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生涯学習センター～講演会
年齢は単なる数字にすぎない！

【ＩＴエヴァンジェリスト（伝道師）若
宮正子さんに聞く、人生１００年時代
の楽しみ】
　世界最高齢プログラマー・若宮正
子氏を講師に招き、人生１００年時代
の過ごし方や楽しみについてお話し
いただきます。また、市内のシニアＩＴ
支援団体（特）アクティブＳＩＴＡも参
加します。
日２月２４日（振休）午後２時～４時
場同センター
定１５０人（申し込み順）
申１次受付＝２月１日正午～４日午後
７時にイベシス（インターネット）コ
ード２００２０５Ｃへ／２次受付＝２月５
日正午～１７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（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
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）をご覧ください（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）。
【特別講座～あなたの健康法、ホント
に効くの？現代の養生訓を考える】
　健康法の中で役に立つこととそう
ではないことの違いや、健康の向上
に地域の薬局がどのように役立つこ
とができるかについて考えます。
日３月１５日㈰午前１０時～正午
場相模女子大学（相模原市）
講相模原市薬剤師会常任理事・菅野
宏一氏、神原大輔氏、同薬剤師会理事
・新田淳史氏
定５０人（申し込み順）
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、３月１２日まで（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）。
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

障 が い 者 と 家 族 
そ の と き 社 会 は

【「私宅監置」から１００年　家族によ
る監禁事件を考える】
　「私宅監置」（自宅での閉じ込め、合
法化された座敷牢）が発覚してから
１００年。昨今も自身の家族を監禁す
る悲しい事件が起きています。

　１００年前の座敷牢を調査した呉秀
三の功績をたどる記録映画「夜明け
前　呉秀三と無名の精神障害者の
１００年」を鑑賞し、家族を閉じ込める
背景、問題点、そのとき地域・社会は
どうすべきか、一緒に考えてみませ
んか。
日３月７日㈯午後１時～４時
場生涯学習センター
内映画「夜明け前」の上映、障がい者
の家族、支援する方たちによるパネ
ルディスカッション
講（社福）ウィズ町田理事長・小野浩
氏　他
定１５８人（申し込み順）
申２月１日午前９時から電話で同セン
ター（☎☎７２８・００７１）へ。
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

町村合併と鶴川の人びと
　１９５８（昭和３３）年、鶴川村は町田
町・忠生村・堺村と合併し、町田市が
生まれました。町村合併・市制施行の
時代背景とともに、町村合併という
事態に直面した鶴川の住人の声に耳
を傾けます。自由民権資料館の学芸
員がお話しします。
日２月１９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
定各４５人（先着順）
問同センター☎☎７２８・００７１

ま ち だ 市 民 セ ミ ナ ー
【知っておきたい性のはなし～子ど
もたちを守るために】
日３月１日㈰午後２時～４時３０分
場町田市民フォーラム

内①講演「自分と相手を大切にする
って？～若者の性の現状と、親とし
て、産婦人科医としての課題」②講演
「ＬＧＢＴ／ＳＯＧＩの基礎知識～トラン
スジェンダーの子どもと学校」③当
事者によるお話、総合ディスカッシ
ョン
講①筑波大学大学院ヒューマン・ケ
ア科学専攻社会精神保健学分野　遠
見才希子医師②岡山大学大学院保健
学研究科教授・中塚幹也医師③ゲス
トスピーカー＝（特）共生社会をつく
るセクシュアル・マイノリティ支援
全国ネットワーク会員　松尾タクミ
氏、教員・流氏
定１５０人（申し込み順）
申２月４日正午～２６日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２００２０４Ｄへ。
問保健総務課☎☎７２２・６７２８
町田市民文化祭春の催し

町 田 市 民 美 術 展
日２月２２日㈯～３月１日㈰、午前１０
時～午後５時（入場は終了の１時間前
まで、２月２５日は休館）
場国際版画美術館企画展示室・市民
展示室
内絵画・版画・デザイン・彫刻部門、手
芸・工芸・写真部門、書道部門の公募
作品を展示
※２月２９日㈯午後１時から「席上揮

き

毫
ごう

」をエントランスホールで行いま
す（見学自由）。
※出品申し込みは締め切りました。
※美術展の内容については、町田市
民美術展事務局〔創作陶芸　紅土会〕
（☎☎７９１・９２０２）へお問い合わせく
ださい。
問文化振興課☎☎７２４・２１８４

５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索市HP2月は「町田とユニセフの『子どもにやさしいまちづくり』」 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
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見つけよう暮らしの中の３Ｒ

さんあーる広場㏌町田シバヒロ
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０

市庁舎４階屋上花畑

ピルケース教室参加者・新規ボランティア募集
問市有財産活用課☎☎７２４・２１６５

　暮らしの中にある身近な３Ｒ（リデ
ュース・リユース・リサイクル）を感
じることができるイベントです。
日２月８日㈯午前１０時～午後２時
場町田シバヒロ

【リサイクル広場】
　以下の対象品目を資源として無料
で回収します。
対象品目陶磁器・ガラス食器、フライ
パンなどの家庭金物、ビデオテープ、
廃食用油、ヨーグルトの紙容器、洗剤
の計量スプーン、ペットボトルのふ
た、パン袋の留め具、インクカートリ
ッジ、小型家電等

【スケルトンごみ収集車“みえるく
ん”の展示】
　ごみの収集体験や、運転席に座っ
て記念撮影をすることができます。

【剪定枝堆肥の販売】
　市内で回収した剪

せん

定
てい

枝
し

を堆
たい

肥
ひ

化し
た「剪定枝堆肥（土壌改良材）」を販売

します。
【食品ロス削減に関するイベント】
　食育に関するクイズを実施しま
す。また、乾パン（防災備蓄品）を使っ
た「おしるこ」を配布します（先着
１００食予定）。

同時開催
【まち☆ベジの販売】
　市内の大型生ごみ処理機で処理し
た堆肥のもとを利用して育てられた
農作物などを販売します。

【粗大ごみの再生販売】
　市内で収集した粗大ごみを洗浄、
研磨、部品交換等することにより再
生した家具等を販売します。

【フードドライブを実施】
　家庭で余っている食材をお持ちく
ださい。集まった食材は、地域の福祉
団体や施設、フードバンク等に寄付
します。

【ＦＣ町田ゼルビア古本の回収＆新聞
バッグをつくろう！】
　家庭で不要になった古本やＣＤ・Ｄ
ＶＤなどを回収します。
　また、リユース活動として、古新聞
を利用したバッグを製作します。
※出展ブース・イベントの詳細は、町
田市ホームページをご覧ください。

ピルケース教室
　運営サポーターの学生と一緒に、
屋上花畑の花などを使って、ピルケ
ースに飾り付けをします。
対市内在住、在勤、在学の方
日３月８日㈰、午前１０時～正午、午後
１時３０分～３時３０分（各回とも同一
内容）
場市庁舎
定各２０人（申し込み順）
費５００円
申２月６日正午～２０日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２００２０６Ｄへ（申し込み
は５人まで）。　

新規ボランティア募集
　屋上花畑の草花の植え付けや野菜
の種まき・収穫等の維持管理をする
ボランティアと、屋上花畑のＰＲイベ
ントを企画・実施する運営サポータ
ーを募集します。
対屋上花畑ボランティア＝市内在
住、在勤、在学の方、屋上花畑運営サ
ポーター＝市内または近隣の高等学
校・専門学校・大学に在学の１５～２５

歳の学生（中学生を除く）
活動期間４月１日～２０２１年３月３１日
申所定の応募用紙（市有財産活用課
〔市庁舎５階〕で配布、町田市ホーム
ページでダウンロードも可）に記入
し、直接、郵送、ＦＡＸまたはＥメール
で３月６日午後５時まで（必着）に市有
財産活用課へ。

【屋上花畑ボランティア・運営サポー
ター募集説明会】
日２月２３日㈷、午前１０時～正午、午
後１時３０分～３時３０分（各回とも同
一内容）
場市庁舎
定各２０人（申し込み順）
申２月５日正午～１４日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２００２０５Ｂへ（申し込み
は５人まで）。

ボランティア作業の様子

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）


