつり

　詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
会期１１月１日㈮～１２月８日㈰
場薬師池公園

【紅葉ライトアップ】
日１１月１６日㈯、１７日㈰、２３日㈷、
２４日㈰、３０日㈯、１２月１日㈰、午後５
時～８時
※１１月１６日午後５時から、点灯式を
行います。
場同公園芝生広場

【菊花展】
日１１月１日㈮～８日㈮、午前８時３０
分～午後４時（８日は正午まで）
場同公園芝生広場
○菊花展一般出品作品を募集！
対市内在住で、会場まで作品をご自
身で搬入・搬出できる方
※作品は審査対象とはなりません。
申申込書（公園緑地課〔市庁舎８階〕
に有り）に必要事項を記入し、１０月
１５日～２１日に直接町田市菊花展実
行委員会（公園緑地課内）へ。
問公園緑地課☎７２４・４３９９

【晩秋の薬師池公園みどころガイド
ウォークツアー】
　「まちだ観光案内人」がご案内しま
す。
日１１月２３日㈷、２４日㈰、３０日㈯、
１２月１日㈰、７日㈯、８日㈰、午前９時
～正午、集合は小田急線町田駅東口
広場（カリヨン広場）前
定各１５人（申し込み順）
費１０００円
※申込方法等の詳細は、町田ツーリ
ストギャラリー（☎８５０・９３１１）へ
お問い合わせ下さい。

【秋の薬師池公園撮影会】
　講師と一緒に紅葉を撮影して作品
展に出品しませんか。
日１１月３０日㈯午前１０時～正午（小
雨実施）
場薬師池公園、集合は町田市フォト
サロン横円形広場
問同サロン☎７３６・８２８１

同時開催
「東京文化財ウィーク２０１9」
　旧永井家と旧荻野家住宅で、文
化財解説カードを設置・配布しま
す。薬師池公園に隣接する薬師堂
では、天井絵の特別公開も行いま
す。
日１０月２６日㈯～１１月４日（振
休）、午前９時～午後４時（薬師堂の
天井絵の特別公開は１１月８日ま
で）
問生涯学習総務課☎７２４・２５５４

◇
交通小田急線町田駅北口ＰＯＰビル
先２１番乗り場から本町田経由野津
田車庫行き、または鶴川駅行きバス
で「薬師池」か「薬師ヶ丘」下車。
※薬師池公園駐車場は混雑が予想さ
れます。公共交通機関をご利用下さ
い。

町田市民文化祭　秋の催し
問町田市民ホール☎７２８・４３００、町田市文化振興課☎７２４・２１８４

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

場町田市民ホール
催し名/主催団体 公演日／会期 時間／費用等

大正琴演奏会／琴伝流大正琴 琴望会

10月30日㈬

午前11時～午後2時30分
音楽と護身術のコラボ／ソピック音
楽協会（護身術体験は要予約）

午後4時～8時10分／詳細は同
協会（☎798・2335）へ

ワークショップ～美しい日本の歌を
楽しみましょう／町田楽友協会

午前10時30分～正午／費300
円　※要予約。詳細は同協会

（☎732・9378）へ

ワークショップ～弦楽器体験／町田
楽友協会

午後1時30分～3時／※要予
約。詳細は同協会（☎748・
5077）へ

町田市民囲碁大会／町田市囲碁連盟
午前10時～午後7時／※要予
約。詳細は同連盟（☎044・986
・1669）へ

映画上映会「駄菓子屋小春」、八名信夫
氏トークショー･サイン会／映像文化
研究会

午後1時30分～4時30分

まち☆ベジ地場産新鮮とりたて野菜
即売会

10月30日㈬、
31日㈭ 午前10時～午後2時

絵画・写真展（いけばなとのコラボ有
り）／町田市美術協会

10月30日㈬～
11月1日㈮ 午前10時～午後5時（初日は午

後1時から、最終日は午後4時
まで）人形美術展(人形を作ろう)／町田市

人形文化連盟
10月30日㈬～
11月3日㈷

ハワイ音楽のバンド演奏とフラの集
い／ハワイ音楽と舞踊研究会

10月31日㈭
午前11時～午後3時

みんなで奏でる 町田大音楽祭2019
チャリティコンサート／まほろ座

午後6時45分～9時／※有料。
費用等詳細はまほろ座（☎732
・3139）へ

俳句展（親子で俳句を詠みましょう）
／町田市俳句連盟

10月31日㈭～
11月4日（振休）

午前10時～午後5時（初日は午
後1時から、最終日は午後4時
まで）／※いけばな体験は500
円（要予約）。予約等の詳細は町
田華道協会（☎729・7292）へ

パッチワーク キルト展（あずま袋の
講習会有り）／パッチワークキルト研
究会
陶芸展（陶芸といけばなのコラボ有
り）／創作陶芸紅土会
いけばな展／町田華道協会（いけばな
体験有り）
唄と踊りの集い／町田市民踊親和会

11月1日㈮

午前11時～午後3時

バリアフリーコンサート／（特）音の
環

午後7時～8時40分／※有料。
費用等詳細は音の環（☎860・
2773）へ

和菓子と抹茶でティータイム／みの
り＆こと 午前10時30分～午後4時

吟詠大会(俳句連盟とのコラボ有り)
／町田市吟詠連盟

11月2日㈯

午前10時～午後3時

シャンソン＆カンツォーネの夕べ／
町田市シャンソン文化協会 午後5時30分～8時30分

一緒に踊ろう盆踊り／町田市民踊親
和会・町田市舞踊連合会

①午前11時～正午②午後1時
～2時

書道展（いけばなとのコラボ有り）（ハ
ガキに書をかこう）／町田市書道連盟 

11月2日㈯～4
日（振休）

午前10時～午後5時(最終日は
午後4時まで)

歌唱の集い／宮川哲夫研究会

11月3日㈷

午前10時20分～午後2時30分

お楽しみミニコンサート・記念式典
ミニコンサート＝午後2時30
分～3時、記念式典＝午後3時
～3時40分

フラの集い／東京町田フラ協会 午後5時30分～8時
茶会／町田茶道会 午前10時～午後4時／費500

円(サロン席とテラス席どちら
も利用可)テラスでもお茶会／町田茶道会

舞踊のつどい／町田市舞踊連合会

11月4日（振休）

午前11時～午後3時
わくわく秋のコンサート「夢・響き愛」
／町田楽友協会 午後5時～6時30分

親子で親しむ茶会／町田茶道会
①午前10時から②午後1時30
分から／費500円　※要予約。
詳細は同会（☎745・9956）へ

世界で一つの器を作ろう　楽しい絵
付をしよう！／創作陶芸紅土会

①午前10時～11時②午後1時
～2時／費800円　※要予約。
詳細は同会（☎090・6158・
7020）へ

問公園緑地課☎７２４・４３９９


