
町田市生涯学習センター

SOCIAL DISTANCE

２０

２０



 



 は じ め に  

 

２０２０年度に生涯学習センターで実施した事業と、その活動内容をまと

めた事業報告書『まちだの学び』を刊行いたしました。  

 

生涯学習センターでは、市民の皆さんの生涯にわたる学習活動を総合的に

支援するため、さまざまな事業を行っております。  

２０２０年度におきましても、例年通り地域での主体的な活動の担い手育

成を目指す「市民大学ＨＡＴＳ」、乳幼児や小・中学生の保護者を対象として

地域の家庭教育支援を行う「家庭教育支援事業」、障がいのある青年を対象と

した「障がい者青年学級」、６０歳以上の方を対象とした「ことぶき大学」な

どの事業を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の

影響により、休館や様々な事業の中止・延期を余儀なくされました。  

しかしながら、事業における人数制限、回数の削減や会場の使用後には消

毒作業を徹底するなど、新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで事業

を再開しました。  

また、自主的な学習を支援するため、講座・講演会やイベント、学習施設

などの情報を市内外から収集し、生涯学習の情報誌『生涯学習ＮＡＶＩ  

好き！学び！』として年４回発信するとともに、ホームペー ジ  

Twitter による情報発信を行い、幅広い年齢層に学習情報が届くよう努めま

した。あわせて、大学や地区協議会等の団体、市役所各課と連携して事業を

行い、市民の皆さんが学習を通じて身に付けた知識や技術を社会参画や地域

貢献活動へとつなげていけるよう、コロナ禍においても生涯学習の場を広げ

ています。  

２０２０年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、施設利用

者数は６８,１４４人と２０１９年度と比べて減少しましたが、講座・事業の

参加者は述べ人数で８，６８６人にご利用いただきました。   

今後も、市民の皆さんの学習活動がより充実したものになるよう、さまざ

まな支援を行ってまいります。  

 

末筆になりましたが、事業の実施にあたり、さまざまな分野でご活躍の方々

にご指導・ご協力を賜りましたことに感謝申し上げます。  

 

 

２０２１年９月  

   生涯学習センター長 樋口 貴晴  
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年度 4月※ 5月※ 6月※ 7月 8月 9月
2020 0 0 20 30 30 29

2019 29 30 29 30 30 29

2020 0 0 254 659 585 691

2019 1,004 1,002 994 1,049 837 982

2020 0 0 2,067 5,616 4,805 5,881

2019 10,880 10,394 10,243 10,709 8,603 10,636 　・午前： 9:00～12:30

2020 0 0 61 162 180 207 　・午後：13:00～17:00

2019 122 146 182 169 253 157 　・夜間：18:00～22:00

2020 0 0 616 1,551 2,191 2,629

2019 2,833 3,828 4,656 3,982 6,183 3,399

2020 0 0 0 1 3 1

2019 2 1 5 10 8 36

2020 0 0 0 6 34 4

2019 144 15 214 351 203 1,005

2020 0 0 315 822 768 899

2019 1,128 1,149 1,181 1,228 1,098 1,175

2020 0 0 2,683 7,173 7,030 8,514

2019 13,857 14,237 15,113 15,042 14,989 15,040

年度 10月 11月 12月 1月※ 2月※ 3月※
2020 30 29 27 27 27 30 日

2019 30 29 27 27 28 1 日

2020 789 739 640 298 374 511 回

2019 831 989 905 922 895 12 回

2020 6,816 6,170 5,531 2,312 2,805 4,126 人

2019 8,743 10,370 9,433 9,519 8,847 125 人

2020 229 237 199 127 155 152 回

2019 374 193 180 131 166 2 回

2020 3,287 3,333 2,822 1,207 2,349 1,550 人

2019 5,992 4,224 3,105 2,253 2,893 12 人

2020 3 8 9 0 3 1 回

2019 11 15 7 7 7 0 回

2020 30 135 183 0 72 16 人

2019 695 447 245 428 559 0 人

2020 1,021 984 848 425 532 664 回

2019 1,216 1,197 1,092 1,060 1,068 14 回

2020 10,133 9,638 8,536 3,519 5,226 5,692 人

2019 15,430 15,041 12,783 12,200 12,299 137 人

利用回数計
12,606

7,278

利用人数計
156,168

68,144

町田市
公　 用

回数
109

29

人数
4,306

480

46,129

生涯学習
センター

事業

回数
2,075

1,709

人数
43,360

21,535

合　計

開館日数
279

319

一般貸出

回数
10,422

5,540

人数
108,502

町田市
公　 用

回数

人数

利用回数計

利用人数計

利用区分

人数
※利用区分（時間）

生涯学習
センター

事業

回数

人数

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う休館について
　 2020年3月2日～6月7日：終日休館　／　2020年6月8日～14日：学習室3・4の利用休止、土日・祝日の休館、夜間休館（17時15分以降）
　 2021年1月8日～3月31日：夜間休館（17時以降）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う定員人数について
　生涯学習センター事業は、2020年度から定員を減らして開催しています。（一般貸出については、2020年6月8日から14日までは
　同時に入室できる人数を定員の半数まで（端数切り 捨て）とし、6月15日以降は他の人との距離を2メートル以上取って活動
　いただくよう周知しています。）

回数は利用区分の午前･
午後・夜間をそれぞれ１回
として計算する。

2020年度　生涯学習センター　利用状況

●月別利用状況

利用区分

開館日数

一般貸出

回数



７月 ８月 ９月

調理実習室

美術工芸室

68%

51%

56%

視聴覚室

保育室

平均利用率

音楽室１

音楽室２

39%

75%

74%

プレイルーム

学習室７

和室１

60%

59%

53%

和室２

学習室４

学習室５

37%

61%

66%

学習室６

69%

学習室１

学習室２

62%

65%

学習室３

87%

77%

●施設別利用状況

施設名
2020年度(※) 2019年度(※)

利用率

ホール

77%57%

90%

72%

80%

73%

88%

88%

86%

85%

56%

20%

74%

94%

96%

※新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴う休館について
　 2020年3月2日～6月7日：終日休館
　 2020年6月8日～14日：学習室3・4の利用休止、土日・祝日の休館、夜間休館（17時15分以降）
　 2021年1月8日～3月31日：夜間休館（17時以降）
　各数字は、上記期間を除いて利用率を算出しています。

63%

75%

65%

25%



2016 2017 2018 2019 2020

347 347 347 319 279 日

回数 11,838 11,300 11,341 10,422 5,540 回

人数 129,571 114,652 118,288 108,502 46,129 人

回数 1,872 1,903 2,046 2,075 1,709 回

人数 41,235 35,473 41,570 43,360 21,535 人 　・午前： 9:00～12:30

回数 65 99 137 109 29 回 　・午後：13:00～17:00

人数 3,771 2,397 5,172 4,306 480 人 　・夜間：18:00～22:00

13,775 13,302 13,524 12,606 7,278 回

174,577 152,522 165,030 156,168 68,144 人

78% 78% 76% 77% 57%

2016 2017 2018 2019 2020

82 76 77 96 67 件

1 1 1 1 1 件

17 17 13 13 20 件

8 9 10 15 9 件

8 8 7 7 7 件

711 734 735 696 514 回

21 21 20 22 13 回

158 152 126 155 65 回

136 162 143 156 95 回

48 48 48 52 50 回

23,182 23,124 22,932 23,605 8,686 人

1,830 2,167 2,408 2,461
アクセス数

8,210回
人

4,873 4,964 4,571 4,023 1,866 人

1,777 2,911 2,333 2,508 877 人

4,719 3,854 3,626 3,808 1,362 人

（※2）企画・運営委員会、実行委員会及びセンターまつり開催日数の合計

※利用区分（時間）

（※3）2020年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、インターネットで開催しました。
       （掲載期間：11月1日（日）～2021年3月31日（水））

家庭教育支援事業

ことぶき大学事業

（※2）センターまつり

市民大学事業

家庭教育支援事業

ことぶき大学事業

（※3）センターまつり

生涯学習
センター

事業

年度別利用状況（※1）

利用区分

開館日数

一般貸出
回数は利用区分の午前･
午後・夜間をそれぞれ１回
として計算する。

町田市
公　 用

センターまつり

延回数

ことぶき大学事業

市民大学事業

家庭教育支援事業

平均利用率

年度別事業実施状況

事業分類

事業数

利用回数計

利用人数計

市民大学事業

延参加人数

（※1）2019年度、2020年度における新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う休館について
　 2020年3月2日～6月7日：終日休館
　 2020年6月8日～14日：学習室3・4の利用休止、土日・祝日の休館、夜間休館（17時15分以降）
　 2021年1月8日～3月31日：夜間休館（17時以降）
　利用率は、上記期間を除いて算出しています。



 2020年度　事業一覧

分類

・

・

・

・ 特別教室開放

154 285

315 840

233 982

118 742

・

事業数 延回数 延参加人数 事業数 延回数 延参加人数

1日体験出前講座（中止） - - - 1 5 76

・

1 1 16 2 6 85

●企画・運営、出演側 企画・運営委員会 13 - 16 -

実行委員会（参加団体） 0 （29団体） 3 （50団体）

　　展示 （13団体） （20団体）

　　発表 （13団体） （26団体）

　　模擬店 （0団体） （1団体）

　　ワークショップ （3団体） （3団体）

準備・片付け等 なし 185

●総アクセス数 掲載期間 アクセス数 延参加人数

（掲載期間：11月1日（日）～2021年3月31日（水））
5か月間 8,210回 3日 2,276

＜町田市生涯学習センター交流会＞（中止）

1 13 - 2 23 2,561

2020年度実績 2019年度実績

　　事　　業　　名 件数、利用者数等 件数、利用者数等

生
涯
学
習
推
進
事
業

町田市生涯学習センターのホームページ アクセス数：36,628 アクセス数：50,092

小　計

セ
ン
タ
ー
ま
つ
り

＜第9回生涯学習センターまつり＞

1 1

町田市生涯学習センター（町田市公式）の 発信数（投稿数）：151 発信数（投稿数）：57

                                             Twitter（ツイッター） 登録数（フォロワー数）：242 登録数（フォロワー数）：99

生涯学習情報誌『生涯学習ＮＡＶＩ　好き！学び！』 4回（3ヶ月毎発行） 4回（3ヶ月毎発行）

延べ利用者数：820 延べ利用者数：2,849

生涯学習ボランティアバンク 延べ登録件数：137　利用：3 延べ登録件数：136　利用：19

生涯学習連絡会「お悩み解決LABO」
1 1 16 1 1 9

- - - 1 1

小　計

100

※新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、2020年3月2日から

6月21日までは開放を中止し、

2021年1月8日から3月31日までは

夜間開放を中止しました。

本町田小学校

木曽境川小学校

小山ヶ丘小学校

鶴川中学校

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2020年度は

1日体験出前講座は中止しました。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2020年度は中止しました。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2020年度はインターネットで

開催しました。



 2020年度　事業一覧

分類 事業数 延回数 延参加人数 事業数 延回数 延参加人数

・

●前期講座

・

・

・

・

・ 町田の歴史　祈りの形（中止）

・

・

・

・

・

考える真の働き方・生き方改革

・

・

・

・

自分らしく元気に生きるために

・

・

・

・ 町田の歴史　祈りの形

・ まちだの福祉 ～町田で迎える、安心した老後～

20 65 1,866 13 115 4,023

～シューフィッターが教える失敗しない靴選びのコツ！～

●後期講座

人間関係学講座

―お互いを認め合い、共に生きる―

●通年講座

まちだの芸術・文芸～まちだにゆかりの芸術・文芸に触れる（中止）

まちだの福祉～町田で迎える、安心した老後～（中止）

環境講座　まちだのまちとくらしのエコ入門

地球にやさしい「わたし」と「まちだ」を探しに

くらしに活きる法律　これからのくらしと法律（中止）

環境講座　まちだの水とみどり入門（中止）

小　計

人間科学講座　テクノロジー・いのち・人権（中止）

“こころ”と“からだ”の健康学　自分らしく元気に生きるために（中止）

多摩丘陵の自然入門　驚き感動まちだの自然大発見

2020年度実績 2019年度実績

　　事　　業　　名

4,023

市
民
大
学
事
業

6520 1,866

“こころ”と“からだ”の健康学

まちだ市民国際学　混迷を深める世界

～変革が求められる私たち～

人間科学講座　老化しない脳と身体をつくる

環境講座　まちだの水とみどり入門

鶴見川下流を豪雨氾濫からまもったのは町田の緑

町田の歴史　市域の歴史に見る感染症との闘い

～疫病克服に奮闘した人びと～

くらしに活きる法律　「生活時間アプローチ」から

～職場、家庭、地域と時間資源のあり方に関するパラダイムシフト～

まちだの芸術・文芸　町田市ゆかりの作家たち

"こころ"と"からだ"の健康学　健康は足もとから

13 115

●前期特別講座

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2020年度は中止しました。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止により前期講座を中止したため、

特別講座を行いました。



 2020年度　事業一覧

分類 事業数 延回数 延参加人数 事業数 延回数 延参加人数

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

かわせみ座による朗読劇「折り鶴の少女」

・

・

・

・

「ヒロシマ・ナガサキ原爆写真ポスター」

「サダコと折り鶴ポスター」の展示

語り継ぐ広島原爆被爆体験＆

懐かしの16mmフィルムで観る平和映画上映会

プロ棋士から学ぼう！親子将棋教室

語り継ぐ長崎原爆被爆体験＆

9

まちだ語り手の会「絵本と語り」

早川純バンドネオン・ソロコンサート

マリンバ＆パーカッションアンサンブル

2020年度実績

3

公
民
館
事
業

戦時資料展示＆昔遊びコーナー

戦時中の体験「1枚のハガキ」の展示

『発達が気になる子どもの可能性

『誰でも一緒に楽しめるスポーツ　～パラスポーツ＆

～自主夜間中学ってなに？～』

『新型コロナにまけるな！外出を地域で支えよう』

『「自分に素直にはたらくを考えよう！」

『だれにでも「まなびの場」を

●市民提案型事業　講座づくり☆まちチャレ

5 4 545

2019年度実績

　　事　　業　　名

～子育てしながら、町田で暮らしながら、はたらく～』

ドキュメンタリー映画「筑波海軍航空隊」上映会

12 515 24 24 2,286

●コンサート事業

第15回まちだフレッシュコンサート（中止）

●平和祈念事業「夏の平和イベント」

町田市立中央図書館PR展示

『身近な外国人と日本語でコミュニケーション

～「やさしい日本語」って知ってますか？』

2 150

～からだへのアプローチが発達改善の鍵！』

フラダンスを体験して共生社会を考えよう～』

6 29 446 5 25 448

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2020年度は中止しました。



 2020年度　事業一覧

分類 事業数 延回数 延参加人数 事業数 延回数 延参加人数

・

・

・

・

さがまちカレッジ町田市連携講座

（生涯学習センター開講講座、こども体験講座）

・

・

・

・ 学習支援事業「まなびテラス」 34 710

・ オンライン（ステイホーム）学習（①～④）

●コンテンツ数　44

●総アクセス数（全コンテンツ合計） 掲載期間 アクセス数

約11
か月間 22,685回

27 89 2,168 51 123 6,196

※　公民館事業の2019年度実績の小計は、2020年度実績事業に時事問題講座を含む数字です。

公
民
館
事
業

1,637

和光大学共催講座

「日常と非日常をつなぐ美術の楽しみ方」（中止）

学生活動報告会「ガクマチEXPO」ミニイベント

1 42 1,116

（掲載期間：5月13日（水）～2021年3月31日（水））

2020年度実績

　　事　　業　　名

3水スマイルラウンジ「まなびのひろば」

●その他

2

12 347 8 26さがまちコンソーシアム協働事業

町田国際交流センター協力事業

「外国のダンスとお話と」

政府拉致問題対策本部・町田市福祉総務課共催事業

ドキュメンタリー映画「めぐみ」上映会

鶴川地区協議会共催事業

「オンラインだけどつながりたい！を生配信！」

～つながり発見！オンライン旅に出かけよう！～

●連携・共催事業

学生活動報告会「ガクマチＥＸＰＯ」

7

2019年度実績

小　計

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2020年度は中止しました。



 2020年度　事業一覧

分類 事業数 延回数 延参加人数 事業数 延回数 延参加人数

・ 親と子のまなびのひろば

・ 家庭教育支援学級

・

・

・

・

・

・

・

9 95 877 15 156 2,508

　　　　　　　　　　　学級生 614 800

　　　　　　　　　　　ボランティア担当者 276 349

　　　　　　　　　　　学級生 248 659

　　　　　　　　　　　ボランティア担当者 45 183

　　　　　　　　　　　学級生 179 553

　　　　　　　　　　　ボランティア担当者 112 182

　　　　　　　　　　　学級生 0 31

　　　　　　　　　　　ボランティア担当者 0 9

1 201 2,397 1 217 4,417

2020年度実績 2019年度実績

「深めよう親子の絆～幼児期に自然に伝える性教育・ふれあい遊び」

乳幼児の保護者向け講座

「ココロも、カラダも、はずむ子育て」

小学校3年生から6年生の保護者のための講座

思春期講座

95 877 15

「思春期の子どもの”今”と向き合う…１５の私への手紙」

子育てカフェ　つばめ

「小学校からのイロイロ？！～自分と、子どもと上手に付き合う方法～」

19ゼミ講座企画

小学校低学年の保護者向け講座

923 163 882

障
が
い
者
青
年
学
級

●学級活動

1 1

・ 公民館学級 16 16

1 1

・ ひかり学級 8 15

・ 土曜学級 7

●担当者会議、調整会議、学級活動総括、総括委員会、
　 ニュース作成、実践報告集編集委員会、担当者学習会

169

小　計

小　計

15

　　事　　業　　名

家
庭
教
育
支
援
事
業

9

「子どものこころの発達と親のかかわり方～楽しく「親になる」ポイント～」

156 2,508

「きしゃポッポ」「パパと一緒にきしゃポッポ」

家庭教育支援学級「親子で楽しむクリスマス会」

●生涯学習センターまつり

※ 障がい者青年学級の2019年度実績の小計は、2020年度実績事業に生涯学習センターまつり、

文部科学省委託事業を含む数字です。

※ 家庭教育支援事業の2019年度実績の小計は、2020年度実績事業に「乳幼児の保護者向けの講座 (前期)」 （新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため中止）、「NPプログラム」、「親と子の学びのひろば「くるくるロケット」」、「親子で楽しむ16ミリ映画の世界」、

「親子参加型行事 0歳からの親子コンサート」を含む数字です。

※2020年度は、インターネット開催の生涯学習

センターまつりに活動を動画にして参加しました。



 2020年度　事業一覧

分類 事業数 延回数 延参加人数 事業数 延回数 延参加人数

・

・

・

・

・

・

・

7 50 1,362 7 52 3,808

その他 印刷機講習会 1 0 0 1 4 7

事業数 延回数 延参加人数 事業数 延回数 延参加人数

67 514 8,686 96 696 23,605

こ
と
ぶ
き
大
学

「まちだ探・探ゼミナール」

7 50 1,362 7 52 3,808

「健康コース」　心と体！！元気ハツラツ！

みんな楽しく音楽でリフレッシュ♬

「教養コース」　近代日本社会の創造者　渋沢栄一

「歴史コース」　江戸を探検する

2020年度実績 2019年度実績

　　事　　業　　名

（2020年度オンライン形式事業（生涯学習センターまつり、オンライン（ステイホーム）学習インターネットアクセス実績計：30,895回）

※（中止）の表記は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催中止となったものです。

2020年度実績 2019年度実績

合　計

小　計

あなたの好奇心を探究・探検しましょう

「音楽コース」　なつかしい歌とともに

声を鍛えてエネルギッシュになりましょう

「音楽（堺）コース」

ハーモニーのつどい～音楽を楽しむ～

「くらしコース」　くらしを豊かにする知識

文部科学省委託事業を含む数字です。





 

 

 

 

 

 

◆ 町田市生涯学習センターのホームページ 

◆ 生涯学習情報誌『生涯学習ＮＡＶＩ 好き！学び！』 

◆ 町田市生涯学習センター（町田市公式）の Twitter（ツイッター） 

◆ 特別教室開放 

◆ 学習相談 

◆ 生涯学習ボランティアバンク 

◆ 生涯学習連絡会「お悩み解決ＬＡＢＯ」 

生涯学習推進事業 



 



前年比

26.9%減

※2019年度は、パソコン版URL閲覧数（34,818回）とモバイル版URL閲覧数（15,274回）の
　 合計数。（2020年度から町田市公式ホームページのリニューアルにより、 同一URLで
 　パソコン・モバイル閲覧が可能になったため、アクセス数はモバイル閲覧が含まれる
　 数値となります。）

https://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/bunka_geijutsu/cul/chuokominkan/cul07.html

50,092回

町田市生涯学習センターのホームページ

36,628回

　町田市生涯学習センターが実施する様々なテーマの講座・講演
会の開催情報や貸出し施設情報などを発信しています。

　さらに生涯学習センターキャラクターの「マナブゥ」と「マニャミン」
の情報も発信しています。

▲マナブゥ（上）
　　 マニャミン（下）

アクセス数
2020年度2019年度

URL



・まちだ市民大学HATS特別講座
　「市域の歴史に見る感染症との闘い
 　～疫病克服に奮闘した人びと」
・夏の平和イベント「戦時体験　一枚のハガキ」
・夏の平和イベントのお知らせ

配布時期

・オンライン学習コンテンツのご紹介・
　町田市生涯学習センターが配信！
　マニャミンとマナブウの“オンライン学習”
・さがまちカレッジ特別編
　『わたしの一冊・わたしの一本』
・昭和薬科大学創立90周年記念事業
　【YouTubeライブ配信】大村智先生特別講演会
・第9回 町田市生涯学習センターまつり
　インターネットで開催決定

・“オンライン学習コンテンツ”を
　ご紹介いたします！
・マニャミンとマナブゥの“オンライン学習”
・第9回 町田市生涯学習センターまつり
　インターネットで開催中！！
・学生活動報告会ガクマチEXPO
　2021年3月開催決定！・オンライン
　ミニイベント録画配信のお知らせ

・“オンライン学習コンテンツ”を
　ご紹介いたします！
・町田の歴史　録画配信のお知らせ

主なトピックス
ページ数
情報数

39件

28P

51件

36P

64件

40P

49件

32P

生涯学習情報誌『生涯学習NAVI 好き！学び！』

概　要

発行部数

　市民が生涯学習を行う際に役立てていただけるよう、
講座・イベント情報誌『生涯学習NAVI　好き！学び！』
を年4回発行し、年間を通じて情報発信を行いました。
　町田市役所内の各部署や施設、近隣大学等の講座・
イベントの情報を掲載し、市内の公共施設にて無料で
配布しています。

夏号1,500部、秋号1,500部、冬号1,800部、春号1,500部
（2020年度夏号～2021年度春号で合計6,300部）

詳　細

夏号
（2020年7～9月）

2020年7月13日～
2020年9月30日

秋号
（2020年10～12月）

2020年9月29日～
2020年12月31日

冬号
（2021年1～3月）

2020年12月21日～
2021年3月31日

春号
（2021年4～6月）

2021年3月24日～
2021年6月30日

▲生涯学習ＮＡＶＩ 冬号



前年比

　Twitter（ツイッター）の主な利用者である若年層に、町田市生涯
学習センターを知っていただき、施設の利用や講座・イベント等へ
の参加を促すため、2019年10月からインターネット上のコミュニ
ケーションツールであるTwitterによる情報発信を行っています。

　最大140字の文字情報を、パソコンやスマートフォン、携帯電話
などインターネットを利用できる環境があれば、無料で閲覧できま
す。また、Twitterにログイン後、「フォロー」していただくと、ご自身
のページでリアルタイムに情報を閲覧することができます。

　ホームページよりも、手軽に早く最新情報を得ることができるた
め、災害時などで電話やメール等がつながらなくなった際にも活
用することができます。

Twitter
アカウント

@machida_manabi

（2020年3月リニューアル後画面）

アカウント
URL

https://twitter.com/machida_manabi

143名増
※2019年度は10月開設のため
　 10月～3月までの6か月間の
　 数値です。

町田市生涯学習センター（町田市公式）のTwitter（ツイッター）

▲アイコン画像は
「マニャミン」と「マナブゥ」

アクセス数
発信数（投稿数）

登録数（フォロワー
数）

2019年度

57

99

2020年度

151

242

265%増



目　的

利用要件

開放校

　

利用実績

鶴川中学校

小山ヶ丘小学校

118

木曽境川小学校

※登録団体数は25団体です。

154

315

特別教室開放

○本町田小学校　（本町田2032）
　（多目的室、ランチルーム）

○木曽境川小学校　（木曽西1-9-1）
　（音楽室、家庭科室、ランチルーム）

○小山ヶ丘小学校　（小山ヶ丘5-37）
　（第三音楽室、理科室、図工室、音楽室、家庭科室）

○鶴川中学校　（小野路町1905-1）
　（小ホール、ミーティングルーム）

合計 820

○火・木曜日　　　夜間の部　18：30～21：00

○土・日曜日 　　 午前の部　09：00～12：00
　 及び祝日　　　　午後の部  13：00～17：00
　　　　　　　　　     夜間の部　17：30～21：00

○夏季期間（7月21日～8月31日）の平日
　【小学校】　　 午後の部　13：00～17：00
　　　　　　　　　 夜間の部　17：30～21：00

　町田市立小・中学校の施設を積極的に開放することにより、地域活動の場とし
て活用していただくことを目的とします。

①市内に活動拠点のある団体で、代表者が市内在住の20歳以上であること。
②構成員が5人以上であり、かつ、その半数以上が市内在住・在勤・在学である
   こと。
③構成員全員が同居の家族でないこと。
④営利を目的とする団体でないこと。
⑤政治・宗教活動でないこと。
⑥その他、教育委員会が不適当と認める団体でないこと。

※利用にあたっては、事前に生涯学習センターで団体登録が必要です。

 開放日・
時間帯

233

▲　鶴川中学校の小ホール

本町田小学校

利用者数

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2020年3月2日から6月21日までは
　 開放を中止し、2021年1月8日から3月31日までは夜間開放を中止しました。



目　的

概要

学習相談

　相談内容に応じ、学習に関する様々な
情報や、学習を進めるうえで必要となる
知識やノウハウなどを提供しています。
　多様な相談内容に対応できるよう、行
政、大学、市民団体、NPO法人などの様々
な機関が発信する学習情報を常時収集
し、活用しています。

主な
相談内容

　学習活動を行う上で生じる問題や疑問を
解消し、誰もが学習を円滑に進めていける
よう支援することを目指します。

○個人の学習・活動計画
・自分の経験を活かして地域活動に参加してみたい。
・自分にもできるボランティア活動を探している。
・パソコンやスマートフォンができるようになりたい。
・定年退職したので、何か新しいことを始めたい。
・個人学習やオンライン学習で使用できる施設を知りたい。
・大人を対象とした学びの場や近隣の夜間中学を知りたい。

○情報提供を要する内容
・市内のカルチャーセンターが閉鎖してしまったので、ペン習字を
　続けられる団体やサークルを教えて欲しい。
・車イスでも学習しやすい市内の施設を知りたい。

○団体の学習・活動に関する内容
・自分の参加するサークルの活動をPRしたい。
・英語サークルに講師として来てくれる人を探している。
・PTAのイベントの講師を探している。
・史跡散策のサークルを作りたい。運営方法について相談したい。
・高齢者を対象とする事業所で職員向け勉強会を行うため、市役所職員に
　講師をお願いしたい。
・学生イベントのPRをしたいので、チラシなどを設置できる市内の
　施設を教えてほしい。



○
・

・

○
・

・

137件（内新規登録件数　6件）

3件

生涯学習ボランティアバンク

目　的

対　象

　地域の皆さんの知識・経験を地域の中で活かし伝える「知の循環」の仕組みを構築
し、市民同士の「学びあい」の輪を広げることを目指します。

○登録者
　各種の生涯学習活動についての知識、技術、経験を持ち、市民団体やサークル等に
対して講義、実技指導などボランティアとして支援ができる個人または団体。

○利用者
・市内で活動する市内在住・在勤・在学の方が半数以上を占める3名以上のグループ、
　団体
・市内の生涯学習に関する事業を行う教育機関や公共団体など
・市内の自治会、町内会、老人会、子ども会、PTA等の地縁団体

利用件数

1　登録講師ガイドから依頼したいボランティアを探す。
2　生涯学習センター窓口で利用者が申し込みをする。
3　生涯学習センターからボランティアに依頼内容を伝える。
4　承諾が得られたら、依頼者にボランティアの連絡先を伝え、直接相談してもらう。
    （打ち合わせ）
5　打ち合わせ内容に基づき活動する。
6　利用後1週間以内に利用報告書を提出する。

費　用 原則無料
材料費や交通費等の実費の取り扱いについては、
ボランティアと依頼者で事前に協議をする。

参加者の声

利用の流れ

登録件数

登録ボランティアの活動報告
【アロマクラフト】
別室で預かり保育をしてくださる場所があったため、皆様安心してクラフト作りを
楽しんでいただけたようです。
【ママのための子育てコーチング】
育児本などで知識はあったけど、講座で実際にペアワークすることで腑に落ちた
様子でした。

ボランティアバンク利用報告
【アンガーマネージメント】
続きを希望されている方もいました。（高齢者支援センター）
【アロマクラフト】
講師の先生の進行がわかりやすく、親しみやすい人柄でとても良かった。（地域
子育て相談センター）



・

・

・
・

・

内　容 講師学習内容

募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ）

15人 14人（8課） 16人（7課）

参加者の声 オンライン化の事例を知ることでとても勉強になりました。他課との交流もでき、有意
義な時間でした。
オンラインでもやり方を工夫すれば、コミュニケーションが十分とれることがわかりま
した。
ファシリテーターの方にうまく進行していただき、楽しく参加できました。
動画作成やオンライン会議のコツは、検討している内容だったのでとても参考になり
ました。具体的な動画作成のソフト名や、オンライン会議の進行表を見られたのが、
分かりやすかったです。また、今回の会議で他課の取り組みを聞くことができたの
で、ここでできた横のつながりを今後ぜひ活用できたらと思っています。
他課とのグループワークで、新たなイベントの発想を得ることができました。

日　時

　市役所内のイベント、講座・講演会の担当者同士の
情報交換、課題の共有や解決、事業連携を目的とし、
各部署が実施するイベント、講座・講演会の事業内容
や情報発信力の向上を目指します。

目　的

対　象

周知方法

▲オンラインを活用した
グループワーク

▲生涯学習センター職員の
事例発表

市役所各部署への文書依頼

【テーマ】
～「オンラインでやってみよう！」を応援します～
　（新型コロナウイルス感染拡大を受けて需要が高まる
　「オンライン展開（コンテンツ展開や会議・イベント開催など）」）

①オンラインを活用した取り組みの事例発表
　・「『マニャミンとマナブウのオンライン学習』の紹介」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生涯学習センター）
　・「『まちカフェ！』実行委員会開催にみる
　 オンラインイベントにおける「場」づくりのコツ」
                                     （町田市地域活動サポートオフィス）

②グループワーク
　 （zoomの機能を活用したグループワーク・情報交換）

町田市地域活動
サポートオフィス
（運営支援・ファシ
リテーション）

2月18日（木）　14：00～16：30

費　用 無料

市役所各部署のイベント、講座・講演会担当職員
オンラインを活用したイベント等を検討中の職員
庁内の部署を越えた交流・学び合いの場が欲しいと
感じている職員

生涯学習連絡会「お悩み解決ＬＡＢＯ」





 

 

 

 

 

センターまつり 



 



参加者の声

周知方法

費　用

参加状況

・新しい画像などを随時掲載できるので助かります。
・皆さん色とりどりに活動を頑張っている姿を確認
　できました。
・自分ではインターネット掲載はできないので非常に
　助かりました。
・データの追加掲載の対応が可能なこと、新しい
　作品を随時掲載してもらるので助かります。
・たくさんのデータを載せていただいてありがとう
　ございます。大変喜んでおります。
・今後ともサークル活動で、生涯学習センターを
　利用させていただきます。
・生涯学習センターが保管している写真を使用して
　もらって助かりました。
・最初は敷居が高いと思いましたが、現像写真を
　取り込んでくれたのでチャレンジできました。
・画像の撮影などチャレンジできて良かったです。
・紙で提出したものを、きれいにデータ化してもらえた
　ので良かったです。
・サークルの広報誌に掲示して周知します。

広報・ホームページ・チラシ・まちだの教育・ツイッター

無料

参加団体：29団体
　　　　　　 （展示：13 発表：13 ワークショップ：3）
企画運営委員会（全13回） ：78人
利用者説明会　 （全2回）  ：48人
総アクセス数                 ：8210回

第９回　生涯学習センターまつり
（インターネット開催）

目　的

掲載期間 11月1日（日）～2021年3月31日（水）

　生涯学習センターを主な活動場所として利用する
サークル・団体の皆さんの日頃の活動の成果を、作
品展示・ステージパフォーマンス・ワークショップに分
かれて発表する場を提供します。また、各団体が用意
した「学び」の提供により、訪れた方の学びに取り組
むきっかけとなることを目指します。

　今年度はコロナウイルス感染症の影響により、来場
型での開催は中止しました。しかし、生涯学習セン
ターまつりの趣旨である「全ての利用団体でつくり上
げるみんなのまつり」と「生涯学習センターでのサーク
ル活動を多くの方々に知っていただく発表の場」の継
続性を念頭に、各団体の活動発表の形式でインター
ネット上で実施しました。

▲チラシ

▲掲載イメージ





 

 

 

 

 

 市民の生涯学習にかかわる条件整備の一環として、1993年 6月に

「まちだ市民大学 HATS」を開講しました。 

 2020年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、前期講座

を中止したため、通年講座、前期特別講座、後期講座を開催しまし

た。連続での受講が難しい方や興味を持たれた方のために、公開講

座（聴講可能な講座）も設置しています。 

 各講座とも、市民・研究者・学識経験者などからなるプログラム委

員会との論議を基に企画実施しました。 

 

 
◆ 通年講座        ・多摩丘陵の自然入門 
 
◆ 前期講座（中止）   

 

 

 

 

 

 
 
◆ 前期特別講座  

 

 

 

 

 
 
◆ 後期講座       

 

市民大学事業 

・“こころ”と“からだ”の健康学 

・人間科学講座 

・くらしに活きる法律  

・環境講座 

・町田の歴史 

・まちだの福祉 

・まちだの芸術・文芸 

・“こころ”と“からだ”の健康学  

・人間科学講座 

・くらしに活きる法律 

・環境講座 

・町田の歴史 

・まちだの芸術・文芸 

・“こころ”と“からだ”の健康学 

・人間関係学講座 

・まちだ市民国際学  

・環境講座 

・町田の歴史 

・まちだの福祉 



 



 

←２０２０年度 募集案内 

（通年・前期） 

表紙の色は、ピンク色 

２０２０年度 募集案内→ 

（後期） 

表紙の色は、みどり色 



6
【中止】

7月5日（日）
10：00～15：00

知ろう・始めよう「河川学習」
（鶴見川流域センター）

鶴見川流域センター
スタッフ

7
9月13日（日）
10：00～13：00

鶴見川源流・丸池・
せせらぎの自然回復を学ぶ
（鶴見川源流みつやせせらぎ公園）

鶴見川源流自然の会

8
9月27日（日）
9：30～14：30

自然公園での保全活動、又、そこで暮
らす生物達を知る
（かしの木山自然公園）

かしの木山自然公園
愛護会

4
【中止】

6月7日（日）
9：30～14：30

町田・横浜の市境に残る尾根緑地の
保全　市民がかかわる地域の自然
（成瀬尾根）

成瀬の自然を守る会

5
【中止】

6月28日（日）
10：00～15：00

湧水・自然環境をいかし、自然観察を
目的とした公園の観察と虫こぶの世界
を学ぶ（忠生公園）

町田の尾根・谷戸
に親しむ会

2
【中止】

5月10日（日）
10：00～14：15

カタクリと身近な植物をとおして自然の
営みや自然の大切さを知る
（かたかごの森およびその周辺）

町田かたかごの森
を守る会

3
【中止】

5月24日（日）
10：00～14：00

野原と林のさんぽみち～子どもの心に
かえって考える“原っぱ”という自然～
（野津田公園　上の原広場）

野津田・雑木林の会

1※
4月26日（日）
10：00～12：30

歩いて学ぶ多摩丘陵
～里山自然学入門（七国山周辺）～

八王子市長池公園園長
町田市文化財保護審議会
委員　内野　秀重　氏

費　用

会　場

回 日時 内容 講師

各フィールド（第1～12回）、生涯学習センター（第13回）

3,000円
※第2～6回の中止に伴い、2,000円に変更しました。

周知方法 広報・ホームページ・生涯学習NAVI・募集案内

市民大学【通年】多摩丘陵の自然入門
驚き感動まちだの自然大発見

目　的 　町田市内の色々なフィールドで自然観察を行うことにより、親しみ楽しみながら、
多摩丘陵の自然を知り、保全の実情と活動について学ぶことを目指します。

対　象 どなたでも
※応募者多数の場合は、市内在住で2019年度に受講されていない方が優先
※保護者同伴の場合は、小学生以下の参加可。ご家族・グループ単位（4人まで）
　 での申込可。

9※
10月11日（日）
9：40～14：00

知られざる三輪の里山を歩く
寺家ふるさと村と一帯となった緑地
（東田谷～杣ヶ谷～寺家ふるさと村～南谷）

三輪みどりの会

10
10月25日（日）
10：00～14：30

町田市の“市民の花”野菊を観察しな
がら、生きものの賑わう公園づくりを考
える（都立小山田緑地）

梅木窪の会

11
11月15日（日）
10：00～14：00

恩田川流域の地形と生きもののにぎわ
いにふれる（芹ヶ谷公園～高瀬橋の親
水広場～高ヶ坂松葉調整池）

恩田川の会

12
11月29日（日）
9：20～13：00

【午前】都立大戸緑地の自然　地域の自然を守り
親しむ【午後】オプション周辺散策 町田最高峰の
「草戸山ハイク」と境川源流を訪ねる
（都立大戸緑地）

西武・多摩部の
公園パートナーズ
大戸源流森の会

13※
12月6日（日）
9：30～12：00

【室内学習】「子どもたちを地球人に育
てる仕事引き受けます」
振り返り・修了式

慶應義塾大学
名誉教授
岸　由二　氏

日時・内容

・講師



※

※
※
※

・
・
・
・

・
・
・
・
・
・

募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ）

写真2

写真3 写真4

▲鶴見川源流での野外学習（第7回） ▲三輪緑地での野外学習（第9回）

▲町田最高峰の草戸山ハイク（第13回）

▲晴天の小山田緑地（第10回）

修了者数

50人 25人 136人 18人

参加者の声 町田の緑を十分に味わいました。
草木の説明がとてもわかりやすく楽しかったです。
自然な所が、とても良かった。自然保護をしてくださっているからだと思います。
市民団体が、自然のままの状態を守っていこうとする姿勢がよくわかって、素晴らし
かったです。講師の先生方の植物のお話しも興味深かったです。
里山の自然の摂理の大変さが学べて良かったです。
いろいろな団体が活動していることを知って、驚きました。
自然保護活動の団体、サークルの皆さんの活動の実体を知ることができました。
各団体の活動内容を、会員の方の説明で具体的に知ることができました。
気の合う友人ができました。
コロナのためと思います、交流があまりできませんでした。

講座風景

写真1

第1回は新型コロナウイルスの影響により、日程を9月5日（土）に延期し、
会場を生涯学習センターホール、内容を講義のみに変更して実施しました。
第2～6回は新型コロナウイルスの影響により、中止しました。
第9回は大雨のため、11月3日に延期し開催しました。
第13回は新型コロナウイルス対策のため、会場を文学館大会議室に変更しました。



募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ） 修了者数

70人 35人 － －

ロコモ予防で元気力アップ
東京体育機器㈱
健康運動指導士
児玉　絹代　氏

4
6月4日（木）

10：00～12：00
在宅での薬の使い方

一般社団法人
町田市薬剤師会 理事
橋本　登　氏

5
6月18日（木）
10：00～12：00

楽しもうオリ・パラ
町田市スポーツ
推進委員会　会長
安部　徹　氏

6
6月25日（木）
10：00～12：00

認知症とその予防
浴風会病院東京都認知症
疾患医療センター 診療部
長　雨宮　志門　氏

7
7月9日（木）

10：00～12：00

2
5月7日（木）

10：00～12：00

ラジオ体操は究極の運動
～この機会にポイントを押さえて
効果を得よう～

シニア健康体操教室
指導者
中澤　悦子　氏

3
5月21日（木）
10：00～12：00

【公開講座】健康は足もとから
～シューフィッターが教える失敗しない
靴選びのコツ！～

足と靴と健康協議会
事務局長
木村　克敏　氏

1
4月23日（木）
10：00～12：00

”おくち”から始まる”こころ”と”からだ”
の健康学

日本歯科大学生命歯学部
 客員教授
石井　良昌　氏

費　用

会　場

回 日時 内容 講師

2,000円

生涯学習センター

周知方法

市民大学【前期】“こころ”と“からだ”の健康学
自分らしく元気に生きるために

目　的 　毎日を楽しく生きる為に健康を多くの視点で考え、生活の中で実践できる知識と技術
を学びます。そして学んだことを身近な人達に広め、地域の健康に貢献することを目指
します。

対　象 どなたでも
※応募者多数の場合は、市内在住で2019年度に受講されていない方が優先

広報・ホームページ・生涯学習NAVI・募集案内

日時・内容

・講師

（※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止）



費　用

会　場

周知方法

市民大学【前期】人間科学講座
テクノロジー・いのち・人権

目　的 　テクノロジーが生み出す未来と生命倫理の問題を考え、遺伝子組み換え食品から監
視社会や安楽死の問題まで幅広い分野で学習をすることを目指します。

対　象 どなたでも
※応募者多数の場合は、市内在住で、2019年度に受講されていない方を優先

広報・ホームページ・生涯学習NAVI・募集案内

3,000円

回 日時 内容 講師

東京大学大学院
総合文化研究科教授
酒井　邦嘉　氏

1
5月13日（水）
19：00～21：00

【総論】
生命の倫理を問うとはどういうことか

東京医科歯科大学
准教授
田中　智彦　氏

7
6月24日（水）
19：00～21：00

安楽死・尊厳死の現在
‐‐やわらかな危機的状況を考える

東京大学大学院
人文社会系研究科
教授　小松　美彦　氏

6
6月17日（水）
19：00～21：00

遺伝子組み換え・ゲノム編集食品と
は？何が問題？

市民バイオテクノロジー
情報室代表
天笠　啓祐　氏

5
6月10日（水）
14：00～16：30

生涯学習センター

3
5月27日（水）
19：00～21：00

医療的ケアがあっても安心して暮らし、
学びたい

国立成育医療研究センター
「もみじの家」
ハウスマネージャー
内多　勝康　氏

4
5月30日（土）
19：00～21：00

【公開講座】
老化しない脳と身体をつくる

東京大学　名誉教授
石浦　章一　氏

【見学】旧陸軍技術研究所
～（現）明治大学平和教育登戸研究所
資料館～

明治大学平和教育登戸
研究所資料館学芸員

2
5月20日（水）
19：00～21：00

脳科学から見た心と言葉の発達

募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ） 修了者数

50人 47人 － －

8
7月1日（水）
19：00～21：00

マイナンバーと監視社会
ジャーナリスト
斎藤　貴男　氏

9
7月8日（水）
19：00～21：00

科学技術の進歩は人間を幸せにする
のか

和光大学　教授
堂前　雅史　氏

日時・内容

・講師

（※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止）



8
7月7日（火）
18：00～20：00

生きる権利
～やまゆり園事件を通して、
あの事件から何を学ぶのか～

東洋英和女学院大学
教授
石渡　和実　氏

9
7月14日（火）
18：00～20：00

公園はいつも法とともに
（一財）公園財団理事長
蓑茂　壽太郎　氏

募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ） 修了者数

50人 30人 － －

5
6月9日（火）
18：00～20：00

「生活時間アプローチ」から考える
真の働き方・生き方改革
～職場、家庭、地域と時間資源の
あり方に関するパラダイムシフト～

弁護士
圷　由美子　氏

3
5月26日（火）
18：00～20：00

情報と憲法
中央大学
国際情報学部　教授
岩隈　道洋　氏

4
6月2日（火）
18：00～20：00

インターネットにおける権利侵害と
プライバシー保護

中央大学　准教授
宮下　紘　氏

7
6月23日（火）
18：00～20：00

性の多様性と法律
～生活・仕事での法律の壁～

LGBT法連合会事務局長
神谷　悠一　氏

6
6月16日（火）
18：00～20：00

犯罪や非行をした人への働きかけ
～更生保護を中心に～

法務省保護局
更生保護振興課長
押切　久遠　氏

2
5月12日（火）
18：00～20：00

【公開】日本の司法
裁判所―国民の生活を支える基盤

元最高裁判所長官
竹崎　博允　氏

1
4月28日（火）
18：00～20：00

スポーツを巡る法的な世界
弁護士
宍戸　一樹　氏

回 日時 内容 講師

費　用

会　場

周知方法

市民大学【前期】くらしに活きる法律
これからのくらしと法律

目　的 　身近な物事やくらしが法に関連していることを学び、様々な環境の変化に伴い変わり
ゆくくらしについて、法的な観点から考えることを目指します。

対　象 どなたでも
※応募者多数の場合は、市内在住で、2019年度に受講されていない方を優先

広報・ホームページ・生涯学習NAVI・募集案内

3,000円

生涯学習センター

日時・内容

・講師

（※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止）



市民大学【前期】環境講座
まちだの水とみどり入門

（※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止）

6月27日（土）
10：00～12：00

【施設見学】
きれいな水によみがえらせるしくみを
学ぼう！

鶴見川クリーンセンター

応募 参加（延べ） 修了者数

24人 14人 － －

6

周知方法

目　的

対　象 どなたでも
※応募者多数の場合は、市内在住の方優先

広報・ホームページ・生涯学習NAVI・募集案内

　「水」と「みどり」をテーマに、講義や体験、作業、施設見学などを織り交ぜて、楽しく学
んでいきます。講座終了後は継続活動と市民活動への導入を目指します。

費　用

会　場

2,000円

生涯学習センター
小山田（第4回）、小野路奈良ばい谷戸（第5回）
鶴見川クリーンセンター（第6回）、真光寺川（第7回）

回 日時 内容 講師

6月20日（土）
10：00～12：00

【農業体験】
小野路で田植えをしよう！

まちだ結の里

1

2
5月9日（土）
9：00～16：00

【体験講座】
見て！感じて！まちだｄｅエコバスツ
アー

ガイド
西池　淳一　氏
朽方　新　氏

4月25日（土）
14：00～16：00

【基調講義】
エコの現場を楽しく体験！
環境ボランティア入門

和光大学　教授
堂前　雅史　氏

エコネット町田

募集・
参加状況

募集

3
5月23日（土）
10：00～12：00

【公開講座】
鶴見川下流を豪雨氾濫からまもったの
は町田の緑

慶應義塾大学
名誉教授
岸　由二　氏

8
７月18日（土）
10：00～12：00

【学習のまとめ】
防災と環境を考える／
わたしたちに何ができるか

恩廻公園調節池
和光大学　教授
堂前　雅史　氏

4
6月14日（日）
9：30～12：00

【緑の作業】
花さく鶴見川源流保水の森・
ヤブカンゾウを植えよう！

ＮＰＯ法人
鶴見川源流ネットワーク

5

7
7月12日（日）
9：30～12：00

【水の作業】
真光寺川を守るエコ・レンジャーになろ
う！

日時・内容

・講師



8
7月3日(金)

10:00～12:15
戦没者と慰霊碑

町田市立自由民権資料館
学芸担当
松崎　稔　氏

9
7月10日(金)
10:00～12:15

伝統的な祈りと私たちの祈り
町田市文化財保護審議会
委員　鶴巻　孝雄　氏

募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ） 修了者数

50人 45人 － －

5
6月12日(金)
10:00～12:00

生涯学習センター、町田市内（第5回）

3
5月29日(金)
10:00～12:15

中世の人びとの祈り
仏像や板碑を通して

町田の歴史プログラム委員
田井　秀　氏

4
6月5日(金)

10:00～12:15
近世の人びとの祈り②
家を中心に

町田市立博物館学芸員
佐久間　かおる　氏

【公開講座】
近世の人びとの祈り①
村を中心に

町田市立自由民権資料館
学芸担当
小林　風　氏

2
5月22日(金)
10:00～12:15

古墳～平安の人びとの祈りとまつり
谷戸とムラの祭祀

7
6月26日(金)
10:00～12:15

近世の宗教政策と地域信仰
和光大学　非常勤講師
杉山　弘　氏

6
6月19日(金)
9:00～16:00

【バス見学】目で確かめる町田の歴史
―田端環状積石遺構　他―

まちだ史考会会員
荒井　仁　氏
町田市生涯学習総務課
文化財係主任（学芸員）
川口　正幸　氏、
後藤　貴之　氏

（公財）東京都スポ－ツ文化
事業団　東京都埋蔵文化財
センタ－調査研究部
松崎　元樹　氏

1
5月15日(金)
10:00～12:45

開講にあたって
縄文時代の人びとの祈り
土偶と石棒を中心に

町田の歴史プログラム委員
田井　秀 氏
町田市生涯学習総務課
文化財係主任（学芸員）
川口　正幸　氏

回 日時 内容 講師

市民大学【前期】町田の歴史
祈りの形

目　的 　縄文から現代までの市域における様々な「祈りの形」を手がかりとし、それぞれの時代の人びと
が何を祈り、何を願ってきたのかを探ります。この講座をきっかけに、郷土についての認識を深め
るとともに、市民としての市域への愛着を高め、地域の活性化に役立てることを目指します。

対　象

広報・ホームページ・生涯学習NAVI・募集案内

どなたでも
※応募者多数の場合は、市内在住・在勤・在学を優先

費　用

会　場

周知方法

3,000円

日時・内容

・講師

（※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止）



8
7月13日（月）
14：00～16：00

交流会と修了式
どんな老後をおくりたい？10年後の私

まちだ市民大学プログラ
ム委員

2,000円

生涯学習センター

6
6月22日（月）
13：00～16：00

【見学】
高齢者施設へ訪問

特別養護老人ホーム
合掌苑

1
5月11日（月）
14：00～16：00

聞き上手、話し上手になりませんか？

NPO法人　PLA（パート
ナーシップ　アンド　リスニ
ング　アソシエーション）
黒田 敏郎 氏

2
5月18日（月）
14：00～16：00

介護保険の仕組みを知ろう

鶴川第2高齢者
支援センター
センター長　島村　類子
氏

内容 講師

7
7月6日（月）

14：00～16：00

【公開講座】
私は高齢者でしょうか？と言える社会
へ

㈱起案家　代表取締役
会長
城井　廣邦　氏

5
6月15日（月）
14：00～16：00

高齢者のための交通計画

町田市交通事業推進課職
員
交通空白地区解消実証実
験中の団体

3
6月1日（月）

14：00～16：00
在宅介護の知恵と工夫

介護家族を地域で支える
会
「わあくす」

4
6月8日（月）

14：00～16：00
町田で暮らす
～知っておきたい制度と楽しみ～

行政書士/ファイナンシャ
ルプランナー
寺田　康子　氏

市民大学【前期】まちだの福祉
～町田で迎える、安心した老後～

目　的 　誰もが迎える「老後」。住み慣れた町で安心した生活を送るためには、情報や知識は
必要不可欠です。各方面で活躍されている講師による講座を修了する頃には、受講者
皆さんの「老後」を輝かせるヒントが見つかることを目指します。

対　象

周知方法

どなたでも
※応募者多数の場合は、市内在住・在勤・在学を優先

広報・ホームページ・生涯学習NAVI・募集案内

費　用

会　場

募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ） 修了者数

27人 41人 － －

回 日時

（※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止）

日時・内容

・講師



募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ） 修了者数

50人 23人 － －

3
6月3日（水）

10：00～12：00

（見学）
「〈東京〉をめぐる創造力
 ～アーティストはそこに何を見るか」
企画展「東京クロニクル 1964-2020」
鑑賞

町田市民文学館
ことばらんど
学芸員　谷口　朋子　氏

4
6月17日（水）
10：00～12：00

（見学）
大学博物館訪問
「玉川大學教育博物館」

玉川大學教育博物館
職員

6
7月8日（水）

10：00～12：00
町田市ゆかりの作家たち

元和光大学　教授
三上　豊　氏

5
6月28日（日）
10：00～12：00

【公開講座】
漫画「ギヴン」にも 登場する
町田のライブハウス文化

町田ThePlayHouse(ライブハ
ウス)企画制作
マツムラ　タダトシ 氏
町田WESTVOX(ライブハウ
ス)
元スタッフ
松永  紋華　氏
ギター弾き語り
シンガーソングライター
松下  譜割　氏

2
5月20日（水）
10：00～12：00

(見学)
すむひと⇔くるひと
―「アーティスト」がみた町田―
企画展「インプリントまちだ展２０２０」
鑑賞

町田市立
国際版画美術館
学芸員　町村　悠香　氏

1
4月15日（水）
10：00～12：00

オリエンテーション
町田市立博物館～工芸美術の魅力

町田市立博物館館長
伊藤　嘉章　氏

回 日時 内容 講師

費　用

会　場

周知方法

市民大学【前期】まちだの芸術・文芸
～まちだにゆかりの芸術・文芸に触れる

目　的 　町田には公的または民間の文化施設が数多くあり、町田にゆかりのある作家・アーチ
ストをはじめとする多くの作品展示や情報、文化・情報を発信しています。各文化施設
の関係者の方から様々な分野の芸術・文学・音楽などの解説を聞いたり、その作品等を
鑑賞して、新たな町田の魅力を発見することを目指します。

対　象 どなたでも
※応募者多数の場合は、市内在住を優先。

広報・ホームページ・生涯学習NAVI・募集案内

2,000円

生涯学習センター他

日時・内容

・講師

（※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止）



・

・
・
・
・

・

会　場 生涯学習センター

講　師 足と靴と健康協議会　事務局長　木村　克敏　氏

参加者の声

内　容

募集・
参加状況

募集 応募 参加

49人 46人 40人

靴を選ぶのがいつも大変なので、この講義を参考にしたいと思います。ありがとうご
ざいました。
靴選びに多いに利用させて頂きます。
足の骨の構造の話はおもしろかったです。
日々の健康に役立つ内容で、とても良かったです。
たいへん良かったです。教えて頂き又ご指導頂きありがとうございました。足を大切
にケアーしていきたいと思います。ありがとうございました。
自分に合う靴を選び、これからの生活を元気に過ごしたいと思います。散歩するに
は、靴が大事ですものね。コロナで大変な時、講座実施ありがとうございました。

まちだ市民大学HATS前期"こころ"と"からだ"の健康学がが新型コロナウイルス感
染拡大防止により全回中止となったため、そのうち公開講座の第3回目を特別講座
として実施しました。
自分の足でしっかりと歩くことは、健康な生活を送るうえで重要であり、そのために
は、自分にあった靴を選び、正しく履き、正しく歩くことが必要です。シューフィッター
として長年にわたり靴業界に携わってきた講師の経験をもとに「足」「靴」「健康」を
キーワードとして正しい靴の選び方、履き方、歩き方をお話しいただきました。

対　象

市民大学【特別講座】"こころ"と"からだ"の健康学
健康は足もとから～シューフィッターが教える失敗しない靴選びのコツ！～

目　的

日　時 8月27日（木）　10：00～12：00

写真・イラスト

周知方法

費　用 無料

　毎日を楽しく生きる為に健康を多くの視点で考え、
生活の中で実践できる知識と技術を学びます。そして
学んだことを身近な人達に広め、地域の健康に貢献
することを目指します。

広報・ホームページ・チラシ

どなたでも
※前期"こころ"と"からだ"の健康学の受講予定であった方を優先

▲講座の様子



対　象 どなたでも
※前期人間科学講座の受講予定であった方を優先

市民大学【特別講座】人間科学講座
老化しない脳と身体をつくる

目　的

日　時 8月23日（日）　14：00～16：00

写真・イラスト

周知方法

費　用 無料

　独創的な視点でアルツハイマー病等の予防、治療
を目指している講師から最新の知識を得て、新型コロ
ナウイルスの流行で今までとは違う生活スタイルにな
る中、人生100年時代をどのように健やかに生きてい
けばよいか考える機会を目指します。

広報・ホームページ・チラシ

会　場 生涯学習センター

講　師 東京大学　名誉教授　石浦　章一　氏

参加者の声

まちだ市民大学HATS前期「人間科学講座」が新型コロナウイルス感染拡大防止により
中止となったため、そのうちの公開講座のみを特別講座として実施しました。
新型コロナウイルス感染症対策を日常生活に取り入れた新しい生活様式が提唱される
中、いかにすれば心身ともに老化せずに、人生100年時代を健やかに暮らしていけるか
をお話しいただきました。

・話し方が上手で、聞きやすかった。ユニークな話も折り込まれていて、楽しかった
　です。
・具体的な話し方でよく理解できた。運動と食事の重要さを痛感しました。
・今日お聞きしたことを毎日の生活にいかせていきたいと思います。
・我が身の生活を振り返って、見直したいことが多々ありました。このコロナ禍で
　運動不足になっていますが、テレビ、パソコンを活用して、体を動かすよう心掛け
　たいと思います。
・大変わかりやすい説明でした。頭を使う事、身体を動かす事の大切さを再認識
　しました。食事も気をつけます。
・講師の先生がわかりやすくて、素晴らしい。元気が出ました。
・8月に特別講座として開催されて、とてもうれしく思いました。内容は、わかりや
　すくて、面白くて、さすがです。日常生活に明日から活かそう、友達にすすめよう
　という気持ちになりました。サプリメントやフェイクニュースのお話も参考になり
　ました。

内　容

募集・
参加状況

募集 応募 参加

49人 49人 44人

▲講師の石浦章一氏



・

・

・

・

・

対　象

市民大学【特別講座】くらしに活きる法律
「生活時間アプローチ」から考える真の働き方・生き方改革

～職場、家庭、地域と時間資源のあり方に関するパラダイムシフト～

目　的

日　時 9月4日（金）　18：00～20：00

写真・イラスト

周知方法

費　用 無料

　私たちのくらしが法に関連していることを学びなが
ら、今後わたしたちがどのように働き、生きていくべき
かについて、法的な観点から考えることを目指しま
す。

広報・ホームページ・チラシ

どなたでも
※前期くらしに活きる法律講座の受講予定であった方を優先

内　容

募集・
参加状況

募集 応募 参加

49人 37人 19人

生活コアタイムという考えが新鮮でした！ちょっと気付かなかったです。今回のコア
タイムは子育て中の方のものでしたが、他のステージの人々について自分で考え
てみたいと思います。
生活時間という当然のものが守られないことの深刻さ、改善の難しさを改めて知り、
本来の働き方、生き方を考えさせられました。
講師の先生の実体験や具体的ケースが紹介され、とてもわかりやすかったです。
改めて1日の過ごし方を考えさせられた。
現在の自分の生活と講座の内容がマッチしていないので、考え方としては理解でき
るものの、実際的ではありませんでした。
もっと法律を勉強したいと思いました。

まちだ市民大学HATS前期「くらしに活きる法律講座」が新型コロナウイルス感染症
拡大防止により全回中止となったため、そのうち第5回目を特別講座として実施しま
した。
新型コロナウイルス感染症の影響により社会の働き方が大きく転換しつつあること
から、市民の関心が高まっているテーマとして、労働時間はあるべき生活時間から
思考すべきとし、2015年以来「生活コアタイム」などを提唱し活動を続ける圷由美子
弁護士に、これからの働き方・生き方改革についてお話しいただきました。

会　場 生涯学習センター

講　師 弁護士　圷　由美子　氏

参加者の声

▲講師の圷由美子氏



対　象

市民大学【特別講座】環境講座 まちだの水とみどり入門
鶴見川下流を豪雨氾濫からまもったのは町田の緑

目　的

日　時 8月31日（月）　18：00～20：00

写真・イラスト

周知方法

費　用 無料

　防災における緑の大切さを理解し、環境保全への
意識を高めることを目指します。

広報・ホームページ・チラシ

どなたでも
※前期まちだの水とみどり入門の受講予定であった方を優先

内　容

募集・
参加状況

募集 応募 参加

49人 26人 18人

会　場 生涯学習センター

講　師 慶應義塾大学　名誉教授　岸　由二　氏

参加者の声

まちだ市民大学HATS前期「まちだの水とみどり入門」が新型コロナウイルス感染拡
大防止により全回中止となったため、そのうち第3回目を特別講座として実施しまし
た。
温暖化による地球規模の異常気象に見舞われ、毎年のように豪雨災害が各地で
多発する中、どのように減災していけばよいのか、岸先生にお話しいただきました。

・この講座のタイトルの意味がよくわかりました。町田の多摩丘陵の森は、とても
 貴重なものだったのですね。あと、池などを多く作ったのも、下流を氾濫から守る
 ためのもの。
・町田の山や緑はすごいですね。自然はやっぱりいいですね。(森も林も緑も・・・)
・川の氾濫のしくみもよくわかりました。地球の温暖化とても心配です。世界中の
　人々が考えていってほしいと思います。
・河川・水系・流域の違い理解できました。また、池と森の必要性も分かりました。
　自然、災害も努力と工夫で対応可能であることを知り、安心しました。これを
　次世代の人の為にも具体化できるよう、応援していきます。
・魚等、水産物資源を守るために森林を豊かにしなければという話は良く聞き
　ますが、下流の水害を防ぐために上・中流の森林、流域全体から考えなくては
　いけないということですね。勉強になりました。

▲講師の岸由二氏



会　場 生涯学習センター

講　師 町田市文化保護審議会委員　鶴巻　孝雄　氏

参加者の声

内　容

募集・
参加状況

募集 応募 参加

49人 47人 38人

まちだ市民大学HATS「町田の歴史」が新型コロナウイルス感染拡大防止により全回中
止となったため、特別講座として実施しました。市域の先人が疫病・流行病（感染症・伝
染病）を克服しようとした歴史を明らかにします。また、近世から近代にかけて市域の人
びとが経験した疫病流行の実態を紹介しました。

・本日の様なコアなテーマでの郷土史は大変興味深い。この様な類の講演を、
　今後も期待しています。
・対面にて講義を受けるのは、約半年ぶり。大変興味深く、勉強になりました。
　ありがとうございます。
・とても興味深いお話を、伺うことができました。資料がとても詳しく、面白いので
　是非、じっくり読みたいと思います。ありがとうございました。
・古文書を長く読んできたが、疫病の文書に触れたことはありませんでした。
　お話が上手で、とても聞き易かったです。優意義な時間を頂き、ありがとう
　ございました。
・タイムリーな良い企画でした。よく調査されていてわかりやすかったです。
　相原の歴史も、すごい人がいたのだと思いました。
・早くから疫病に取り組んでいる人たちがいたことに、驚いています。

対　象 市内在住の方

市民大学【特別講座】町田の歴史
市域の歴史に見る感染症との闘い～疫病克服に奮闘した人びと～

目　的

日　時 8月28日（金）　10：00～12：００

写真・イラスト

写真・イラスト
周知方法

費　用 無料

　郷土についての認識を深めるとともに、市民として
の市域への愛着を高め、地域の活性化に役立てるこ
とを目指します。

広報・ホームページ・チラシ・生涯学習NAVI
・ポスター

▲講座の様子

▲講師の鶴巻孝雄氏



・

・

・

・

対　象 どなたでも
※前期講座の受講予定であった方を優先

市民大学【特別講座】まちだの芸術・文芸
町田市ゆかりの作家たち

目　的

日　時 8月26日（水）　10：00～12：00

写真・イラスト

周知方法

費　用 無料

　町田市ゆかりのアート分野の作家たちの作品や活
動を知ることにより、新たな町田の魅力を発見するこ
とを目指します。

広報・ホームページ・チラシ

内　容

募集・
参加状況

募集 応募 参加

45人 43人 32人

久し振りの講演会、スライド全盛の中にあって懐かしいスタイルで、1枚のホワイト
ボードを縦横に使って想い出話を語ってくださって、1時間ちょっと、いつの間にか引
き込まれて、時間が過ぎていました。このスタイル、話術主体の講演もいいものだと
思いました。
転居して間もないので、作家や著名人が身近に感じられて楽しかったです。玉川学
園駅は自宅より近いので、よりいっそう興味深かったです。街歩きも読書も楽しみ
が増えました。
玉川学園に移住して、56年になります。その頃は遠藤周作氏も住んでおられまし
た。その時のお住まいも今はありません。身近なお話しで面白く拝聴しました。
かた苦しくない、ミーハー的な視点もあり、楽しく聴講できました。町田が出てくる小
説は大変興味深かったです。コロナ禍で久しぶりの講座で、触発されリフレッシュで
きました。

まちだ市民大学HATS前期「まちだの芸術・文芸」が新型コロナウイルス感染症拡
大防止により中止となったため、そのうち第6回目を特別講座として実施しました。
「ゆかり」というと、生歿か、在住か、町田を舞台にした作品をつくったのか、様々な
座標がありますが、今回は10名ほどの玉川学園在住の作家を取り上げて講義を行
いました。玉川学園地区に絞っての内容でしたが、作家たちを紹介することが同時
に、玉川学園地区及び町田の魅力や特色の分析にもなっており、受講者も興味深
く聞くことができ、町田の魅力の発見につながりました。

会　場 生涯学習センター

講　師 元和光大学　教授　三上　豊 氏

参加者の声

▲講師の三上豊氏





周知方法 広報・ホームページ・募集案内

市民大学【後期】“こころ”と“からだ”の健康学
自分らしく元気に生きるために

目　的 　毎日を楽しく生きるために、健康を多くの視点で考え、生活の中で実践できる知識と技
術を学びます。そして学んだことを身近な人達に広め、地域の健康に貢献することを目
指します。

対　象 どなたでも
※応募者多数の場合は、市内在住で2019年度に受講されていない方が優先

1
9月10日（木）
10：00～12：00

認知症　介護も予防も
やさしく　楽しく　自分らしく

杏林大学 准教授
戸塚　恵子　氏

費　用 2,000円

会　場 生涯学習センター

回 日時 内容 講師

2
9月24日（木）
10：00～12：00

“こころ”と“からだ”の健康づくり
～リラックス＆リフレッシュ体操～

公益財団法人
明治安田厚生事業団
ウェルネス開発室
小野寺　由美子　氏

3
10月8日（木）
10：00～12：00

【公開講座】眼の健康寿命を守る！
セルフメディケーションセミナー

ビジョナリーホールディン
グス アイケア事業本部
R&Dジェネラルマネー
ジャー
吉野　正夫　氏

5
10月29日（木）
10：00～12：00

からだの疲労と痛み
守成会広瀬病院
塩澤　伸一郎　氏

4
10月15日（木）
10：00～12：00

ストレス社会を生き抜くための
睡眠コントロール術

医療法人RESM理事長
日本睡眠学会専門医
白濱　龍太郎　氏

6
11月12日（木）
10：00～12：00

人生100年時代の食事
鶴川サナトリウム病院
管理栄養士
松永　裕美子　氏

7
12月3日（木）
10：00～12：00

メディカルヨガで心と体を整えよう
理学療法士
雨山　さより　氏

日時・内容

・講師



・

・
・

・

・

・
・

参加者の声 生活習慣を変えることは思っていてもなかなかできなかったこと。今日を機会に少し
づつでも変えていこうと思いました。
体操は具体的で効果が期待できそうなので、実行していきたいと思います。
眼について知らなかったことを勉強できて良かった。日常生活に生かして少しでも眼
を良い状態で長く使っていきたいです。
大変参考になるテーマが多いと感じました。できる事を少しでも生活の中で生かして
行きたいと思います。
とても楽しく学ぶことが出来ました。いろいろ資料も頂いて良かったです。なかなか人
と会えないので、あった時に伝えたいです。
もう一度プリントを拝見して、日常に役立てたいと思います。
栄養・運動・コミュニケーションに気を付けながら生活したいと思いました。

講座風景

写真1

募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ） 修了者数

30人 49人 183人 27人

写真2

▲骨波形測定の様子（第6回） ▲メディカルヨガ（第7回）

写真3 写真4

▲公開講座（第3回） ▲からだの疲労と痛み（第5回）

写真5 写真6

▲講義の様子（第1回） ▲リラックス＆リフレッシュ体操（第2回）



11月18日（水）
18：00～20：00

人間関係学講座を振り返って
まちだ市民大学HATS
人間学講座プログラム委員
矢田　信久　氏

講師

3,000円

1
9月16日（水）
18：00～20：00

そこがあなたの「居場所」になる
つながりの創り方

（公財）ダイヤ高齢社会
研究財団主任研究員
澤岡　詩野　氏

やわらかい人間関係をつくる
コミュニケーション

桜美林大学　講師
辰巳　厚子　氏

3
9月30日（水）
18：00～20：00

人生100年、孤独な時代の生き抜き
方

コミュニケーション
ストラテジスト
岡本　純子　氏

2

周知方法 広報・ホームページ・生涯学習NAVI・募集案内

費　用

回 日時 内容

会　場

市民大学【後期】人間関係学講座
―お互いを認め合い、共に生きる―

目　的 　少子高齢化が進む現代のニッポンで、（そして、新型コロナウイルスの感染拡大状況
に直面したいま）現代社会が抱える課題を学び、私たちの生き方はどう変わっていくの
か、望ましい人間関係とはどういうものか、一緒に考えることを目指します。

対　象 どなたでも
※応募者多数の場合は、市内在住の方が優先

9月23日（水）
18：00～20：00

4
10月7日（水）
13：30～15：00

【見学】
川崎市立日本民家園

川崎市立日本民家園
学芸員

5
10月14日（水）
18：00～20：00

人生百年時代の夫婦関係　卒婚
中央大学　法学部　教授
広岡　守穂　氏

6
10月28日（水）
18：00～20：00

これからを共に生きる
～日本で暮らす外国人のこと

ライター、編集者
芹澤　健介　氏

7
11月4日（水）
18：00～20：00

【公開講座】
人はなぜ薬物依存症になるのか
～回復のために必要なこと

国立精神・神経医療研究
センター　精神保健研究所
薬物依存研究部長
松本　俊彦　氏

8
11月11日（水）
18：00～20：00

認知症今昔物語
認知症ケア町田ネット
（家族会）世話人
小林　孝彰　氏

生涯学習センター
川崎市立日本民家園（第4回）

9

日時・内容

・講師



・

・

・

・
・

・

概　要

募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ） 修了者数

49人 47人 324人 19人

写真4写真3

写真1 写真2

▲第1回講座の様子 ▲距離をとって、交流をはかる

▲第4回日本民家園見学の様子 ▲公開講座の松本先生

参加者の声

現代社会の課題解決に向けて実際に活動している方々の話を聞き、受講者同士が共
に考え、個人の学習に留まらず、社会の問題として視野の広がりを持つことが期待で
きる講座でした。

孤独が一番の病の原因になり、コロナ禍においても、一番懸念されること。イギ
リスに孤独担当大臣が存在するとは驚きました。
コロナ禍だから仕方がないが、受講生と横のつながりがもう少しあれば良かった
かもしれません。
外国人の就労問題はいまだに解決しない。日本の国や技術のすばらしさに期待
を持って、日本に来ていても失望ばかりでは意味がないと思います。
薬物依存症の回では、何気なく使っていた市販のくすりのこわさを痛感しました。
認知症についてはこわがるだけでなく、希望が持てるお話でした。先のことを不
安がるだけでなく、明るく過ごすことが大切だと思いました。
また来年も参加したいと思います。グループワークやグループでの話し合いがで
きるようになるといいですね。

講座風景



周知方法 広報・ホームページ・募集案内

市民大学【後期】まちだ市民国際学
混迷を深める世界　～変革が求められる私たち～

目　的 　人の動きがかつてないほどグローバル化している今日、世界は未曽有のコロナ禍に
見舞われています。同時に、行動の自由が制限され世界中が大混乱している中でも、
国際平和や気候変動などの問題は、取り組みの停滞を待ってくれません。この講座で
は、世界の動きを視ながら、混迷から抜け出す道を考えることを目指します。

対　象 どなたでも
※応募者多数の場合は、市内在住で2019年度に受講されていない方を優先

1
9月15日（火）
18：00～20：00

米国は何処に向かうのか
慶應義塾大学
ＳＦＣ 教授
渡辺　靖　氏

費　用 3,000円

会　場 生涯学習センター

回 日時 内容 講師

2
9月25日（金）
18：00～20：00

【公開講座】外国人から見た日本の将
来

詩人
アーサー・ビナード　氏

3
10月6日（火）
18：00～20：00

新型コロナウイルス問題以降の
中国の行方

ジャーナリスト
濱本　良一　氏

4
10月13日（火）
18：00～20：00

ナレンドラ・モディ首相下のインド
～開発とヒンドゥー民族主義～

ジェトロアジア経済研究所
主任研究員
近藤　則夫　氏

5
10月27日（火）
18：00～20：00

ＩＣＡＮの活動から考える世界の平和
インターナショナル
コーディネーター
渡辺　里香　氏

6
11月10日（火）
18：00～20：00

ＩＴ企業の成長と世界で拡大する
ギグエコノミーの働き方

弁護士
川上　資人　氏

7
11月17日（火）
18：00～20：00

パレスチナの現状と課題
パレスチナ子どもの
キャンペーン事務局長
田中　好子　氏

8
12月1日（火）
18：00～20：00

ブレグジットとＥＵの行方
（株）ニッセイ基礎研究所
経済研究部研究理事
伊藤　さゆり　氏

9
12月8日（火）
18：00～20：00

アマゾン森林破壊と気候変動
～わたしたちに何ができる？～

ジャーナリスト
下郷　さとみ　氏

日時・内容

・講師



・
・
・

・

・
・
・

参加者の声 アメリカ大統領選直前の1回目の渡辺先生の講座は、最適でした。
リモート環境での講演だと、やはり迫力に欠けます。（1回目の講義）
当事者が話している回（ＩＣＡＮ、ギグエコノミーも弁護士としての当事者、パレスチナ、
アマゾンなど）は、知識とはまた違った意味で、現場感というか実態を肌感覚で教え
てもらえることが非常に良かったです。
講師の方々が毎回、専門性が高く、いろいろな情報が聞けたこと。また毎回テーマが
異なり多様性、多面性な方向から興味深い講義となりました。
全体的に、今回は（1回目～9回目までの）一貫性が無いように感じました。
このコロナ禍でも実施していただき、ありがたかったです。
市民大学に限らず、大学のセミナーやテレビの教養番組など、いろいろな手段で学
習を続けたいと思います。

講座風景

写真1

募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ） 修了者数

49人 94人 362人 43人

写真2

▲熱心に受講する様子 ▲講義の様子（第9回）

写真3 写真4

▲講義の様子（第4回） ▲講義の様子（第5回）

写真5 写真6

▲リモートによる講義（第1回） ▲公開講座（第2回）



【生物多様性総合講義】
生きもののにぎわいと共に生きる

和光大学
教授　堂前　雅史　氏

9
11月28日（土）
10：00～12：00

【振り返りとまとめ】
まちだのまちとくらしのエコ入門
地球にやさしい「わたし」と「まちだ」を
探しに

玉川大学
教授　吉川　朋子　氏

3
10月4日（日）
14：00～16：00

【３R講座】
サスティナブルな暮らしを楽しむ

ゴミ問題ジャーナリスト
江尻　京子　氏

8
11月14日（土）
13：30～16：00

【フィールドワーク】
多摩動物公園
～生物多様性を楽しく学ぼう！～

多摩動物公園
動物解説員

4
10月10日（土）
14：00～16：00

【都市近郊農業講義】
「里山」の現代的役割

東京大学大学院
准教授　寺田　徹　氏

5
10月17日（土）
10：00～12：00

【農業体験実習】
～小野路で稲刈りしよう！～

まちだ結の里

1

2
9月27日（日）
14：00～16：00

【公開講座】
気候変動防止へのスタンス
～日本人の感覚はなぜ特殊なのか～

持続性推進機構IPSuS
名誉理事　安井　至　氏

9月12日（土）
10：00～12：00

【導入講義】
ようこそ！まちだ環境講座へ
～講座をより楽しむためのオリエンテー
ション

三菱UFJリサーチ＆コン
サルティング（株）
主任研究員
宗像　慎太郎　氏

回 日時 内容 講師

市民大学【後期】環境講座 まちだのまちとくらしのエコ入門
地球にやさしい「わたし」と「まちだ」を探しに

費　用

会　場 生涯学習センター
小野路奈良ばい谷戸（第5回）
小田急電鉄大野総合車両所（第6回）
多摩動物公園（第8回）

2,000円

周知方法

目　的

対　象

広報・ホームページ・生涯学習NAVI・募集案内

　地球にやさしい生活のヒントがまちだにあふれています。みんなで探しに
いきましょう。講座終了後は継続活動と市民活動への導入を目指します。

どなたでも
※応募者多数の場合は、市内在住の方優先

10月27日（火）
13：30～15：00

【施設見学１】
小田急電鉄大野総合車両所見学
～企業の環境への取組みについて
    知ろう！～

小田急電鉄（株）社員6

7
11月7日（土）
10：00～12：00

日時・内容

・講師



・
・
・
・
・

・

・

募集・
参加状況

募集

写真3 写真4

▲都市近郊農業講義（第4回） ▲農業体験実習（第5回）

写真5 写真6

参加者の声 関心のあったエネルギー問題について理解を深められたと思います。
改めてごみ問題を考えてみる機会となりました。
里山の暮らしがいかに自然にマッチしているかということがよくわかりました。
コロナで稲刈りができなくて残念でしたが、里山の実際が見られてよかったです。
大野総合車両所の見学ではコロナ禍の中、見学を許していただき、ありがたかった
です。
絶滅危惧種を動物園で保護育成していることを聞き、とてもすばらしいことだと思いま
した。
動物保全という知らない活動をされていることを初めて知りました。
外来種の影響やその駆除のむずかしさが具体的にわかりました。
生態系についての人の理解が困難なことがわかりました。

講座風景

写真1

応募 参加（延べ） 修了者数

12人 22人 91人 12人

写真2

▲導入講義（第1回） ▲公開講座（第2回）

▲大野総合車両所見学の様子（第6回） ▲多摩動物公園見学の様子（第8回）



5
10月16日（金）
9:00～16：00

【バス見学】
目で確かめる町田の歴史
田端環状遺跡　ほか

まちだ史考会会員
荒井　仁　氏
町田市生涯学習総務課
文化財係主任（学芸員）
川口　正幸　氏
後藤　貴之　氏

7
11月6日（金）
14:00～16：15

近代の宗教政策と地域信仰
和光大学　非常勤講師
杉山　弘　氏

6
10月30日（金）
14:00～16：15

近世の人びとの祈り②
家を中心に

町田市立博物館学芸員
佐久間　かおる　氏

4
10月9日（金）
14:00～16：00

【公開講座】
近世の人びとの祈り①
村を中心に

町田市立自由民権資料館
学芸担当
小林　風　氏

9
11月20日（金）
14:00～16：15

伝統的な祈りと私たちの祈り
町田市文化財保護審議会
委員
鶴巻　孝雄　氏

8
11月13日（金）
14:00～16：15

戦没者と慰霊碑
町田市立自由民権資料館
学芸担当
松崎　稔　氏

2
9月25日（金）
14:00～16：15

古墳～平安の人びとの祈りとまつり
谷戸とムラの祭祀

（公財）東京都スポ－ツ文化
事業団　東京都埋蔵文化財
センタ－調査研究部
松崎　元樹　氏

3
10月2日（金）
14:00～16：15

中世の人びとの祈り
仏像や板碑を通して

町田の歴史プログラム委員
田井　秀　氏

1
9月18日（金）
13:30～16：15

開講にあたって
縄文時代の人びとの祈り
土偶と石棒を中心に

町田の歴史プログラム委員
田井　秀　氏
町田市生涯学習総務課
文化財係主任（学芸員）
川口　正幸　氏

費　用

会　場

回 日時 内容 講師

生涯学習センター、町田市内(第5回）

3,000円

周知方法 広報・ホームページ・生涯学習NAVI・募集案内

市民大学【後期】町田の歴史
祈りの形

目　的 　縄文から現代までの市域における様々な「祈りの形」を手がかりとし、それぞれの時代
の人びとが何を祈り、何を願ってきたのかを探ります。この講座をきっかけに、郷土につ
いての認識を深めるとともに、市民としての市域への愛着を高め、地域の活性化に役立
てることを目指します。

対　象 どなたでも
※応募者多数の場合は、市内在住・在勤・在学を優先

日時・内容

・講師



・
・
・
・
・

・

・

写真2

▲見学の様子（第5回） ▲見学の様子（第5回）

写真3 写真4

▲公開講座（第4回） ▲公開講座（第4回）

写真5 写真6

▲講座の様子（第1回） ▲講座の様子（第2回）

募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ） 修了者数

49人 72人 317人 39人

参加者の声 「祈り」という切り口は、大変良いと思いました。
関東地方の祈りについて初めて聞き、参考になりました。
回毎のテーマが深く、大変勉強になった。
「祈り」を歴史としてとらえる、講座の難しさがあると思った。
地元、町田の理解が深まった。特に、村と谷戸について知ったことは良かったと思い
ます。（人々との生活と関連付けて）
講師の皆様が、丁寧に講義して頂きました。講師の皆様が研究されて、私も関心を
持って勉強させて頂きました。
町田に来て１５年弱になりますが「町田の歴史」に関しては、講座に出るまでほとんど
関心を持たずにいました。夫が、自由民権の講座に参加している事もあり、帰ってか
ら話が一層弾みます。

講座風景

写真1



周知方法 広報・ホームページ・生涯学習NAVI・募集案内

市民大学【後期】まちだの福祉
～町田で迎える、安心した老後～

目　的 　誰もが迎える「老後」。住み慣れた町で安心した生活を送るためには、情報や知識は
必要不可欠です。各方面で活躍されている講師による講座を修了する頃には、受講者
皆さんの「老後」を輝かせるヒントが見つかることを目指します。

対　象 どなたでも
※応募者多数の場合は、市内在住・在勤・在学を優先

1
10月5日（月）
14：00～16：00

聞き上手、話し上手になりませんか？

NPO法人　PLA（パート
ナーシップ　アンド　リスニ
ング　アソシエーション）
黒田　敏郎 氏

費　用 2,000円

会　場 生涯学習センター

回 日時 内容 講師

2
10月12日（月）
14：00～16：00

介護保険の仕組みを知ろう

鶴川第２高齢者
支援センター
センター長　島村　類子
氏

3
11月2日（月）
14：00～16：00

在宅介護の知恵と工夫
介護家族を地域で支える
会
「わあくす」

4
11月9日（月）
14：00～16：00

町田で暮らす
～知っておきたい制度と楽しみ～

行政書士/ファイナンシャ
ルプランナー
寺田　康子　氏

5
11月16日（月）
14：00～16：00

高齢者のための交通計画

町田市交通事業推進課職
員
交通空白地区解消実証実
験中の団体

6
11月30日（月）
14：00～16：00

高齢者施設での取り組み

※第6回目は新型コロナウイルス感染症拡大防止により、見学を座学講座に変更しました。

特別養護老人ホーム
合掌苑

8
12月14日（月）
14：00～16：00

交流会と修了式
どんな老後をおくりたい？10年後の私

まちだ市民大学プログラ
ム委員

7
12月7日（月）
14：00～16：00

【公開講座】
私は高齢者でしょうか？と言える社会
へ

㈱起案家　代表取締役
会長
城井　廣邦　氏

日時・内容

・講師



・

・

・

・

・

講座風景

写真1

参加者の声

募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ）

写真2

介護はゆとりや元気で生きる事、その為には悩みを話せるような友達を作る事又社
会参加する、サークル活動を通じて信頼関係を築く事、おおいに勉強になりました。
「インフォーマルな情報」心に残りました。一番大事なことですね。現実は…不安で
いっぱいです。（この先）
地域に根ざした、とてもいい活動を紹介してもらいわかりやすかったです。自分の住
んでいる地域にも同じようなものがあるか、あったら必要になった時に是非利用した
いです。実際の介護の話は、とてもよくわかり参考になりました。
高齢化社会になっている現在、介護予防（サルコペニア、自助、食事、たんぱく質を
多く取る）、その為に社会的参加、情報を得て孤独にならない事、専門家に相談する
事、自分達で考えていくことを学びました。
相手との会話の中で聞くことの大切さを、２つの会話の具体例から学ぶことができま
した。お互い気持ちの良い会話ができるように否定せず、相手の話をよく聞きコミュニ
ケーションをとっていきたいです。
今年はコロナ禍の中、家族以外の人と話す事も少なく、ズームを使って、一度数名の
人と話す機会はあったものの、こうして講師を前にしてお話を聞けるのはなぜか、心
に伝わるものがありました。やはり、会話のコミュニケーションは実際の人と人が対し
てのやりとりできるのが、どんなに大切なのかと思いました。講義の内容もためにな
りました。

修了者数

45人 50人 262人 35人

▲傾聴講座（第1回）

▲講義を受けてグループトーク（第5回） ▲施設の様子を聞く（第6回）

▲地域の活動を聞く（第3回）





 

 

 

 

 

 

◆ 市民提案型事業「講座づくり★まちチャレ」 

◆ コンサート事業 

◆ 平和祈念事業「夏の平和イベント」 

◆ 連携・共催事業 

◆ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公民館事業 
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・
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5 振り返り ～困りごとの共有

1
子どもの発達と心と社会性について
～不登校、ひきこもり、ゲーム依存、
学習障がい等はなぜ起きるのか？

ＮＰＯ法人発達ケアネットワーク
理事長
伊藤　昌江　氏

ＮＰＯ法人発達ケアネットワーク
理事長
伊藤　昌江　氏

2
基礎感覚を整える　＜実践編＞
～感覚遊び、運動、発達の体操

市民提案型事業「講座づくり★まちチャレ」
『発達が気になる子どもの可能性～からだへのアプローチが発達改善の鍵！』

目　的

日　時 10月27日①②、11月10日②、24日①、12月1日①
いずれも火曜日
①10：00～12：00　②13：30～16：00

　疲れやすい、姿勢が保てない、筆圧が弱い、先
を見通して行動する事が出来ないなど様々な子ど
もの困りごとの原因を知り、回復する為のアプ
ローチを学びます。また、発達が気になる子を持
つ家族やその支援者が交流し、新たな発見をする
ことを目指します。

学校現場における学習障がいと
その対応方法
～眼球運動などの対策

こどもラボ　ホロホロ
明蓬館高校学校　横浜関内SNEC
湘南厚木SNEC　相談員
鈴木　伸行　氏

神経の動きから見た、回復への
アプローチ ～神経が整うと痛みや依
存症から解放される

募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ）

20人 22人 88人

4

米国公認カイロプラクティック
ドクター
一般社団法人日本アディクション
プロフェッショナル認定協会
遠藤　光政　氏

とても学びが深い1日となりました。教えていただいたことを自分で調べ、さらに学
びを深めたいと思います。とても解りやすかったです。ありがとうございました。
鶴川在住です。こんなに近くで、こんな講座に参加できたのは、本当に良かったと
思います。今後も期待しております。
専門知識の裏付けができてよかった。親御さん、支援者共に学べる場がとてもよ
かった。今後も開催してほしいです。

参加者の声

3

講師

対　象

写真・イラスト

内　容 回 学習内容

関心のある方どなたでも
※原則、全回出席できる方

会　場 鶴川市民センター

周知方法

費　用

広報・ホームページ・チラシ・ポスター

無料
写真・イラスト

▲第2回 感覚遊び

▲第3回 眼球運動のチェック



・

・

・

市民提案型事業「講座づくり★まちチャレ」
誰でも一緒に楽しめるスポーツ～パラスポーツ＆フラダンスを体験して共生社会を考えよう～

目　的

日　時 12月12日（土）、26日（土）、1月16日（土）、31日（日）、
2月6日（土）
いずれも10：00～12：00

写真・イラスト

　障がいの有無に関わらず、誰もが一緒に楽しめるパ
ラスポーツやフラダンスを通じて、共生社会について
考える機会を提供するとともに、地域の共生活動の場
を広めるきっかけにします。また、パラスポーツへの
理解を深め、パラリンピックの盛り上げに繋げることを
目指します。

共生社会とスポーツ
一般社団法人
日本身体障がい者スイミング協会
代表　酒井　泰葉　氏

フラダンスを知ろう！
※新型コロナウイルス感染症
　 拡大防止のため、中止

フラダンスを体験しよう！

募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ）

30人 23人 46人

4

5

Kapua O Maile Liilii
フラスクール主宰
Kapua(カプア) O(オ) Maile(マイレ)
Liilii(リィリィ)　永井　氏

一般社団法人　千葉障がい者
スポーツ指導者協会
理事　門脇　倭雄　氏

2 ボッチャを体験しよう！

ボッチャ初体験してとても面白かったです。またやってみたいですね！先生の説明も
分かりやすくて良かったです。
楽しかったです。誰でも、手軽に出来るのがいいですね。子ども会のレクレーションな
どでも、やってみたいと思いました。パラリンピックでも、是非TV観戦します！
フラダンスを知り、楽しく体験できて、とても良かったです。誰でも一緒に楽しめるダン
スだと実感しました。手の動きが手話に共通していて又、座ってする事でゆっとりとし
た音楽で気持ちも癒されました。ありがとうございました。またの機会を、楽しみにし
ています。

参加者の声

パラ競技を学ぼう！
※新型コロナウイルス感染症
　 拡大防止のため、録画配信で実施

一般社団法人
日本パラ陸上競技連盟
副理事長　花岡　伸和　氏

3

講師

1

対　象

内　容 回 学習内容

写真・イラスト

どなたでも

会　場 生涯学習センター

周知方法

費　用

広報・ホームページ・チラシ・ポスター

無料

▲第2回 ボッチャ体験の様子

▲第4回 フラダンス体験の様子



・

・
・

送迎ボランティアを担う人材やサービス、活用をする方法は人それぞれなところ
がありますが、一人ひとりが使いやすい支援が生まれるといいと感じました。
この時期故のこのテーマ、貴重な場を作っていただき、ありがとうございました。
外出する事の大変さ、外出目的をきちんと持つことの重要さを外出しづらい人の
声も含めて知ることができました。

参加者の声

3

内　容 回 学習内容

2
外出しづらい人たちへの支援
～外出のための制度～
外出への想い　車いすユーザーから

講師

1 「外出できないこと」と「ストレス」
リハビリテーション工学
研究者
藤井　直人　氏

誰が支援するのか　地域で頑張る
鶴川団地電動カート運行事業
社会福祉法人　悠々会

外出支援について参加者による
意見交換
～できることがみつかりましたか～

募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ）

20人 11人 31人

4 ―

視覚障がい者ガイドヘルパー
福祉有償運送　利用者

市民提案型事業「講座づくり★まちチャレ」
『新型コロナにまけるな！外出を地域で支えよう』

目　的

日　時 12月1日、8日、15日、22日
いずれも火曜日　10：00～12：00

　外出が困難な人々の生活を身近な問題として捉
え、様々な制度やボランティアを活用することで、
外出が可能になる事を知るきっかけとなる講座を
目指します。

写真・イラスト

会　場 せりがや会館

周知方法

費　用

広報・ホームページ・チラシ・ポスター

無料
写真・イラスト

市内在住、在勤、在学の方対　象

▲第1回 講義の様子

▲第4回 意見交換



写真・イ

・

・

・

日　時

目　的 　日常の忙しさで、気づかないうちに自分に制限をか
けいる育児中の方に対し問題提起し、講座を通して、
「子育てしながら、町田でくらしながら、はたらくこと」に
ついて様々な立場の人と意見交換ができる講座を目
指します。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、企画
　 団体の意向でオンライン録画配信に内容を再編
 　して実施しました。

【公開講座】
【知る】自分らしくはたらく・暮らす

1月31日（日） 第1回、第2回配信
2月7日（日） 第3回、第4回配信
※第5回は、新型コロナウイルス感染症
　 拡大防止のため、中止

募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ）

15人 32人 124人

参加者の声

3

市民提案型事業「講座づくり★まちチャレ」

『「自分に素直にはたらくを考えよう！」
～子育てしながら、町田で暮らしながら、はたらく～』

周知方法

費　用

広報・ホームページ・チラシ・ポスター

無料

子育てしながらはたらくことを考えたい方
※原則、全回出席できる方

対　象

会　場 録画配信

内　容 回 学習内容

2
【語る】私たちの素直な
はたらき方・暮らし方

1

町田で働くママたちのお話はとても勇気をもらいました。やりたいことがあっても、結
局は始める勇気が必要なので、経験者である皆さんのお話を聞けてよかったです。
育休から復帰して半年。フルスロットルで働けない自分に対して常にもやもやしてい
ました。さまざまな方の経験談を伺え、壁にぶつかっている自分に対して、ぶつかっ
ていてもいいんだと思えたこと、自分の中にあるスキルに気付く重要性を知ることが
できました。
今回の講座で、コワーキングスペースの汎用性を改めて知ることができました。

講師

交流会 中止　※企画団体の任意開催

非営利型株式会社Polaris
取締役ファウンダー　市川　望美　氏
株式会社玉川総合研究所代表取締役
秋田　史津香　氏
コワーキング喫茶cosoadot店主
中山　綾子氏
らぶふぁみ事務局代表　西行　恵　氏

株式会社mogママリブラ事業責任者
鈴木　伸太朗　氏
COMMUNE BASE マチノワ　コーディ
ネーター
山本　満　氏

【知る】【考える】子育てしながらつくる
キャリア　素直なはたらき方を深掘りしよう

【知る】多様なはたらき方が集まる場所
本当は身近なコワーキングスペース

4

5

▲第2回 パネルトーク

▲第3・4回の配信の様子



写真・イ

・

・

・

・

会　場 生涯学習センター

周知方法

費　用

広報・ホームページ・チラシ・ポスター

無料
写真・イラスト

どなたでも（関心のある方）

市民提案型事業「講座づくり★まちチャレ」
『だれにでも「まなびの場」を～自主夜間中学ってなに？～』

目　的

日　時 1月16日（土）、31日（日）、
2月6日（土）、20日（土）、3月6日（土）
14：00～16：00
　

　基礎教育の支援が必要な方々の存在を知り、その
支援について理解を深めます。受講後、支援活動に
結びつくことを目指します。

講師

1

対　象

国内外の識字教育の現状や
基礎教育保障について

国立国語研究所　准教授
野山　宏　氏

【公開講演会】
生きるための日本語を学ぶ

元夜間中学校　教諭
見城　慶和　氏

自主夜間中学の先駆者の話を聞く

募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ）

20人 21人 69人

内　容 回 学習内容

2
【公開講演会】
映画『こんばんはⅡ』上映
講演「教育機会確保法について学ぶ」

「生きるための日本語を学ぶ」見城先生のお人柄も含めて大変勉強になりました。実
践者３人の方の話も身に沁みました。
現場の声を聞き、参加者で共有できたました。伴走者になるというフレーズが耳に残
りました。識字教育、生きるためのことばの学びの重要性が分かりました。
ひとりひとり「学びの場」が必要と思っている人がたくさんいられること、地道にがん
ばっているということがわかりました。こういう場がつながっていけるといいです。5回
の講座の開催とてもご苦労様です。いい企画です。
ニューカマーの方々をメインに着目した夜間中学校の現状についてより知りたいで
す。

基礎教育保障学会　理事
庄司　匠　氏

参加者の声

あつぎえんぴつの会の実践
学習のまとめ

あつぎえんぴつの会　代表
岩井　富喜子　氏

3

4

松戸自主夜間中学校　スタッフ
榎本　博次　氏
埼玉に夜間中学を作る会　代表
野川　義秋  氏

5

▲第3回 見城 慶和 氏

▲第1回 ワークショップの様子



・

・

・

神奈川県立
国際言語文化アカデミア　教授
坂内　泰子　氏

　地域に住む外国人と円滑なコミュニケーションをとる
ため、「やさしい日本語」の基本や日常生活で活用で
きる実践的なコミュニケーションを学ぶことを目指しま
す。

庵先生の講義に強い印象を受けました。今までに経験したこととは違って、全く新し
い切り口であることが新鮮でした。「やさしい日本語」をさらに深めて勉強したいと思
いました。坂内先生の話も大変判りやすく勉強になりました。
外国人に接する時も日本人に接する時も人間相手ということを忘れない。つまりMind
が大事ということが根本にあることが理解できました。
災害時、外国人は要援者であることも初めて知り、近隣に住む外国人を見かけたら
笑顔で話しかけてみたいと思います。コミュニケーションが大切なのは日本人外国人
を問いません。

参加者の声

交流会
受講生と外国籍ボランティア
との交流会

3

内　容 回 学習内容

2
日常生活の場面での
「やさしい日本語」

講師

1

対　象

写真・イラスト

【公開講座】
「やさしい日本語」概要

一橋大学
教授　庵　功雄　氏

災害が起きた時こそ
「やさしい日本語」

神奈川県立
国際言語文化アカデミア　教授
坂内　泰子　氏

「やさしい日本語」で
町田のことを話そう！

募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ）

20人 25人 88人

4
神奈川県立国際言語文化
アカデミア　教授　坂内　泰子　氏
外国籍ボランティア

5

市民提案型事業「講座づくり★まちチャレ」
『身近な外国人と日本語でコミュニケーション～「やさしい日本語」って知ってますか？』

目　的

日　時 2月14日（日）、20日（土）、
3月6日（土）、20日（土・祝、第4・5回同日開催)
13：30～15：30、但し第5回は15：45～16：15

会　場 生涯学習センター

周知方法

費　用

広報・ホームページ・チラシ・ポスター

無料
写真・イラスト

関心のある方どなたでも　※原則、全回出席できる方

▲第1回 公開講座

▲第4回 ワークショップの様子



費　用 無料

出　演 ①内田　夏椰　氏（桜美林大学卒業）
②増永　衣里子　氏（桜美林大学卒業）
③金子　大葉　氏（東京音楽大学卒業）
④中村　紗菜　氏（桜美林大学卒業）
⑤上嶋　亜美　氏（桐朋学園大学卒業）

内　容

募集・
参加状況

募集 応募 参加

会　場 生涯学習センター

128人 ― ―

①マリンバ　Joseph Schwantner:：Velocities
②クラリネット　J.ヴィトマン：クラリネット独奏のための幻想曲
③チェロ　L.v.ベートーヴェン：チェロソナタ 第三番 イ長調 作品 69第1楽章
④声楽　G.プッチーニ：オペラ「マノン・レスコー」より　ひとり荒野に捨てられて
⑤ピアノ　プーランク：主題と変奏　FP.151　変イ長調

周知方法 広報・ホームページ・チラシ・ポスター

コンサート事業　第15回 まちだフレッシュコンサート
(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止)

目　的

日　時 4月18日（土）　15：00～17：00

対　象 どなたでも

　大学等で音楽を専門に学び、卒業・修了した若い音楽家に演奏を披露する機会
を設け、その優れた演奏を広く地域に紹介するとともに、音楽文化の振興に寄与す
ることを目指します。



・
・
・
・

・

・

・

参加者の声 久しぶりに生演奏が聞けて、心がゆったりできて楽しかったです。
バンドネオンは一台でも良い音色が出る楽器だと感じました。
コロナ禍を吹き飛ばす情熱的な演奏でした。
楽器についての説明もあり、発祥の地の説明等々、楽しい時間を過ごすことが
できました。
どんな楽器かも知らなかったが、アコーディオンとの違いも知り、勉強になりまし
た。
早川さんの演奏とてもすばらしく、バンドネオンの歴史や楽器の説明などもてい
ねいで、親しみ易いトークで、ファンになりました！
演奏の合間のお話も、優しいお人柄が感じられ、良い一時を過ごさせていただき
ました。

費　用 無料

出　演 バンドネオン：早川　純 氏

内　容

募集・
参加状況

募集 応募 参加

会　場 生涯学習センター

79人 270人 77人

①エル・チョクロ（ビジョルド）
②きよしこの夜（グルーバー）
③カミニート（フィリベルト）
④ダンサリン（プラサ）
⑤オブリビオン（ピアソラ）
⑥リベルタンゴ（ピアソラ）

⑦ビリーブ（杉山竜一）
⑧風の通り道（久石譲）
⑨ラ・クンパルシータ（ロドリゲス）
⑩失われし時のワルツ（早川純）
⑪「ミ」の律動（早川純）
⑫ノクトゥルナ（プラサ）

周知方法 広報・ホームページ・チラシ・ポスター

コンサート事業　早川純バンドネオン・ソロコンサート

目　的

日　時 12月13日（日）　14：00～15：30

対　象 どなたでも

　国内外で活躍する早川純さんによるバンドネオンのソロコンサート。日頃、聴く機
会の少ないバンドネオンの音色を楽しんでいただくとともに、親しみをもってもらうこ
とを目指します。



・

・

・
・

参加者の声 楽器の解説があって、とても楽しかったです。マリンバの音がきれいで、種類に
よってちがうのが良くわかりました。
収束が見えないコロナ禍のこの時期に、生の演奏を聴かせていただき感謝しま
す。
「マリンバ」と言っても、いくつもの種類があることを知りました。
聴きなれた曲も多く、その上楽器についていろいろ紹介していただき、学びの場
でもあると思いました。

費　用 無料

出　演 打楽器・マリンバ：三橋　敦　氏　マリンバ：小田　もゆる　氏
打楽器・マリンバ：須長　竜平　氏　マリンバ：荒木　美栄　氏

内　容

募集・
参加状況

募集 応募 参加

会　場 生涯学習センター

79人 138人 73人

①道化師のギャロップ（カバレフスキー）
②アイネクライネナハトムジークより第１楽章（モーツァルト）
③クシコスポスト（ネッケ）
④合奏協奏曲「四季」から冬　ラルゴ（ヴィヴァルディ）
⑤ロックトラップ（シンスタイン）
⑥トゥーフォーアス（バッガート）
⑦ラグタイムドラマー（カーン）
⑧ラグタイムダンス（ジョプリン）
⑨剣の舞（ハチャトゥリアン）
⑩スレイライド（アンダーソン）
⑪アメージンググレース（イギリス民謡）
⑫映画「ALWAYS 三丁目の夕日」より（佐藤直紀）
⑬映画「ニューシネマパラダイス」より（モリコーネ）
⑭映画「サウンドオブミュージック」より（ロジャース）
⑮メドレー「日本の歌」～故郷・もみじ・四季めぐり～（西川利夏編曲）
⑯情熱大陸（葉加瀬太郎）

周知方法 広報・ホームページ・チラシ・ポスター

コンサート事業　マリンバ＆パーカッションアンサンブル

目　的

日　時 2月19日（金）　15：00～16：30

対　象 どなたでも

　打楽器とマリンバによるアンサンブルコンサート。群馬交響楽団首席ティンパニ・
打楽器奏者の三橋敦氏をはじめ4人の演奏家による演奏です。マリンバの音色に
親しみ、気軽に楽しむコンサートを目指します。



①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

平和祈念事業「夏の平和イベント」

原爆被爆関連資料等の展示佐々木禎子と原爆被害の実相を
紹介したポスター

町田市在住被爆者の方による広島での原爆被爆体験の話と
被爆した佐々木禎子さんを描いた作品「折り鶴の少女」の朗
読会

戦時中の体験
「１枚のハガキ」の展
示

プロ棋士から学ぼ
う！親子将棋教室

語り継ぐ長崎原爆被
爆体験＆まちだ語り
手の会「絵本と語り」

勝又清和七段による親子で参加する将棋教室

どなたでも

無料

　各世代を対象とするイベントを実施して、町田および
日本が経験してきた太平洋戦争の記憶を振り返ると
ともに、平和について考え、自分にできる平和への取
り組みを探る機会とすることを目指します。

ドキュメンタリー映画
「筑波海軍航空隊」
上映会

筑波海軍航空隊に所属していた元特攻隊員たちが、戦争末
期の状況や若くして死を覚悟していた心境など、貴重な証言を
集めたドキュメンタリー映画を上映。

町田市在住被爆者の方から長崎での原爆被爆体験の話と平
和、戦争、被爆をテーマにした本のおはなし会

「せかいいちうつくしいぼくのむら」「さようならカバくん」「火垂る
の墓」他を16ｍｍ映写機で上映

語り継ぐ広島原爆被
爆体験＆かわせみ
座による朗読劇「折り
鶴の少女」

「ヒロシマ・ナガサキ
原爆写真ポスター」
「サダコと折り鶴ポス
ター」の展示

対　象

費　用

＜プレイベント＞
①　7月9日（金）～8月13日（水）
＜期間中毎日開催＞
②～④　8月6日（木）～11日（金）　　⑤　8月6日（木）
⑥　8月8日（土）　　⑦　8月8日(土）9日（日）
⑧　8月9日（日）　　⑨　8月10日（月）

懐かしの16mmフィル
ムで観る平和映画上
映会

町田関連の戦前から戦後の年表及び、市民から寄贈された
戦時資料の展示。けん玉お手玉で自由に遊べる世代交流
コーナー

市民から寄せられた戦時中・戦後の体験が書かれたハガキを
掲示

日　時

目　的

平和・戦争に関する図書コーナーの設置
町田市立
中央図書館PR展示

戦時資料展示＆
昔遊びコーナー

内　容内　容 イベント名

▲一枚のハガキコーナー

広報・ホームページ・チラシ・生涯学習NAVI・

町内会・自治会掲示板・タウン紙・Twitter

周知方法

会 場 ①町田市立中央図書館②～⑨生涯学習センター



・

・

・

・

・

イベント風景

写真1 写真2

参加者の声

写真3 写真4

初めて被爆体験を語った時の、被爆者の方のお気持ちが辛すぎて胸が痛くなりま
す。これからもお元気で、語り部として活躍される事を期待しています。かわせみ座
の朗読劇も良かったです。肉声で本を聴く、辛い話ですが、新鮮でした。感度しまし
た。泣けました。（被爆体験/朗読）
広島と長崎にゲンバクが落ちたのは知っていたが、今日、てんらん会を見て、どのく
らいひがいがでたかなど、しらなかった事もしれました。もっと、クラスメートにも、しっ
てほしいです。（10才）（ポスター展）
戦時中のことを知ると、平和の大切さが本当にわかります。風化させることのないよ
うに、皆で考えていきたいです。（60代）（一枚のハガキ）
貴重な16ｍｍフィルムで映画を観ることができ、娘に良い経験をさせられたと思いま
す。戦争に触れる良いきっかけになりました。（子ども映画会）
特攻の真相が理解できる内容だった。若い者として、戦争のない世界を作る一員に
なりたいと思う。本日はありがとうございました。（ドキュメンタリー映画上映会）

募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ）

－ － 515人

プロ棋士から学ぼう！親子将棋教室

原爆被爆体験＆「絵本と語り」朗読劇「折り鶴の少女」

戦時中の体験「１枚のハガキ」展示



募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ）

30人 ― ―

無料 会　場

どなたでも 周知方法対　象

費　用

2 浮世絵と江戸絵画
和光大学　非常勤講師
山本　ゆかり　氏

3 戦後美術と私たちの社会
和光大学　教授
半田　滋男　氏

内　容 回 学習内容 講師

1 西洋美術史と旅
学習院大学　講師
久保寺　紀江　氏

目　的

日　時

和光大学共催講座
「日常と非日常をつなぐ美術の楽しみ方」
（※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止）

　大学の地域貢献の一環として、大学の持つ知的財産を市民に還元すること
で、市民の学習能力の向上と学習活動の活性化を図ることを目指します。

6月6日、13日、20日　いずれも土曜日　15:00～17:00

広報・ホームページ・チラシ・ポスターを

予定していました。

生涯学習センター



写真・イ

・

・
・

・

内　容

募集
100人程度

募　集

・アイスブレイク
　（Zoomの投票機能を使ったデモンストレーション「今日はどこから来ましたか？」）
・団体活動紹介
　（各学生団体代表者による地域活動の紹介）
・アイスブレイク
　（Zoomのチャット機能を使ったデモンストレーション「学生時代の思い出」）
・パネルディスカッション
　（視聴者投票によるトークテーマ
　　「Withコロナでの活動にどう向き合ったか」、
　　「2020年の学生活動から「新しい発見！」、
　　「ここだけは譲れない！“活動が変化するなかでも譲れなかったこと”」）

応募
-

参加
42人（学生11人、一般31人）

今まで通りの活動ができないことを嘆くのではなく、制約がある中でもコロナ禍だから
こそできることを見つけ積極的に活動に取り組んでいることを知り、自分もコロナを理
由に足を止めてはいけない、負けていられない気持ちになりました。とても有意義な
時間を過ごすことができました。（一般）
同じ学生として、皆さんの活動を知られてよかったです。次回も参加します！（一般）
純粋に楽しかったです。また、他団体との情報共有や魅力を知る良い機会となりまし
た。（学生）
活動をしていく肯定感を得ることができました。また、団体に興味を持っていただいた
り、団体の宣伝の機会になり、とても意義のある会でした。（学生）

参加者の声

出　演

費　用

・参加団体：町田市及び近隣地域で地域活動を行っ
ている学生団体
・視聴者：主に町田市内で活動する市民や団体、地域
活動に興味がある学生及び市民

周知方法

対　象

・学生団体6団体
　（桜美林大学1団体、玉川大学1団体、法政大学2団体、大学混合2団体）

▲生涯学習センターからの
配信の様子

ホームページ・Twitter・チラシ・ポスター・
各種イベントでの告知・各関連団体への案内　など

目　的

11月28日（土）　14：00～15：30

学生活動報告会「ガクマチEXPO」ミニイベント
「オンラインだけどつながりたい！を生配信！」

無料

▲オンライン配信画面

　2020年3月に新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため中止となった「学生活動報告会『ガクマチ
EXPO』」の延期開催として、オンライン配信型ミニイベ
ントを行いました。
　コロナ禍でこそ感じている学生の想いやｗｉｔｈコロナ
での地域活動のあり方など・・・今だからできる発信を
広く周知し交流することで、地域活動の促進や連携、
さらなる地域活性化を目指します。

＊協力：さがまちコンソーシアム
＊町田市保健所健康推進課「総合健康づくり月間」に
　 参画したZoomを使ったウェビナー配信

日　時



写真・イ

・

・

・

・

・

3月21日（土）　14：00～16：00

・参加団体：町田市及び近隣地域で地域活動を行っ
ている学生団体
・視聴者：主に町田市内で活動する市民や団体、地域
活動に興味がある学生及び市民

周知方法

対　象

・学生団体8団体（桜美林大学1団体、玉川大学1団体、法政大学2団体、
　和光大学1団体、大学混合2団体、高校生中心団体1団体）

ホームページ・Twitter・チラシ・ポスター・
各種イベントでの告知・各関連団体への案内　など

▲生涯学習センターからの
配信の様子

・団体活動紹介（学生が制作した動画の上映）
・アイスブレイク
　（Zoomのチャット機能を使ったデモンストレーション「今まで行ったことのある旅行先」）
・パネルディスカッション
　①視聴者投票によるトークテーマ
　　 「コロナ禍でも大丈夫！”モチベーションを保つ秘訣”」
　②「2020年度の活動を漢字1文字で表すなら？」
　③アイデアパネルディスカッション「今後の10年を話そう」
・交流会
　①ランダムで構成されたグループで交流
　②トークテーマによるグループで交流（A「被災地ボランティアのあれこれ」、
　　 B「学生と地域」、C「地域を笑顔にする活動のヒケツ」）

ミニイベントを重ねた効果でしょうか、パネラー間の受け渡しが円滑で、盛り上がりま
した。参加して、面白かったです。次回を楽しみにしています。（一般）
地域でたくさんの学生団体が活動し、活動報告を行う場があるのはとても大事だと思
いました。是非「ガクマチＥＸＰＯ」としての、情報発信や協働をされると良いと思いま
す。（一般）
とても学ぶことの多い時間でした。ここでの時間が、まさに生きた学問だと思います。
（一般）
地域活動に熱心な同世代と一緒に活動することができ、とても刺激を受けました。オ
ンライン上でしたが、他大学の学生と関わる機会を持てて良かったです。（学生）
オンラインでこんなにもいっぱい繋がれるものなんだと思いました。他団体とのコラボ
ができるんじゃないかと希望で溢れてます！コロナ禍で落ち込んだ気持ちを今回の
イベントで明るくできたと思いました。貴重な時間をありがとうございました。（学生）

出　演

費　用

学生活動報告会「ガクマチEXPO」
～つながり発見！オンライン旅に出かけよう！～

無料

参加者の声

内　容

募集
100人程度

募　集 応募
-

参加
75人（学生33人、一般42人）

　町田市や近隣で活動する学生団体が、活動成果を
市民や団体に広く周知し交流することで、地域活動の
促進や連携、さらなる地域活性化を目指します。学生
の主体的なイベントの企画・運営を通し、地域への情
報発信や地域住民との関わり方を学びます。

＊協力：さがまちコンソーシアム
＊Zoomを使ったウェビナー配信

▲オンライン配信画面

日　時

目　的



・

・

・

・

参加者の声

募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ）

55人 100人 83人

計測実習があり黄金比が製品パッケージに活用されていることが理解できました。
（①）
コロナ禍のため音楽にふれる機会が少なくなっていた中で、貴重な経験が得られま
した。（②）
普段時々深呼吸する以外、呼吸を意識していなかったので、これからは意識してみ
ようと思った。またイメージする事も大事なのだと思いました。（③）
日本画を一度体験してみたかったので、十分な経験を得たと思います。（④）

気を巡らせて“ぽかぽかな体”
づくりを目指しましょう！3

相模女子大学
短期大学部
非常勤講師
西村　かおる　氏

カイロプラクター
山本　彩世　氏

日本画の古典技法を学ぶ
－絹に描いてみましょう
（全2回）

女子美術大学
芸術学部
非常勤講師
木村　みな　氏

①2,500円　②6,500円　③2,000円　④7,000円（材料費込）

③

④
3月27日（土）・28日（日）

13：00～16：00

12月10日（木）
13：30～16：00

女子美術大学
芸術学部
非常勤講師
内野　博子氏

②

講師

費　用

10月17日（土）
10：30～14：30

内　容 日時 内容

黄金比ってなあに？
－かたちの美しさと数の比の
お話とレッスン

全日本合唱教育研究
会　顧問
千葉　佑　氏

①

11月22日（日）
14：00～16：00
11月29日（日）
10：00～16：00

会　場 生涯学習センター

ハンドベル講座
～天使のハーモニーを
楽しむ～（全2回）

▲ハンドベル講座
～天使のハーモニーを

楽しむ～

周知方法 広報（町田市・相模原市）・ホームページ・チラシ・生涯
学習NAVI・さがまちコンソーシアムホームページ

さがまちコンソーシアム協働事業
さがまちカレッジ町田市連携講座（生涯学習センター開講講座）

目　的 　さがまちコンソーシアム加盟機関の専門性を活かし
ながら、暮らしに役立つ講座や社会的な課題の解決
など、身近な話題をテーマにした講座を提供し、学び
の楽しさを伝えることを目指します。

対　象 ①16歳以上の方　②中学生以上の方
③どなたでも　④15才以上の方（中学生を除く）



・
・
・
・
・
・

会　場 生涯学習センター

参加者の声

募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ）

12人 17人

今日はたくさんのことを教えてくださったり、手伝ってくれてありがとうございました。
家でも、またやってみたいと思います。
日焼け止めクリームでうつるのが少しふしぎでした。パンのにおいがした。
色がうきでた所が楽しかった。
ひやけどめクリームをぬるのがたのしかった！！
イラストがエコバッグにうつることや、えがうまくうつったことがたのしかった。

22人

①
11月28日（土）

【第1回】14：00～14：50
【第2回】15：20～16：10

【学生講師プログラム】
イラストをエコバックに

うつしてみよう

東京造形大学
造形学部

佐竹ゼミの学生

内　容 日時 内容 講師

周知方法 広報（町田市・相模原市）・ホームページ・チラシ・
生涯学習NAVI・さがまちコンソーシアムホームページ

費　用 ①各回800円（材料費込）

さがまちコンソーシアム協働事業
さがまちカレッジ町田市連携講座（こども体験講座）

目　的 　さがまちコンソーシアム加盟機関の専門性を活かし
ながら、暮らしに役立つ講座や社会的な課題の解決
など、身近な話題をテーマにした講座を提供し、学び
の楽しさを伝えることを目指します。

対　象 ①小学3～6年生

▲【学生講師プログラム】▼

イラストをエコバックに

うつしてみよう



・

・

・

・

町田国際交流センター協力事業
「外国のダンスとお話と」

目　的

日　時

　町田国際交流センターの協力を得て、外国のすばら
しい文化を知るとともに、「みんなが住みやすいまち
へ」をテーマに議論を深めることにより、だれもが住み
やすい街づくりを目指します。

2月28日（日）　13：30～16：00

対　象 どなたでも

周知方法 広報・ホームページ・チラシ・ポスター

費　用 無料

内　容 【第1部】　外国の踊りと音楽

会　場 生涯学習センター

・二胡演奏　原田　学吏　氏
・ペルーダンス　グズマン氏 ほか

【第2部】　パネルディスカッション「日本で暮らしてみて」
パネリスト：ロバート・ウィセント　氏（アメリカ）、李　丹　氏（中国）、
　　　　　　　グズマン・ルーベン　氏（ペルー）

司会：荒明　美奈子　氏

【第1部】
民族楽器や民族舞踊にはめったに出会えないのでとてもよかったです。二胡はもう
日本ではポピュラーですが、ペルーダンスは初めてで民族衣装も素晴らしく、独特の
リズムとステップで土くさい素朴さに感動しました。
初めてペルーのおどりを見て、明るく楽しそうなおどりで、コロナを忘れて見せてもら
いました。
【第2部】
日本では当たり前のことが外国人の方から見れば文化の違いに戸惑うことが面白く
感じられました。
思ってもいなかったちがいにびっくりしました。いろいろな感じ方があるのですね。文
化のちがいとまとめてしまえないこともあると思いますが、考える機会になりました。

参加者の声

募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ）

37人 46人 37人

▲第1部 ペルーの踊り

▲第2部 パネルディスカッ

ション



・

・

・

・

費　用 無料

内　容 【第1部】　

会　場 生涯学習センター

【第1部】
知ってみたい…と少しの興味でしたが、これまでそこまで詳しくなかったことを悔やみ
ました。私は出来ることは少ないかもしれませんが、いろんな人に話したりしようと思
います。内閣の方の最初の説明に心打たれました。
【第2部】
あまりにも切なくて言葉がありません。多くの人が関心を持っていかねばならないと
強く感じました。
私は出身が新潟市の横田家とはほんの３００ｍ程に住んでおりました。めぐみさんが
通われた中学校も、又バトミントン部で活動しておられたことも同じく中学校への通路
も同じく奇遇です。不遇の身を案じます。ただただ涙が出るばかり。政府の速い解決
を望みます。これからも機会あるごとに協力尽力したいと思います。
ご両親のご苦労が良く分かりました。何はともあれ日本政府が動くことを望みます。

参加者の声

39人
募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ）

50人 60人

【第2部】
・ドキュメンタリー映画「めぐみ－引き裂かれた家族の30年」上映

・主催者あいさつ
・拉致問題対策についての政府の取組説明
　説明者：内閣官房拉致問題対策本部事務局総務・拉致被害者等支援室

対　象 どなたでも

周知方法 広報・ホームページ・チラシ・ポスター

政府拉致問題対策本部・町田市福祉総務課共催事業
ドキュメンタリー映画「めぐみ」上映会

目　的

日　時 10月17日（土）　10：00～12：00

　北朝鮮による拉致問題については、被害者家族が高齢化
し、今年6月には横田めぐみさんの父・滋さんが亡くなるな
ど、風化してしまう恐れがあります。
　人権問題の一環であるこの拉致問題について、上映会を
行うことにより、市民の理解や関心を深めることを目指しま
す。

▲政府説明者

▲第１部 政府の取組説明



・

・

・

会　場

広報・ホームページ・ポスター・鶴川地区協議会便り

和光大学ポプリホール鶴川

鶴川地区協議会共催事業
3水スマイルラウンジ「まなびのひろば」

目　的 　地区の情報を共有し、地区の課題についてを話し合
う地区協議会と連携し、地域のニーズに合った学習
機会の提供を目指します。

日　時 4月15日、6月17日、8月19日、10月21日、
12月16日、2月17日　いずれも第3水曜日
①10：00～11：00　②13：00～14：00

写真・イラスト

周知方法

費　用 無料

▲第5回展示の様子
対　象 主に鶴川地区在住の方

4

▲第6回講座の様子

2

3 鶴川の自然を見てみよう！
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

※コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

※コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

内　容 回 学習内容 講師

1 ※コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

感染予防対策もしっかりとられ安心して聴くことができました。自然豊かな鶴川を知っ
て良かったです。今後も参加したいと思います。（第3回）
農業のいろいろな道具について、昔の（江戸時代）絵図を見て、勉強になりました。時
代の進展になり、どんどん変わってゆくものと、記録することの大切さを思いました。
ありがとうございました。（第5回）
写真について、大変面白かった。今まで写真について、こんな話は知りませんでし
た。私は村野家の話かと思って来ました。これからは古い写真の見方が違ってくると
思います。私は古い話、時代の話が大好きです。1時間は少し時間が少ない気がし
ました。（第6回）

参加者の声

昔の道具で想い出語り
町田市立博物館
学芸員

募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ）

- - 49人

5

村野常右衛門家写真の世界
町田市自由民権資料館
学芸担当

6



写真・イ

・
・
・

・

・

学習支援事業「まなびテラス」

目　的

日　時 毎週金曜日　18：00～20：00
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
　 4月3日～6月12日、1月8日～1月15日の期間は
　 中止、1月22日より14：00～16：00の時間帯に変更

　日常生活でつかう文字や計算、小・中学校程度の学
力を身につけたい方の学習会です。これまで学習の
機会に恵まれなかった16歳以上の人を対象にしてい
ます。基礎学習保障を目指します。

▲ホールでの学習の様子

対　象 16歳以上で、日常生活でつかう文字や計算、
小・中学校程度の学力を身につけたい方

周知方法 広報・ホームページ・チラシ・ポスター

費　用 無料

内　容

会　場 生涯学習センター

【まなびテラス】
毎週金曜日、全34回実施。
漢字など国語、算数・数学、英語、日本語等に分かれて学習します。

【支援者会議】
隔月第4土曜日の午前中に、支援者が学習の状況について意見交換を行います。
全6回実施。

▲全体学習会

募集・
参加状況

参加者延数 支援者延数

339人 371人

広い部屋で、1対1で贅沢な時間でした。
思った以上に勉強ができてうれしかったです。体調が良ければ次回も行きます。
児童福祉を学んでいる大学3年生です。夜間中学に関心があったので、まなびテラス
に来られてうれしいです。漢字を知りたいというのは、ただ字を知るのではなくて、い
ろいろなことを知っていくこと、と気づきました。
見学に来ました。図書館で自分ひとりで勉強をやってたけど、理解できているのかが
不安でした。たまにはここに来たいと思います。
久しぶりに数学をやって忘れているかなと思ったが、覚えていて習ったところから始
めることができました。

参加者の声



①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩
乳幼児の保護者向け
ミニ講座

「子どものココロの成長とその支援方法」をテーマにし、子育てサイトで紹介。
講師：法政大学　教授　渡辺　弥生　氏

内　容 イベント名

やさしいヨガ（2）
～下半身編～

「町田市が発信している学習支援コンテンツ」、「その他学習支援コンテン
ツ」、「子ども向けコンテンツ」、「生涯学習センターで過去に講師等を務めた
方のコンテンツ」に分類したリンク集

映画「ぼくはうみが
みたくなりました」

マニャミンたちの
ぬりえ公開！

乳幼児の保護者向け
ミニ講座「親子で楽しむ
運動遊び」（2）

子育てサイトに写真でフェイスタオルと新聞で作った「わっか」の遊び方を紹
介し、講師からのコメントも掲載。
講師：白百合女子大学　准教授　石沢　順子　氏

自粛して再発見！
まちだの一枚

乳幼児の保護者向け
ミニ講座「親子で楽しむ
運動遊び」（1）

自宅周辺の自慢の写真をメールで募集し、ホームページで公開。

子育てサイトに写真で「風船のおもちゃ作りと遊び方を」紹介し、講師からの
コメントも掲載。
講師：白百合女子大学　准教授　石沢　順子　氏

やさしいヨガ（3）
～リラックス編～

自宅学習に
役立つコンテンツ集

生涯学習センターのキャラクターぬりえをPDFでアップ。他に町田市文化振
興課による「文化プログラム」、「おうちミュージアム」のリンクも掲載。

肩、背中など上半身をほぐす初心者向けヨガの動画。
講師：NPO法人ヒールジアース認定　インド中央政府公認
ハタヨガティーチャー　西野　道子　氏

足、股関節など下半身をゆるめる初心者向けヨガの動画。
講師：NPO法人ヒールジアース認定　インド中央政府公認
ハタヨガティーチャー　西野　道子　氏

寝たままでできるリラックスする初心者向けヨガの動画。
講師：NPO法人ヒールジアース認定　インド中央政府公認
ハタヨガティーチャー　西野　道子　氏

やさしいヨガ(1)
～上半身編～

内　容　／　講師・出演

看護学校に通う女学生と自閉症の青年との出会いの物語。町田市障がい者
青年学級の元ボランティアの方が制作者。
出演者：大塚ちひろ、伊藤祐貴、秋野太作、石井めぐみほか

無料

5月13日から随時公開日　時

どなたでも対　象

周知方法

費　用

オンライン（ステイホーム）学習①

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、新しい
生活様式が模索される中、自宅で、家族と一緒に、ま
たは一人でもできる学習を目指します。

広報・ホームページ・チラシ・生涯学習NAVI・
Twitter・「まちだすけ」・日経新聞

写真・イラスト

写真・イラスト

目　的

▲オンライン学習のチラ

シ

▲
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内　容 イベント名

おうちでコンサート

親と子のまなびの
ひろば「きしゃポッポ」

親と子のまなびの
ひろば「きしゃポッポ」

まちだ子育てサイトに動画で「ベビーマッサージ」を紹介。
講師：生涯学習センターの保育士

まちだ子育てサイトに動画で「わらべ歌でふれあい遊び」、「エレベーター」、
「どてかぼちゃ」を紹介。
講師：生涯学習センターの保育士

マニャミンギャラリー
作品大募集！

親と子のまなびの
ひろば「きしゃポッポ」

まちだ子育てサイトに動画で「わらべ歌で楽しく手洗い」を紹介。
講師：生涯学習センターの保育士

新たな生活スタイルで
困った！障がい者のあ
るあるを大募集！

寄せられた投稿をもとに、受付窓口に設置した飛沫防止用透明シートの境
目に、弱視の方に向けてカラーテープを貼り対応。写真と共に、講師のコメン
トも掲載。
講師：桜美林大学　准教授　谷内　孝行　氏

新型コロナウィルス感染症の第2波、第3波に備えて、江戸、明治時代に流
行ったコレラについて、落語調の語りの動画を掲載。
講師：楽笑友の会代表　高座名・浮世亭寿八
（横浜歴史研究会会員　中村　康男　氏）

歴史に学ぶ
コレラのお話

まちだ子育てサイトでマニャミンのぬりえを募集。送ってもらった作品は生涯
学習センター館内で展示。

生涯学習コンサートの出演者、ボランティアバンクの登録者、若葉とそよ風
のコンサートの模様などをホームページで紹介。
出演者：沖縄三線奏者　東風平　高根　氏、
鍵盤ハーモニカ奏者　得田　サトシ　氏、町田市障がい者青年学級

親と子のまなびの
ひろば「パパと一緒に
きしゃポッポ」

音楽に合わせて
身体を動かそう！

オンライン（ステイホーム）学習②

内　容　／　講師・出演

新たな生活スタイルで
困った！障がい者のあ
るあるを大募集！

新たな生活スタイルで
困った！障がい者のあ
るあるを大募集！

まちだ子育てサイトに動画で「牛乳パックでの工作」と「ふれあい遊び」を紹
介。
講師：生涯学習センターの保育士

新型コロナウイルス感染症の影響により普段の生活にも変化を求められ、
その中で障がい当事者、家族、関係者が直面した問題や、少し意識を変え
ることで不自由さをどう乗り越えたか等よりよく転じたアイデアなどを募集。

受付窓口に設置した飛沫防止用透明シートの境目に貼ったカラーテープを
バージョンアップし、画像を更新。

コロナ川柳

町田の考古資料室
って知ってる？！

はがきやメールで川柳を募集し、一部作品をホームページや生涯学習セン
ター館内に掲示。センター長賞受賞者には作品をバッチにしてプレゼント。

市施設である考古資料室を知ってもらえるよう、町田市生涯学習総務課文
化財係の学芸員と対談をしながら動画で紹介。
出演：町田市生涯学習総務課文化財係学芸員、生涯学習センター職員

新たな生活スタイルで
困った！障がい者のあ
るあるを大募集！

障がい者の方によるステイホーム生活の様子の投稿について、講師のコメ
ントを掲載。
講師：桜美林大学　准教授　谷内　孝行　氏

音楽に合わせて、座ったままできる体操の動画を掲載。
講師：リトミック講師　栗原　もちま　氏
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市民大学HATS「水とみど
りの入門」講座　エコレン
ジャーになろう！Part5

エコ・ピンクはこれまでのおさらいをして、町田の環境を考えます。

市民大学HATS「水とみど
りの入門」講座　エコレン
ジャーになろう！Part1

エコ・レッドがまちだのゴミ問題を、町田市のキャラクターである「ハスのん」と
一緒に考えます。協力：町田市3Ｒ推進課

市民大学HATS「水とみど
りの入門」講座　エコレン
ジャーになろう！Part2

エコ・ブルーはまちだの水・川の保全を、町田市のキャラクターである「雨か
える」と考えます。協力：町田市水再生センター

市民大学HATS「水とみど
りの入門」講座　エコレン
ジャーになろう！Part3

エコ・グリーンはまちだのみどり保全や緑を守ることの大切さを「ハスのん」と
一緒に考えます。協力：町田市3Ｒ推進課

市民大学HATS「水とみど
りの入門」講座　エコレン
ジャーになろう！Part4

エコ・イエローはまちだの防災や備えについて、生涯学習センターのキャラク
ターである「マニャミンとマナブゥ」と考えます。協力：町田市防災課

まちだ市民大学HATS・修
了者団体紹介Web版（第8
回）

まちだ市民大学HATS「多摩丘陵の自然入門」講座の写真や感想を新たに
添付し、アップ。

まちだ市民大学HATS・修
了者団体紹介Web版（第9
回）

まちだ市民大学HATS「まちだの芸術・文芸」講座の写真や感想を新たに添
付し、アップ。

まちだ市民大学HATS・修
了者団体紹介Web版（第
10回）

まちだ市民大学HATS・修了者団体の設立年度や活動内容の紹介を新たに
添付し、アップ。

まちだ市民大学HATS・修
了者団体紹介Web版（第5
回）

まちだ市民大学HATS「くらしに活きる法律・まちだ市民国際学」講座の写真
や感想を新たに添付し、アップ。

まちだ市民大学HATS・修
了者団体紹介Web版（第6
回）

まちだ市民大学HATS「人間学」講座の写真や感想を新たに添付し、アップ。

まちだ市民大学HATS・修
了者団体紹介Web版（第7
回）

まちだ市民大学HATS「町田の歴史」講座の写真や感想を新たに添付し、
アップ。

まちだ市民大学HATS・修
了者団体紹介Web版（第2
回）

まちだ市民大学HATS「まちだの福祉」講座の写真や感想を新たに添付し、
アップ。

まちだ市民大学HATS・修
了者団体紹介Web版（第3
回）

まちだ市民大学HATS「"こころ"と"からだ"の健康学」講座の写真や感想を
新たに添付し、アップ。

まちだ市民大学HATS・修
了者団体紹介Web版（第4
回）

まちだ市民大学HATS「環境」講座の写真や感想を新たに添付し、アップ。

オンライン（ステイホーム）学習③

内　容 イベント名 内　容　／　講師・出演

まちだ市民大学HATS・修
了者団体紹介Web版（第1
回）

まちだ市民大学HATSの中見出しとして「講座紹介」を追加。
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※2020年5月13日～2021年3月31日のアクセス数

親と子のまなびのひろば
「オンラインきしゃポッポ」

Webexのオンラインで手遊びやわらべ歌を紹介し、家庭から親子で参加して
いただく。

おうちで夏まつり
第二弾親子で浴衣を着
ちゃお！（大人編）

自宅で大人の浴衣着付け方を学習できるよう、まちだ子育てサイトに着付け
の方法をアップ。

おうちで夏まつり
第二弾親子で浴衣を着
ちゃお！（子ども編）

オンライン（ステイホーム）学習④

▲町田の考古資料室って知っている？

　新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、3月2日～6月7日まで生涯学習センター
が休館になりました。その後も、講座や事業で多くの方に来館してもらうことが難しい状
況であったため、「マニャミンとマナブゥのオンライン学習」と名付け、コンテンツやリンク
集などを作成しました。
　町田市ホームページやまちだ子育てサイトの活用により、幅広い層、町田市民以外の
方たちへPRすることができました。

募集 応募 アクセス数（全コンテンツ合計）

－ － 22,685回
募集・
参加状況

内　容

自宅で子どもの浴衣の着付け方を学習できるよう、まちだ子育てサイトに着
付けの方法をアップ。

夏の平和イベント
平和の灯～ピースキャ
ンドルを作ろう～

「夏の平和イベント」PRと夏休みの宿題応援として、
ピースキャンドルの作り方と2019年度に行った講座の様子をアップ。

概　要

イベント名 内　容　／　講師・出演

おうちで夏まつり
第一弾チョコバナナ！

▲エコレンジャー

写真2

コンテンツ

自宅でも夏まつりが味わえる「チョコバナナの作り方」を、まちだ子育てサイト
にアップ。



 

 

 

 

 

 

◆ 親と子のまなびのひろば 「きしゃポッポ」「パパと一緒にきしゃポッポ」 

◆ 家庭教育支援学級 

◆ 家庭教育支援学級「親子で楽しむクリスマス会」 

◆ 19ゼミ講座企画 

「深めよう親子の絆～幼児期に自然に伝える性教育・ふれあい遊び」 

◆ 乳幼児の保護者向け講座「ココロも、カラダも、はずむ子育て」 

◆ 小学校低学年の保護者向け講座 

「小学校からのイロイロ？！～自分と、子どもと上手に付き合う方法～」 

◆ 小学校 3年生から 6年生の保護者のための講座 

「子どものこころの発達と親のかかわり方～楽しく「親になる」ポイント～」 

◆ 思春期講座「思春期の子どもの”今”と向き合う…１５の私への手紙」 

◆ 子育てカフェ つばめ 

 

 

 

家庭教育支援事業 



 



対　象 市内在住の0歳児・1歳児と保護者
妊娠中の方（きしゃポッポのみ）

親と子のまなびのひろば
「きしゃポッポ」「パパと一緒にきしゃポッポ」

目　的

日　時 きしゃポッポ　月3回　火曜日
パパと一緒にきしゃポッポ　月1回　日曜日
ともに14：00～16：00
※4～8月は、新型コロナウイルス感染症
　 拡大防止のため、中止しました。

写真・イラスト

写真・イラスト
周知方法

費　用 無料

　乳児の保護者やマタニティの方を対象とした「ひろ
ば事業」です。親子で楽しめるスキンシップ遊びや親
同士の情報交換を通じて、家庭教育や子育てに役立
つ知識の習得と仲間づくりを目指します。

広報・ホームページ・チラシ・生涯学習NAVI・
子育てひろばカレンダー・まちだ子育てサイト・
Twitter

内　容 【きしゃポッポ】
○親子のスキンシップ
 　スキンシップ遊び・手遊び・絵本読み聞かせなど。
○親同士の交流
　 「ミニミニ井戸端（プチ情報交換）」で子育ての疑問や、おすすめスポット、
　 町田市の子育て情報など意見交換をし、交流を深めます。
【パパと一緒にきしゃポッポ】
○手作りおもちゃの製作や、体を使ったパパならではのダイナミックな遊びを
　 紹介します。

募集・
参加状況

実施 募集・応募 参加（延べ）

28回 各回5組 123組

会　場 生涯学習センター

講　師 なし

参加者の声 ・1人目の子どもで、遊び方がわからなかったので手遊びやわらべ歌等、色々
　教えてもらえて助かりました。自宅でも実践できる遊びが多く、参考になります。
　コロナ禍でなかなか外出できず、ママ友も思うようにできないので、この様な
　会があると助かります。
・他の親ともゆっくり話せるので、子どもだけでなく親も楽しく活動に参加出来て
　います。町田にあまり知り合いがいないので、地域の子育て情報も
　交換できて良いです。
・ なかなか外に出られないので、子どものストレス発散になればと思い、
　参加しました。子どもも楽しそうでよかったです。
・とても参考になりました。また参加したいと思います。(パパと一緒にきしゃポッポ）
・妻が良く利用しています。とても助かっていると良く言っています。(パパと一緒に
　きしゃポッポ）

▲ パパと一緒に
きしゃ ポッポの様子

▲きしゃポッポの様子



写真・イ

・

・

教わったことを子どもにやってあげたりすると、最初はキョトンとしていましたが、今で
は楽しんでいます。寝る前に「一本橋こちょこちょやって！」といつもいってくるので、
やってあげています。子育てをする中で、多くのことを学べて良かったです。ありがと
うございました。（活動1年目）
最初は2年間の活動と聞くと長いな・・・通えるかな・・・と、不安でしたが参加する度に
子育ての知恵やアドバイス、色々な先生方のお話を聞けて、とても有意義な時間を
過ごせました。最初の1年は上の娘を保育室に預けていましたが、回を重ねる毎に泣
くこともなくなり通える様になり、娘の成長も感じられました。そして、何より自分達で
企画したクリスマス会が、何より思い出になりました！今まで参加する立場でした
が、企画側になる事で改善点等も知る事が出来て良かったです。この経験を生かし
て、これから何か活動できればと思います。（活動2年目）

会　場

内　容

募集・
参加状況

参加（延べ）

313人

参加者の声

参加団体数

4グループ

回数（延べ）

41回

【活動1年目】　「エンジョイママ～子どもと遊ぶ『ワザ』みがいて、子育てエンジョイ！！」
をテーマに学級生を募集しました。家庭教育支援に必要な手遊び歌やわらべ歌、音楽
を交えた触れ合い遊び、指人形作りなど実習を行いました。

【活動2年目】2019年度に学習会を重ねてきたグループが、親子向けのひろばとして「親
子で楽しむクリスマス会」を企画・運営しました。

【19ゼミ】　前年度にグループ学習で得た知識や技能を活用して、0才～10才の保護者
向け講座「深めよう親子の絆～幼児期に自然に伝える性教育・ふれあい遊び」を企画・
運営しました。

【Ｍａｍａゼミ】　参加者自身が子育てについて学びたいことを、グループ学習しました。

家庭教育支援学級

目　的

日　時 9月～2021年3月
（※4～8月は、新型コロナウイルス感染症拡大防止
 　 のため、中止となりました。)

　地域における家庭教育・子育て支援の「担い手」の
育成を目的とした学級です。2年間のグループ学習を
通じて、家庭教育の支援に役立つ知識や技能を習得
し、学んだことを「担い手」として発揮してもらうことを
目指します。（保育付き）

生涯学習センター

対　象 市内在住の子育て中の方で、家庭教育に意欲や関
心のある方

周知方法 広報・子育てひろばカレンダー・まちだ子育てサイト・
チラシ・ポスター・Twitter

費　用 無料

▲活動１年目の学習発表

▲「親子で楽しむ

クリスマス会」の様子



対　象

家庭教育支援学級「親子で楽しむクリスマス会」

目　的

日　時

周知方法

費　用 無料

　親子で楽しめるスキンシップ遊びや、パネルシア
ターを通して、季節を感じ親子で楽しい時間を過ごし
ていただきます。また、家庭教育支援学級の学級生
が企画運営することで家庭教育支援者の育成を図る
とともに、受講者には同じ育児中の立場である学級生
が企画運営していることを知ることで、生涯学習セン
ターの事業に参加する学習意欲を持っていただくこと
を目指します。

参加者の声

内　容

募集・
参加状況

実施 募集・応募 参加（延べ）

1回 10組 10組・24人

○子育て中の保護者が子どもと一緒に気軽に参加し、家庭教育を学習する
　 きっかけを提供します。
○家庭教育支援学級の受講者が企画運営することにより、今後地域で活動する
　 実習とします。
○クリスマスソングを唄ったり、身体を使った遊びをしました。
　 最後には、サンタさんも遊びに来てくれました。

・忙しくてなかなか自宅では、クリスマスのイベントが出来ないので、クリスマス
　ツリーやサンタさんに会えて嬉しかったです。また、身体を動かす時間が
　あったのも良かったです。
・ハッピーママさん達の、活動を知らなかったので、どんなことをしているのか
　気になりました。クリスマス会、楽しませてもらいました。
・かわいい工夫を凝らしていて、楽しかったです。サンタさんの登場に、ビックリ
　しました。
・友達ともなかなか集まれない、このご時世にクリスマス会をやってもらえて、
　とても楽しかったです。娘にとって、人生初サンタさんでした。飾りつけも可愛くて、
　すごく素敵な会だったと思います。ありがとうございました。
・新型コロナウィルス感染症が流行る中、色々なイベントが中止になり、子ども達に
　楽しい思い出が作れなかったので、今回のイベントは良い思い出になり、とても
　良かったです。子どももとても、楽しんでいました。

会　場 生涯学習センター

講　師 なし

12月14日（月）　11：00～11：30

市内在住の0～3歳児と保護者

広報・ホームページ・チラシ・
子育てひろばカレンダー・まちだ子育てサイト・
Twitter

▲ イベントの様子 ▼



写真・イ

写真・イ

・

・

・
・

助産院LunaLuna　山西　朋子　氏

2
親子の絆を深めるおうちふれあい遊び＆まと
め

土屋音楽教室　土屋　明生　氏

対　象

費　用 無料

会　場 生涯学習センター

内　容 回 学習内容

広報・ホームページ・チラシ・生涯学習NAVI
・子育てひろばカレンダー・まちだ子育てサイト・
Twitter

講師

1 親子の絆を深めるおうち性教育

19ゼミ講座企画
「深めよう親子の絆～幼児期に自然に伝える性教育・ふれあい遊び」

目　的

日　時

周知方法

0～10歳児を子育て中の方

　幼児期の子どもと親としてどのように関わればよい
かを、心と体の視点から学びます。また、自身の子育
てを振り返り、課題点を見直す機会となることを目指
します。（保育付き）
　家庭教育支援事業「19ゼミ」の学級生が、企画・運
営を行い、受講生に家庭教育支援事業を身近に感じ
ていただき、講座や学級の参加のきっかけとします。

3月9日（火）、16日（火）　10：00～12：00

参加者の声

募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ）

23人 28人 39人

着替えの時にパンツも一緒におろしてしまうことや、おしりを丸出しでおしりをふっ
ている時があり、そういう時にどう対処していいかで悩んでいました。今日のお話を
聞き、親が恥ずかしがらず、たんたんと伝えれば良いとわかったので、やってみよ
うと思いました。今日はありがとうございました。
保育もあって産後初くらいの自分の時間でした。お姉ちゃん(2年生)が性に興味が
出て来たので、とても参考になりました。
指を動かす事で脳にもいいと聞いたので、やってみようと思います。
4才になった娘ですが、今も毎日お風呂で手遊びしています。もっともっと表現力豊
かに全身使って楽しもうと思います。いつまで一緒に遊んでくれるのかなぁ（笑）
手あそびの意味、今まで考えたことなかったので、改めて歌詞も見つめ直してみよ
うと思います。先生の声が心地よくて、お話が染みこむように入ってきました。楽し
かった！！

▲第1回 講座の様子

▲第2回 講座の様子



・
・

・

・

乳幼児の保護者向け講座
「ココロも、カラダも、はずむ子育て」

目　的 　乳幼児期の子育てに必要な幅広い知識を、項目ご
とに習得することで、親自身が心に余裕をもち、子育
てに対して前向きになることを目指します。また、保育
をつけることにより、子育て中の保護者が安心して学
習に集中できる環境を提供します。

日　時 10月16日、21日、30日、11月6日、13日、20日、27日、
12月4日　原則金曜日　いずれも10：00～12：00
※2回目のみ水曜日 ▲第2回講義の様子

対　象 市内在住で乳幼児（就学前まで）の保護者

周知方法 広報まちだ・ホームページ・チラシ・ポスター・子育て
ひろばカレンダー

費　用 無料

内　容 回 学習内容 講師

会　場

2
パパを育児＆家事に巻き込む
トーク術

NPO法人全日本育児普及協会会長
佐藤 士文氏

▲第7回実習の様子

110人

生涯学習センター

7 応急手当の講義と実習
NPO法人
日本救急メッセンジャー

応募 参加（延べ）

3 まちだの子育て情報交換 子育て相談センター職員

6 みんなでワイワイ！振り返り

1 保育面接・オリエンテーション

参加者の声 全体を通して、目新しいこと、改めて知れたことがたくさんあり、勉強になりました。
プログラムの内容に惹かれて、受講しました。抽選に当たって良かったです！色々な
お話をたくさんの人とできて、気分転換になったし、学べたし、本当に良かったです。
色々な情報を知る事ができて、有難かったです。
全8回参加できて、嬉しかったです！子育て、苦ではないけれど、大変な事も沢山な
ので、講座で学び、皆さんとワイワイ振り返りや子育て話が出来る事が母の元気に
なりました。遊びや主人への接し方、早速実践しています。
すごくよく練られた講座でとても勉強になり、仲間づくりもできました。参加してよかっ
たです。

4 親子で楽しむ運動遊び
白百合女子大学
准教授 石沢 順子氏

5
子どもの心に「わたし」が育つと
き

白梅学園大学
教授 佐久間 路子氏

8 まとめの振返り

募集・
参加状況

募集

15人 30人



・
・

・

・
・

写真・イラスト

参加者の声 皆さんのリアルな声を聴けたことで、自分だけじゃないんだ、頑張ろうと思いました。
親だけでルールを決めてしまうのではなく、子どもの意見を取り入れる事の大切さを
学びました。
周りの人は、とても上手に子育てしているように見えてしまって、怒ってばかりだった
り、できない事が多くて落胆する事が多かったですが、皆さん同じ様に、同じ様な事
で悩んでいることがわかりました。色々と希望が持てました。
自分の友達のコミュニティ以外の人と話すことにより、新しい視点が増えました。
コロナの影響で、友人ともなかなか会えず、人と沢山話せる機会がなかったので、こ
の講座で同じような悩みを持つお母さんたちと話せることが、とても楽しかったです。
もっと長く講座を受けたかったです。（特に、2回目、3回目）

スマホ・ゲームとの付き合い方

子どもの困りごと、解決のコツ！

募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ）

20人 17人 44人

2

3 感情と上手に付き合う

小学校の親支援プログラム
★推進★チーム
長澤　恵美　氏
佩川　智子　氏

▲講座の様子（３回目）

内　容 回 学習内容 講師

1

会　場 生涯学習センター

対　象 市内在住の来年度小学校入学予定から
小学校3年生の保護者

周知方法 広報、チラシ、ポスター、ホームページ、Twitter

費　用 無料

小学校低学年の保護者向け講座
「小学校からのイロイロ？！～自分と、子どもと上手に付き合う方法～」

目　的 　小学校低学年期の子育てに必要な幅広い知識を、
項目ごとに習得することで、親自身が心に余裕をも
ち、子育てに対して前向きになることを目指します。ま
た、保育をつけることにより、子育て中の保護者が安
心して学習に集中できる環境を提供します。

日　時 9月30日、10月7日、14日
いずれも水曜日　10：00～12：00

写真・イラスト

▲講座の様子（１回目）



写真・イ

・

・

・

会　場 生涯学習センター

講　師 法政大学　文学部　心理学科　教授　渡辺　弥生　氏

　乳幼児から中学生までの保護者を対象に、子ども
の年齢に応じて生じる家庭教育に関する問題をテー
マとした講座の実施を目指します。

2月26日（金）　10：00～12：00

小学校3年生～6年生の子どもを持つ保護者

参加者の声

内　容

募集・
参加状況

実施 応募 参加

1回 31人 27人

子どもはまだ小さいですが、これから、そして今どうすべきなのか、とても参考にな
りました。子どもの良い所をどんどん発信していってあげたいなと、思いました。どう
しても悪いこととして見てしまう事も、良い事へ主観を変える事で、子どもも親も楽に
なるかと思いました。どうしても家事で忙しくなってしまいますが、子どもの気持ちを
しっかり見ていってあげたいです。
今、小4の女の子（長女）が学校で友人に強く言われて、言い返せなかったりして悩
んでいたので、いろんな方向から感情について教えてもらえたので、参加してとても
良かったです。親も楽しく、子どもと過ごせる様、参考にしたいです。
子どもの年齢を区切ってお話してくれたことで、ピンポイントで対象年齢の子どもの
発達のお話を聞く事が出来て、良かったです。

小学生中高学年の頃の子どもの発達を知り、親子での楽しい時間を大事にしていただ
くプログラムで学習を行いました。

・プログラム
前半講義　10：00～10：55
休憩5分
後半講義　11：00～11：45
質疑応答　10分程度（3名）

※受講生はホールにてオンライン講座形式で聴講し、
　 講師はオンラインを利用して講義を行いました。

対　象

小学校3年生から6年生の保護者のための講座
「子どものこころの発達と親のかかわり方～楽しく「親になる」ポイント～」

目　的

日　時

周知方法

費　用 無料

広報・ホームページ・チラシ・生涯学習NAVI・
子育てひろばカレンダー・まちだ子育てサイト

▲ワークの様子

▲オンライン講義の様子



写真・イ

・

・
・

周知方法 広報、チラシ、ポスター、生涯学習NAVI、Twitter

費　用

2

3

無料

思春期講座
思春期の子どもの”今”と向き合う…１５の私への手紙

目　的

日　時 1月22日、29日、2月5日、12日、19日
いずれも金曜日　10：00～12：00

対　象 思春期の子を持つ保護者

　思春期の青少年の環境について知ることで、親や
関わる人の心に余裕が持てるようになることを目指し
ます。

▲講座の様子（1回目）

思春期を問い直す
都留文科大学　特任教授
宮下　聡　氏

保健室から見る
思春期時代の子どもたち

町田市立中学校　養護教諭

思春期の育ちと深い学び
都留文科大学　特任教授
宮下　聡　氏

”１５の私”と出会う①
大学生が書いた「１５の私への手紙」

募集・
参加状況

募集 応募 参加（延べ）

30人

1

4人 15人

参加者の声

会　場

4

5

都留文科大学　特任教授
宮下　聡　氏
都留文科大学　学生

”１５の私”と出会う②
講座参加者で語り合う
「１５の自分へのメッセージ」

都留文科大学　特任教授
宮下　聡　氏

生涯学習センター

初めて参加しましたが、とても参考になりとても勉強になりました。ありがとうございま
した。
感謝
良い企画をしていただき、ありがとうございました。これからもよろしくお願い致しま
す。

内　容 回 学習内容 講師

▲講座の様子（4回目）



会　場 生涯学習センター

講　師 なし

内　容

募集・
参加状況

実施 募集・応募 参加（延べ）

6回 各回5組 59名

回 学習内容 企画・運営

全ての回

・子育ての悩みや、学習機会の情報など
を先輩ママ達に気軽に話せる場とする

・参加者同士で交流しながら、一緒に子
育てについて学び合える場を提供する

2017年度家庭教育支援学級
修了団体「HAVE　FUN」

対　象 子育て中の方

子育てカフェ　つばめ

目　的

日　時 10月5日、11月9日、12月7日、
1月18日、2月1日、3月1日
月1回原則第1月曜日　10：00～12：00
※4月から9月は、新型コロナウイルス感染症
 　拡大防止のため、中止しました。

写真・イラスト

周知方法

費　用 無料

　保護者を対象に、子どもの年齢や成長に応じて生じ
る悩みや問題の解決につなげる学習機会を提供をす
ることを目指します。

広報・ホームページ・チラシ・
子育てひろばカレンダー・まちだ子育てサイト

▲HAVE FUN の皆さん





 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 障がい者青年学級 

◆ 公民館学級 

◆ ひかり学級 

◆ 土曜学級 

 

障がい者青年学級 

事業 



 



目　的

沿　革 1974年 青年学級開設　（学級生20人）

1985年 コース制での活動開始（学級生57人）

1991年 ひかり学級開設（学級生105人）

1997年 土曜学級開設（学級生169人）

2006年 学級生の新規受入れを中止

（１）新しい仲間 

（２）新曲の「オリジナルソング」 

2020年度
の状況 　参加希望者6名全員が、公民館学級・ひかり学級・土曜学級の活動に加わりました。

新人学級生の活き活きした姿は大いに刺激となり、新たな挑戦やアイディアが見られ
ました。 また学級活動を支援する「担当者」と呼ばれるボランティアスタッフは、新たに
5名が加わりました。

　青年学級では伝統的に、学級生の要求、社
会状況や出来事に対しての思い、仲間を想う
気持ちなどを歌詞に取り入れたオリジナルソン
グをつくり、学級活動や行事などの場で一緒に
歌うことで、学級生の一体感を高め、活動を盛
り上げています。
　今年度の活動でも、たくさんの新曲が作られ
ました。 右欄に紹介するのは、公民館学級の
「まあるいゆめ」コースで作った『きずなのうた』
です。コロナ禍の中で、学級活動に参加できな
い仲間がいる中、ある青年の「仲間を思う気持
ちを大切にしていきたい」という発言から、生ま
れた歌です。

障がい者青年学級

　1974年の開設以降、知的障がいのある方を対象に、音楽・スポーツ・演劇・創作活
動などを通して、集団活動に取り組み、「生きる力・働く力の獲得」という目標のもと、
「自治活動（話し合いを元にした仲間づくり）」「生活づくり」「文化の創造」という3つの
柱を軸に活動しています。

…障がい者の親による要望を町田市が受け、社会教育の場と位置づけつつ
も、福祉職員（ケースワーカー)らと協力しながら、公民館で学級を開設。

…青年が自身のやりたいこと（音楽、スポーツなど）を選び、希望別に分かれ
た10～20人の基礎集団を活動単位として学級活動を展開する。

…学級生の増加に対応するため、公民館で活動する「公民館学級」と、ひか
り療育園（忠生）で活動する「ひかり学級」に分級。

…当初は休日の小学校舎を借りて発足したが、2002年公民館の移転に伴
い、現在の生涯学習センターで活動を行う。

…ボランティアスタッフの不足によるもの。青年学級将来構想検討委員会で
の討議を経た後、2010年度に募集を再開した。

3学級の
概要

『きずなのうた』

みんなのこころに いっぽんの

すてきないとが やどってる

はかなくきれる よわいいと

けれど なかまと よりあわせれば

だんだん つよい いとになり

ゆめのひかりを はなつだろう

がやきはじめた いとたちを

こんどは つよい ひもにする

きずなはやがて せかいをつなぎ

すべてのひとの こころをつなぎ

せかいのはてまで とどけよう

活動日（原則) 担当者数

毎月第1・3日曜日 27

毎月第1・3日曜日 7

毎月第2・4土曜日 13

学級名 活動場所 学級生数

公民館学級 まちだ中央公民館 66

ひかり学級 ひかり療育園 52

土曜学級 まちだ中央公民館 46



回数 回数

1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8 16

男 女 合計

3 9 12

12 4 16

7 1 8

7 1 8

7 2 9

8 5 13

11月15日

】公 民 館 学 級【

コース活動

12月6日 コース活動

日にち 内　容

11月1日

学級生人数

3月7日 成果発表会

1月17日 新年のつどい

2月7日 つどい

活動内容

2月21日 つどい

クリスマス会

9月20日 コース活動

10月4日 コース活動

10月18日 コース活動

12月20日

内　容日にち

6月7日 オンライン青年学級

7月5日 コース活動

さくらコース
（ものづくり）

まあるいゆめ
コース

（楽器・音楽）

青年学級の活動を多くの人に知ってもらいたい、自分たち
の歌をもっと聞いてもらいたい。そういった活動に思いの
ある人たちが集まったコースです。今年は参加できない青
年たちに発信をすることを考えました。

作品づくりに意欲的に取り組むコースです。七夕、クリスマ
スなど季節に応じたモノづくりのほか、コース全体の取組
として、モザイクアートに挑戦し2年越しで完成しました。活
動の中では、それぞれに得意なことで協力して作ること
で、相手を思う仲間づくりもできました。

6月21日 再会のつどい

7月19日 オンライン青年学級

9月6日 午前オンライン・午後コース活動

家庭や職場から離れた第３の場所である青年学級の中
で、生活や仕事について、話し合い、考えるコースです。
自らの生活を振り返り、親や仕事、仲間への思いを見つめ
直します。今年はコロナのことや震災(地震や災害)のこと
など社会情勢についても話し合いました。

健康を目指した体づくりに取り組むコースです。近隣での
ウォーキングや芹が谷公園でのスポーツ等の他に、七夕
での健康祈願、ハロウィンのリースづくりでは、災いを追い
払う行事であることの確認など、健康を意識した活動がで
きました。また、成果発表前には、薬師池公園のハイキン
グにも取り組みました。

劇ミュージカルという形を通して、自分たちの思いを社会
に向けて発信するコースです。今年は、やまゆり園の事件
から数年後のパン屋を舞台に、何でも話し合える職場で
の仲間を思いやる大切さを動画にすることで、多くの人に
見てもらうことができました。

楽器やうたが大好きな人が集まるコースです。青年学級で
は、自分たちの思いを伝える大切な方法として、オリジナ
ルソングを作り、歌っています。今年の新曲「きずなのう
た」は、コロナが私たちのきずなをたとうとしても　きずなは
ぜったい切れたりしない。きずなを大きな合唱にのせ、とど
かせようという思いのこもった曲です。

コース活動

みんなの
未来づくりコース

（コンサート）

班・コース名
（活動テーマ）

ゆめのつづき
コース

（劇ミュージカル）

さくらんぼ
スポーツ

体づくりコース
（健康）

ハッピーハッピー
コース

（生活くらし）

開催日程

班・コースごとの活動内容



回数 回数

1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8 16

男 女 合計

12 3 15

9 4 13

5 6 11

8 5 13

6月21日 コース活動　※2

内　容日にち

6月7日 開級式　※2

12月6日

1月17日

コース活動　※1

12月20日 コース活動　※2

日にち 内　容

11月15日

コース活動　※2

2月28日 コース活動　※2

コース活動　※1

7月19日 コース活動　※2

9月6日 コース活動　※１

10月4日 コース活動　※１

歌作りや楽器を弾くなどの音楽活動や、外出・外食等
の外での活動に興味のある青年が集まりました。近況
報告や仕事のことなどの身近な話をとおして、一人ひと
りの思いを歌や作文等で表現することで、青年同士の
仲間意識を深める活動をしました。

10月18日 コース活動　※１

活動内容
班・コース名
（活動テーマ）

2月14日

11月1日 コース活動　※１

】ひ か り 学 級【

学級生人数

3月14日 コース活動　※1

※1　午前・午後に分け活動 ※2　新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止

7月5日 コース活動　※１

「ダンス」や「音楽」が好きな青年が集まりました。コー
スに在籍する青年が持参したCDを流しながらのダンス
活動や、ハンドベルの演奏など、全員で取り組む楽しさ
や達成感、また、助け合いの中から仲間意識を高める
活動をしました。

エールハイキング
コース

（スポーツ）

スイートゆめいろ
創作コース

（創作）

ゆかいなフラワー
コース

（音楽②CD作り）

ライブダンス2020
コース

（音楽①ﾀﾞﾝｽｴｸｻ
ｻｲｽﾞ）

コース活動　※2

1月31日 コース活動　※2

「身体を動かしたい」「どこかへ出かけたい」「健康にな
りたい」という青年が集まりました。ボッチャ、ペットボト
ルボーリング、風船バレーなどの運動のほかに、七夕
飾りやクリスマスツリーの創作活動を行いました。

工作や絵を描くなどの「創作活動」や「ものづくり」が得
意な青年が集まりました。忠生公園への外出活動や、
七夕・クリスマスツリー制作、紙粘土を用いた陶芸活動
など、体を動かすことの楽しさ、ものづくりの楽しさを感
じながら活動しました。

開催日程

班・コースごとの活動内容



回数 回数

1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8 16

男 女 合計

7 3 10

8 2 10

10 2 12

9 5 14

日にち

学級生人数

11月21日 班活動

日にち

2月13日

7月11日 班活動　※1

班活動　※2

9月12日

12月19日

6月13日

6月27日

班活動　※2

1月9日

】土 曜 学 級

内　容

12月5日 班活動　※2班長会（午前）

【

内　容

開級式

みんなの
イベント班

（イベント企画）

美術工芸をテーマに、ミニ運動会やハロウィンの飾り
つけ、カレンダーを作ったりしました。また公園に散
歩にも行きました。

日帰り旅行　※2 2月27日

9月26日 班活動　※1

班活動　※2

1月23日 班活動　※2

成果発表会　※2

班活動　※2

3月13日11月7日 班活動

10月10日

星空ドルフィン
スポーツ班

（ウォーキングや
軽スポーツ）

※2　新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止※1　午前・午後に分け活動

青空いなずま
（音楽と歌と楽器）

7月25日 班活動　※2

活動内容

「身体を動かしたい」という希望で集まったので、芹
が谷公園に散歩やボッチ、風船バレー、ペッタン
ダーツなどで体を動かしました。また調理も取り入れ
チャーハン、餃子、中華スープを作りました。

土曜学級全体のイベントの内容を考えます。今年度
はミニ運動会でボッチャ、風船バレー、ペッタンダー
ツ、綱引きを企画して開催しました。

自分の好きな歌を紹介してみんなで聴きました。ま
たハンドベルを練習して「ドレミの歌」を演奏できるよ
うになりました。

班活動　※1

班・コース名
（活動テーマ）

あじさい班
（美術工芸）

開催日程

班・コースごとの活動内容

開催日程

班・コースごとの活動内容



 

 

 

 

 

 60歳以上の市民を対象に、“楽しく学んで豊かに生きる”をモット

ーとして楽しく希望に満ちた生活を築くための学習と交流を深める

場として実施している講座です。1966年に始まって以来、高齢者の

増加とともに多様にプログラムを変えながら現在に至っています。 

 

 

◆ 通年講座 ・まちだ探･探ゼミナール 

◆ 前期講座 ・音楽コース 

       ・音楽（堺）コース 

             ・くらしコース  

             ・健康コース 

             ・教養コース 

             ・歴史コース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ことぶき大学事業 



 



13：30～
15：30

12：30～
18：30

16:30～
18：30

9：30～
15：30

12：20～
16：30

9：30～
16：30

14

TSURUMAﾊﾟｰｸﾗｲﾌﾊﾟｰﾄ
ﾅｰｽﾞ　渡邊　直人　氏
まちﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ@南町田ｸﾞﾗ
ﾝﾍﾞﾘｰﾊﾟｰｸ
増渕　直子　氏

2月17日（水）

2月18日（木）

10

11

12

13

13：30～
15：30

12月17日（木）

1月21日（木）

9

回

1

2

3

4

日時

5

6

7

8

10月15日（木）

11月5日（木）

11月19日（木）

12月3日（木）

9月3日(木）

9月10日（木）

9月17日（木）

10月1日（木）

2月4日（木）

ことぶき大学「まちだ探・探ゼミナール」
あなたの好奇心を探究・探検しましょう

内容
みんなで、アイスブレーク！
【講義・演習】進め方/テーマのしぼり
方

講師
石井　清文　氏
守谷　信二　氏
本間　よし枝　氏

内　容

日 時 等

　身近な疑問や関心ごと等、テーマを決めて図書館の活用
法やまとめ方などを学び、調べ学習を進めます。終盤は学
習の成果を発表し、冊子にまとめます。各分野の専門講師
による講義、市内外の散策・施設見学など座学とフィールド
ワークを折りまぜた多彩なカリキュラムと活動で、受講者同
士の繋がりも深まります。

図書館を活用した調べ学習①
※実際に演習しながら理解を深めま
す。町田市立図書館入門

図書館を活用した調べ学習②
※レファレンス資料、地域資料の使い
方案内

【ミニ講義①】
調べてみる/ノートやカード
/４つのお願い/調べ始める

【ミニ講義②】
情報を集める/フィールドワークの前に
調べ学習をすすめる

中央図書館職員

石井　清文　氏
守谷　信二　氏
本間　よし枝　氏

10月8日（木）

※第9回と第11回の内容を変更して実施しました。

【ミニ講義③】
章立てを考える/構成
/調べ学習をすすめる

中間発表会
グループに分かれて発表

【ミニ講義④】
プレゼン/アナログ・デジタル
/調べ学習をすすめる

先輩「調べ学習」グループにきく！
【講義】発表のイロハ

【体験】ビブリオバトル！

【ミニ講義⑤】
文章化/註をつける
/調べ学習をすすめる

学習発表会
発表後、生涯学習センター７階ミニ
ギャラリーで展示

学習発表会
発表後、生涯学習センター７階ミニ
ギャラリーで展示

石井　清文　氏
守谷　信二　氏
本間　よし枝　氏

座間市
あすなろ大学

13：30～
15：30

【見学】南町田の再開発

石井　清文　氏
守谷　信二　氏
本間　よし枝　氏



・

・

・

・
・

（2018年度生、2019年度生含む）

写真3 写真4

▲第11回　ビブリオバトルの様子
（表彰式）

初めてこのような集まりに参加しました。生活実感から生み出されたもの、たずさわって
きた仕事の経験、興味ある事柄などから、さまざまな学習のやり方を教えて頂きました。
最初受講した時に、自分で調べ学習をして発表出来るか不安でしたが、発表まで到達出
来てホッとしました。その間、学校時代以来の勉強をし、自分が成長出来たように感じま
した。
1人ではなかなか行きにくい場所や係の方のお話を聞けるという点でとてもよかったで
す。
自分のことだけに真剣に向き合って時間を使った気持ちがしました。
このゼミナールは人々の交流と自分の成長など、多岐に渡って得るものが大きいと思い
ました。

▲第13回　学習発表会の様子

▲第2回　図書館講座の様子 ▲第6回　【見学】南町田の再開発の様子

講座風景

市内在住の60歳以上の方

広報・ホームページ・チラシ・ポスター・募集案内

無料

生涯学習センター（第2、3、6回を除く）
中央図書館（第2、3回）
南町田グランベリーパーク（第6回）

募集

24人

応募

29人

参加（延べ）

279人

参加者の声

会　場

募集・
参加状況

費　用

周知方法

対　象



・

・

・

・

ことぶき大学「音楽コース」
なつかしい歌とともに声を鍛えてエネルギッシュになりましょう

内　容

日 時 等 回

　コロナ禍のため、ハミング唱法を取り入れて、歌を楽
しみながら歌唱指導や曲の歴史的背景も学びます。
また、ストレッチや簡単な手遊びによって、脳の活性
化を図ることを目指します。

内容 講師日時

5 11月10日（火）

6 11月17日（火）

14：00～
15：30

2 9月29日（火）

3 「オーソレ」「ミーオ」
その他 歌唱指導者

伊丹　芳子　氏

1 9月15日（火）

曲目紹介

【童謡唱歌】
七つの子、おぼろ月夜、故郷、
うさぎとかめ、浜辺の歌、砂山、
荒城の月、赤とんぼ、宵待草
他

【外国曲】
オーソレミオ、アメイジンググレ
イス、家路、埴生の宿、ローレ
ライ　他

周知方法

対　象

10月13日（火）

4 10月27日（火）

162人

参加者の声 毎回の講座楽しみに通わせていただきました！元気をもらって家でも歌っています！
ありがとうございました！
コロナ禍の中、ありがとうございました。音楽は素晴らしいですね！！生きる力を与え
てくれます。
皆で一緒に楽しくハミングや歌唱でひとときを過ごせて良かったです。機会があれば
また参加を希望しています。伊丹先生、ピアノ即興演奏コーナー良かったです。あり
がとうございました。
歌った曲目（歌詞楽譜はいりません）だけでも資料があると帰ってから思い出して歌
える気がします。

市内在住の60歳以上の方

広報・ホームページ・募集案内

無料

会　場 生涯学習センター

募集 応募 参加（延べ）募集・
参加状況 30名 89人

費　用



・
・
・
・

・

ことぶき大学「音楽（堺）コース」
ハーモニーのつどい～音楽を楽しむ～

内　容

日 時 等 回

　普段の生活で大きな声を出すこともなくなりました。
たくさんの童謡・唱歌、また懐かしい歌も次の世代に
歌い継ぎ、新しい歌にもチャレンジします。参加者のリ
クエストも加えて、コロナ禍においてもハミングで楽しく
歌うことを目指します。

内容 講師日時

5 3月11日（木）

6 3月25日（木）

14：30～
16：00

2 1月21日（木）

3 「ハーモニーの夕
べ」「フレンズ」他
歌唱指導者

遠藤　惠子　氏

1 1月7日（木）

講師の用意した曲目だけでな
く、リクエストに応じて歌うことも
あります。
生のピアノ伴奏で、ハミングで
も楽しく歌いましょう。

周知方法

対　象

2月11日（木）

4 2月25日（木）

63人

参加者の声 近くで受講できて、毎回楽しみでした。
少ない人数でしたが、コロナ禍の中でしたので良かったです。十分満足しました。
明るい気分になれてとても良かった。
歌は音符どおりでなく、歌詞を表現してこそ美しいものだということを教えていただき
ました。また、ピアノ演奏（伴奏）も素晴らしく、じっくり聴かせていただきたかったです。
心からお礼を申し上げます。
自粛期間中は延期して欲しかった。最後1回しか来られず残念です。知らない曲も多
かったが、一番好きな曲があり、大満足です。

市内在住の60歳以上の方

広報・ホームページ・募集案内

無料

会　場 堺市民センター

募集 応募 参加（延べ）募集・
参加状況 30名 26人

費　用



・
・
・

・

・

町田警察署・
生活安全課防犯係
町田市消費生活
相談員

楽笑友の会代表
中村　康男　氏

日本FP協会　CFP®
堀内　教夫　氏

(社)シニアライフ
協会　常務理事
藤本　肇　氏

医師・東邦大学
医学部名誉教授
有田　秀穂　氏

ことぶき大学「くらしコース」
くらしを豊かにする知識

内　容

日 時 等 回

　生活の中でおこる危険に備えて知識を増やしましょ
う！町田の犯罪、防犯について、実際に現場に関わっ
ている警察や消費生活相談員に話を聞く事で、安全
に暮らしていくために知識を増やしましょう。様々な角
度からシニアに役立つ内容です。

内容 講師日時

5 2月24日（水）

6 3月10日（水）

気持ちの整理術
～ストレスと上手に付き合おう
～

健康・生きがい
～人生を楽しむヒント～

（一財）健康・生きが
い開発財団
茂木　一晃　氏

10：00
～

12：00

14：00
～

16：00

前半：町田で多発している犯罪
を知る(防犯・対策)
後半：悪質商法から身を守るポ
イントと対処法

周知方法

対　象

1月6日（水）

4 1月27日（水）

2 12月16日（水）

3

1 12月2日(水）

浮世絵から江戸の文化と庶民
の暮らしぶりを見る

知っておきたいお金の知識

シニアの若返り・楽しい脳トレ

226人

参加者の声 特殊詐欺のビデオの実演がわかりやすく、いろいろな手口を知ることができました。
浮世絵の世界から、いろいろなことがわかり、タイムスリップすることができました。
ライフプランとお金の問題が分かりやすく理解出来て良かった。今後を考えるために
視野が広がり良かったです。
日常的に脳トレをする事は必要だと思いました。最初は易しい事から、段々と難しい
事に挑戦していきたいと思います。
セロトニンという物質の名は今まであまり聞いたことが無かったのですが、大変重要
な物質である事が分かりました。

市内在住の60歳以上の方

広報・ホームページ・募集案内

無料

会　場 生涯学習センター

募集 応募 参加（延べ）募集・
参加状況 49名 52人

費　用



・

・

・

・

133名

参加者の声 コロナで体を動かす場所が無くなり、ストレスが増してきた時に、この機会を得られ、
大変良かったです。
楽しい講座でした。家に引きこもっている年配の人がもっと参加できるといいと思いま
す。
全回出席できたのは無理なく楽しくできたからでした。自宅でも好きなCD聴きながら、
タオル1本あれば自由にいつでもできるので、時々やっています。孫とも楽しく手指、
体を使って、一緒に遊んでいます。
先生のパワーと指導力、感心しました。専門に勉強され音楽を使ってのリトミック、大
満足。

市内在住の60歳以上の方

広報・ホームページ・募集案内

無料

会　場 生涯学習センター

募集 応募 参加（延べ）募集・
参加状況 30名 30名

費　用

周知方法

対　象

11月13日（金）

4 11月27日（金）

5 12月11日（金）

6 12月25日（金）

10：30～
12：00

2 10月30日（金）

3

リトミック講師
　　栗原　もちま　氏

1 10月16日（金）
リトミック初めの一歩
リズムに合わせて声や手遊び、ダンス
をしてみましょう！

遊具を使ったリトミック
昭和の歌謡曲に合わせて、リボン・ス
カーフで体を動かしましょう！

楽器を使った交流リトミック
初めてお話する方とも楽器演奏で笑
顔の交流を楽しみましょう！

旗を使った運動リトミック
音楽に合わせて左右前後に歩きなが
ら「旗上げて！旗下げて！」

グループ活動が楽しくなるリトミッ
ク　手や足腰を使って歌や音楽に合
わせながら表現してみましょう！

自宅で一人でも実践できるリトミッ
ク　継続は元気になるよ！簡単で毎
日数分のリトミックを楽しみましょう！

ことぶき大学「健康コース」
心と体！！元気ハツラツ！みんな楽しく音楽でリフレッシュ♬

内　容

日 時 等 回

　心と体をリフレッシュしながら、身体運動を通じて
様々な器官を刺激し、健康な身体づくりを目指しま
す。

内容 講師日時



・

・
・

・

242人

参加者の声 日本の文化、社会に並々ならぬ経済の発展に努力されたことに、偉人の貴い資本主
義活動に感動いたしました。
渋沢の表の部分だけではなく、隠された部分も良く分かったです。
渋沢栄一の名前だけは知っていましたが、業績や人となりは知らず、今回の受講を
申し込みました。
教養を身に付けたく、特にかねてから、渋沢栄一氏の事を知りたく思っていました。講
座を受け、素晴らしい人間だったと思います。改めて日本の発展に尽くされた方で、
後進にも伝えたいです。

市内在住の60歳以上の方

広報・ホームページ・募集案内

無料

会　場 生涯学習センター

募集 応募 参加（延べ）募集・
参加状況 49名 57人

費　用

周知方法

対　象

12月2日（水）

4 12月9日（水）

5 12月16日（水）

6 1月20日（水）

14：30～
16：30

2 10月14日（水）

3
渋沢史料館　館長

井上　潤　氏

1 9月30日（水）
渋沢栄一の原点
～人間形成期を探る～

人生の転換点
～体制内での変革をめざす、
そして「新世界」との出会い～

近代経済社会の基礎づくり
～官そして民間でのインフラ整
備～

日本の国際化と平和の推進
～国際社会における日本の位
置付けを示す～

社会事業家としての渋沢栄一
～真の産業振興をめざす～

現代に生きる渋沢栄一
～今なお生き続ける渋沢栄一
の思想・理念～

ことぶき大学「教養コース」
近代日本社会の創造者　渋沢栄一

内　容

日 時 等 回

　渋沢栄一は、実業界のみならず、社会事業の面でも
民間の立場で尽力しました。今の世においても大いに
注目されている渋沢の91年の生涯をいま一度振り返
りながら、なぜこのように注目されるのかを探ることを
目指します。

内容 講師日時



・

・
・
・

・

町人の暮らし

王子の狐

ことぶき大学「歴史コース」
江戸を探検する

内　容

日 時 等 回

　これまでに江戸については、語り尽くされたようにも
みえますが、意外にも知られていないことも多いので
す。この講座では6つのトピックを選んで、それについ
て史料を読み進みながら、江戸の世界に分け入って
みることで、新たな江戸の姿を探すことを目指します。

内容 講師日時

5 11月26日（木）

6 12月3日（木）

14：30～
16：30

2 10月15日（木）

3 早稲田大学教育・
総合科学学術院
講師（非常勤）

加藤　貴　氏

1 10月8日（木） 天下の総城下町江戸の建設

町奉行と与力・同心

多摩川の鮎

武家の暮らし

周知方法

対　象

10月29日（木）

4 11月12日（木）

257人

参加者の声 江戸時代に書かれた書籍の文章がテキストとされていて良かった。改めて、当時の
資料を読み直すきっかけになりました。事前学習も大変楽しかったです。
知らない世界を知る事の楽しさが感じられました。
今までと違った観点力での江戸に出会えました。
江戸時代の暮らし、人々の生活、時代背景など、もう少し掘り下げた内容があれば
尚良かったです。
通常の歴史書ではあまり書かれていない江戸の内容の一部を知る事が出来ました。

市内在住の60歳以上の方

広報・ホームページ・募集案内

無料

会　場 生涯学習センター

募集 応募 参加（延べ）募集・
参加状況 49名 128人

費　用



 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 第 5期 町田市生涯学習センター運営協議会委員名簿 

◆ 第 5期 町田市生涯学習センター運営協議会記録（前期） 

◆ 東京都公民館連絡協議会会議・諸会議等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習センター 

運営協議会 



 



ＮＯ． 役　職 氏　名 選出区分

1 委員 荒井　容子 学識経験を有する者

2 委員 堂前　雅史 学識経験を有する者

3 副会長 古里　貴士 学識経験を有する者

4 委員 大野　浩子
家庭教育支援活動の経験
を有する者

5 委員 山口　隆三 公募による市民

6 委員 荒井　仁 公募による市民

7 委員 関村　浩 公募による市民

8 委員 相澤　真理 学校教育の関係者

9 委員 白﨑　好邦
生涯学習又は社会教育の
活動の経験を有する者

2021年3月31日で辞
退されています

10 会長 陶山　慎治
生涯学習又は社会教育の
活動の経験を有する者

11 委員 服部　くに子
生涯学習又は社会教育の
活動の経験を有する者

12 委員 西澤　正彦
生涯学習又は社会教育の
活動の経験を有する者

備　考

第５期　町田市生涯学習センター運営協議会委員名簿

任期：2020（令和2年）4月1日～2022（令和4）年3月31日

※並び順は、選出区分及び五十音順です



・第5期　町田市生涯学習センター運営協議会記録（前期）

記録（前期）：2020（令和2年）年4月～2021（令和3年）年3月まで

定例会議：年8回

会議主会場：生涯学習センター

　月／日

出席委員数 協議事項

1 2020年度 ・第5期生涯学習センター運営協議会委員紹介

7月31日 ・正副会長の選出

・各種委員の選出

・協議会の進め方について

9名

2 8月31日 ・審議会答申・改革プランを踏まえた生涯学習センター

　事業の推進について

・町田市生涯学習センターの事業概要について

　について

12名

3 9月28日 ・審議会答申・改革プランを踏まえた生涯学習センター

　事業の推進について

　諮問について

12名

4 10月23日 ・２０２０年度上半期事業分析について

・審議会答申・改革プランを踏まえた生涯学習センター

　事業の推進について

12名

5 11月30日 ・審議会答申・改革プランを踏まえた生涯学習センター

　事業の推進について

10名

6 12月25日 ・審議会答申・改革プランを踏まえた生涯学習センター

　事業の推進について

11名

7 1月18日 ・２０２０年度事業実績報告について

・審議会答申・改革プランを踏まえた生涯学習センター

　事業の推進について

11名

8 2月26日 ・２０２０年度事業実績報告について

・審議会答申・改革プランを踏まえた生涯学習センター

　事業の推進について

10名

　いて

・町田市行政経営改革プラン「３－３－１３　生

　涯学習センターのあり方の見直し」について

・東京都公民館連絡協議会について

・東京都公民館連絡協議会について

・東京都公民館連絡協議会について

・センター長報告

・生涯学習審議会について（会長報告）

・センター長報告

・第４期町田市生涯学習センター運営協議会

・町田市生涯学習審議会2019年度答申「町田

　ター事業の推進について（中間まとめ）」に

・東京都公民館連絡協議会について

・センター長報告

・東京都公民館連絡協議会について

回
定例会議題

報告事項

・東京都公民館連絡協議会について

　報告書「市民ニーズに沿った生涯学習セン

　ついて

・町田市生涯学習推進計画2019年度実績報告

・センター長報告

・センター長報告

 

　市生涯学習センターに求められる役割」につ

・センター長報告

・センター長報告

・今後の検討及び町田市生涯学習審議会への

・東京都公民館連絡協議会について



・東京都公民館連絡協議会会議・諸会議等

第8回委員部会運営委員会（定例会）

第5回委員部会運営委員会（定例会）

第6回委員部会運営委員会（定例会）

第3回委員部会運営委員会（定例会）

2月10日

1月27日

第57回東京都公民館研究大会（オンライン開催）　※第11回委員部会運営委員会は休会

3月3日 第12回委員部会運営委員会（定例会）

第4回委員部会運営委員会（定例会）

第10回委員部会運営委員会（定例会）　※書面開催

9月9日

2021年

12月23日

5月27日

10月24日

4月21日

11月25日

第2回委員部会運営委員会（定例会）　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため休会

第1回研修会・第7回委員部会運営委員会（定例会）

8月19日

第9回委員部会運営委員会（定例会）

7月22日

2020年

月／日

第1回委員部会運営委員会（定例会）　※書面開催

6月17日

4月22日

定期総会　※書面開催

都公連委員部会（会場：小平市公民館及び書面開催）





 

 

 

 

 

 

◆ 町田市生涯学習センター条例 

◆ 町田市生涯学習センター条例施行規則 

◆ 町田市公民館条例 

◆ 町田市公民館条例施行規則（様式除く） 

◆ 町田市生涯学習センター運営協議会設置要綱 

◆ 町田市立学校施設の開放に関する条例 

◆ 町田市立学校施設の開放に関する条例施行規則（様式除く） 

◆ 町田市学校開放制度検討委員会設置要領※ 

◆ 町田市生涯学習ボランティアバンク事業実施要領※ 

◆ 町田市まちだ市民大学 HATS事業実施要領※ 

 

 

※町田市要綱等取扱規程（２０１７年４月１日施行）の制定に伴い、２０１７年 

１２月１日付で「要綱」を「要領」に読み替えを行う規定が設けられました。 

 

 

 

資料集 



 



○町田市生涯学習センター条例 

平成23年6月30日 

条例第28号 

生涯学習部生涯学習センター 

 

(設置) 

第1条 市民の生涯にわたる学習活動を総合的に支援し、もって町田市における豊かな生

涯学習社会の実現に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法

律第162号)第30条に基づく教育機関として、町田市生涯学習センター(以下「センター」

という。)を設置する。 

 

(位置) 

第2条 センターの位置は、町田市原町田六丁目8番1号とする。 

 

(管理運営) 

第3条 センターの管理及び運営は、町田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行

う。 

 

(事業) 

第4条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

(1) 生涯学習に係る全体計画の立案及び推進に関すること。 

(2) 市民大学事業その他の生涯学習に係る講座、講演会等の実施に関すること。 

(3) 生涯学習に係る関係機関との総合調整に関すること。 

(4) 生涯学習に係る情報の集約及び市民への提供に関すること。 

(5) 生涯学習に係る相談に関すること。 

(6) 地域の教育力の向上の推進に関すること。 

 

(施設) 

第5条 センターには、次に掲げる施設を設ける。 

(1) 展示・情報コーナー 

(2) 相談室 



(3) まちだ中央公民館 

2 センターには、次に掲げる附属施設を設ける。 

名称 生涯学習センター陶芸スタジオ 

位置 町田市下小山田町4,016番地 

 

(まちだ中央公民館) 

第6条 前条第1項第3号のまちだ中央公民館の設置及び管理については、町田市公民館条

例(昭和53年9月町田市条例第44号)の定めるところによる。 

 

(職員) 

第7条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。 

 

(委任) 

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、平成24年4月1日から施行する。 

 



○町田市生涯学習センター条例施行規則 

平成23年12月22日 

教育委員会規則第9号 

生涯学習部生涯学習センター 

 

(趣旨) 

第1条 この規則は、町田市生涯学習センター条例(平成23年6月町田市条例第28号。以下

「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

(市民大学事業) 

第2条 町田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第4条第2号に規定する市

民大学事業(以下「市民大学事業」という。)として次に掲げる事項を実施するものとする。 

(1) 市民の学習活動の推進に関すること。 

(2) 市民参加によるプログラムの開発に関すること。 

(3) 講座の運営に関すること。 

(4) 学習についての調査研究に関すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項 

2 前項第3号に規定する講座は、原則として市内に在住し、在勤し、又は在学する者が申

し込むことができる。 

3 教育委員会は、第1項第3号に規定する講座において使用する資料等に関し、その実費

に相当する額を、当該講座を受講する者から徴収することができる。 

4 市民大学事業は、まちだ市民大学HATS事業と称する。 

5 市民大学事業は、条例第5条第1項に規定する施設及び同条第2項に規定する附属施設並

びにその他の市内の施設において実施する。 

6 前各項に規定するもののほか、市民大学事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別

に定める。 

 

(遵守事項) 

第3条 施設等を使用する者は、その使用に際し、教育委員会の指示に従わなければなら

ない。 

 



(委任) 

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。 

(まちだ市民大学HATSの設置及び運営に関する規則の廃止) 

2 まちだ市民大学HATSの設置及び運営に関する規則(平成5年5月町田市教育委員会規則

第5号)は、廃止する。 

 



○町田市公民館条例 

昭和53年9月30日 

条例第44号 

生涯学習部生涯学習センター 

改正 平成14年3月29日条例第19号 

平成16年3月31日条例第24号 

平成23年3月31日条例第16号 

平成23年6月30日条例第30号 

平成28年12月28日条例第42号 

平成30年12月28日条例第40号 

注 平成16年3月から改正経過を注記した。 

町田市公民館設置条例（昭和33年10月町田市条例第47号）の全部を改正する。 

（設置） 

第１条 社会教育法（昭和24年法律第207号。以下「法」という。）第21条の規定に基

づき、市民の実際生活に即する社会教育に関する各種の事業を行い、もって市民の

自主的学習、文化活動の振興に寄与するため、町田市公民館を設置する。 

（名称及び位置） 

第１条の２ 町田市公民館（以下「公民館」という。）の名称及び位置は、次のとお

りとする。 

名称 まちだ中央公民館 

位置 町田市原町田六丁目８番１号 

（管理） 

第２条 公民館は、町田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が管理する。 

（職員） 

第３条 公民館に館長その他必要な職員を置く。 

（事業） 

第４条 公民館は、法第22条の規定に基づき、おおむね次に掲げる事業を行う。 

（1） 定期講座、各種の学級等を開設すること。 

（2） 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。 



（3） 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。 

（4） 各種の団体、機関等の連絡を図ること。 

（5） 施設及び設備を住民の集会その他の公共的利用に供すること。 

第５条 削除 

（平23条例30） 

（使用の手続等） 

第６条 公民館の施設及び附属設備（以下「施設等」という。）を使用しようとする

者は、教育委員会の承認を受けなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の承認をするに当たっては、公民館の管理上必要な条件を付

することができる。 

３ 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の承認をしないもの

とする。 

（1） 施設等を損傷するおそれがあるとき。 

（2） 公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

（3） 専ら営利を目的とすると認められるとき。 

（4） 公民館の管理上支障があると認められるとき。 

（5） 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が使用を不適当と認めるとき。 

（平23条例16・一部改正） 

（使用料） 

第７条 前条第1項の規定により使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、

別表に定める額の使用料を前納しなければならない。 

（平23条例16・全改） 

（使用料の免除） 

第７条の２ 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、使用料を免除すること

ができる。 

（使用料の不還付） 

第８条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認め

たときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（使用の取消し等） 



第８条の２ 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用の承認を

取り消し、使用を制限し、又は使用を停止することができる。 

（1） 使用の目的に違反したとき。 

（2） この条例又はこの条例に基づく町田市教育委員会規則に違反したとき。 

（3） 管理上支障があるとき。 

２ 前項の規定により使用者が、使用の承認を取り消され、使用を制限され、又は使

用を停止されたことにより生じた使用者の損害については、教育委員会はその責を

負わない。 

（使用権の譲渡等の禁止） 

第８条の３ 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（損害賠償） 

第８条の４ 使用者は、公民館の施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しな

ければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、

賠償額を減額し、又は免除することができる。 

（原状回復義務） 

第８条の５ 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は第８条の２第１項の規定に

より使用を停止され、若しくは承認を取り消されたときは、施設等を原状に回復し

なければならない。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（町田市公民館使用条例の廃止） 

２ 町田市公民館使用条例（昭和33年10月町田市条例第48号)は、廃止する｡ 

附 則(平成14年3月29日条例第19号) 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条第２項を削る改正規定、第１

条の次に次の１条を加える改正規定及び別表の改正規定は、教育委員会規則で定める

日から施行する。 



（平成14年8月教委規則第13号で、同14年10月1日から施行） 

附 則（平成16年3月31日条例第24号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成16年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の町田市公民館条例別表の１の表の規定は、平成16年７月

１日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、

なお従前の例による。 

附 則（平成23年３月31日条例第16号） 

この条例は、平成23年８月１日から施行する。 

附 則（平成23年６月30日条例第30号） 

この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年12月28日条例第42号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例（第５条（別表の１の表ホールの項の改正規定に限る。）を除く。）に

よる改正後の町田市地域センター条例、町田市公民館条例、町田市健康福祉会館条

例、町田市わくわくプラザ条例、町田市民フォーラム条例、町田市男女平等推進セ

ンター条例及び町田市民文学館条例の規定は、平成29年７月１日以後の使用等に係

る使用料等から適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例

による。 

附 則（平成30年12月28日条例第40号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年10月１日から施行する。 

（使用料及び利用料金に関する経過措置） 

２ この条例（第15条、第18条及び第19条を除く。）による改正後のそれぞれの条例

の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の使用等に係る使

用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用等に係る使用料及び利用料金に



ついては、なお従前の例による。 

別表（第７条関係） 

（平23条例16・全改、平28条例42・平30条例40・一部改正） 

1 施設使用料 

施設の名称 使用単位及び使用料（円） 

午前（午前9

時から午後0

時30分まで） 

午後（午後1

時から午後5

時まで） 

夜間（午後6

時から午後

10時まで） 

全日（午前9時

から午後10時

まで） 

ホール 4,120 4,730 4,120 12,970 

諸

活

動

室 

学習室1 910 1,010 910 2,830 

学習室2 1,570 1,780 1,570 4,920 

学習室3 500 610 500 1,610 

学習室4 500 610 500 1,610 

学習室5 610 710 610 1,930 

学習室6 610 710 610 1,930 

学習室7 810 960 810 2,580 

視聴覚室 1,570 1,780 1,570 4,920 

調理実習室 1,780 2,030 1,780 5,590 

美術工芸室 1,270 1,470 1,270 4,010 

プレイルーム 810 960 810 2,580 

音楽室1 910 1,060 910 2,880 

音楽室2 500 610 500 1,610 

和室1 1,060 1,220 1,060 3,340 

和室2 710 810 710 2,230 

保育室 1,880 2,130 1,880 5,890 



２ 附属設備使用料 

附属設備の名称 使用単位 使用料（円） 

ホール内 グランドピアノ 1台1回 1,570 

反響板一式 1式1回 1,570 

ロールバックチェア一式 1式1回 3,140 

上映設備一式 1式1回 1,570 

視聴覚室内上映設備一式 1式1回 1,570 

可動式上映設備一式 1式1回 1,040 

備考 附属設備の使用単位「１回」とは、施設の使用時間に相当する時間とする。 

 

 

 

 

 

 



○町田市公民館条例施行規則 

昭和５３年１０月１８日 

教育委員会規則第９号 

生涯学習部生涯学習センター 

改正 平成１４年３月２９日教委規則第８号 

平成１４年８月１日教委規則第１４号 

平成１４年１１月１４日教委規則第１８号 

平成２１年２月１２日教委規則第２号 

平成２３年４月１４日教委規則第４号 

平成２４年３月２９日教委規則第３号 

（題名改称） 

平成２９年１月１８日教委規則第１号 

注 平成２１年２月から改正経過を注記した。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、町田市公民館条例（昭和５３年９月町田市条例第４４号。以下

「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（平２４教委規則３・一部改正） 

（職員） 

第１条の２ 条例第３条に規定する館長は、町田市教育委員会事務局の組織等に関す

る規則（平成１３年３月町田市教育委員会規則第２号。次項において「組織規則」

という。）第２２条第１項に規定するセンター長をもって充てる。 

２ 条例第３条に規定するその他必要な職員は、組織規則第２３条において準用する

組織規則第６条第３項、第７条及び第９条に規定する職員をもって充てる。 

（平２４教委規則３・追加、平２９教委規則１・一部改正） 

（休館日） 

第２条 町田市公民館（以下「公民館」という。）の休館日は、次に掲げるとおりと



する。 

（１） 毎月の第４月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近

い休日でない日） 

（２） １月１日から同月３日まで、及び１２月２９日から同月３１日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、町田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が

必要と認める場合は、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。 

（平２３教委規則４・平２４教委規則３・一部改正） 

（使用の申込み） 

第３条 条例第６条第１項に規定する施設等（以下「施設等」という。）を使用しよ

うとする者（次条第２項の規定により抽選を行う場合は、当該抽選に当選した者に

限る。）は、町田市公民館使用申請書兼使用料免除申請書（第１号様式）を教育委

員会に提出し、又は町田市施設案内予約システム（以下「案内予約システム」とい

う。）により使用の申込みをしなければならない。 

２ 前項に規定する申込み及び当該申込みに係る抽選の申込みは、別表に定める申込

期間内に行わなければならない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この

限りでない。 

（平２３教委規則４・一部改正、平２９教委規則１・旧第４条繰上・一部改

正） 

（使用の承認） 

第４条 教育委員会は、条例第６条第１項に規定する使用の承認をしたときは、町田

市公民館使用承認書兼使用料免除承認書（第２号様式）を申込者に交付する。ただ

し、案内予約システムにより使用の申込みをした者については、当該承認書の交付

は、省略する。 

２ 条例第６条第１項に規定する使用の承認は、抽選又は申込みの順序により決定す

るものとする。 



（平２９教委規則１・追加） 

（使用単位の制限） 

第５条 同一月に施設等を使用できる使用単位（条例別表１の表に規定する使用単位

をいう。以下同じ。）は、一の申込者につき５単位までとする。この場合において、

午前、午後及び夜間については１単位、全日については３単位として計算する。 

２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、空きがある施設等があり、かつ、使用

させることが適当と認める場合は、同一月に５単位を超えて使用を承認することが

できる。 

（平２９教委規則１・追加） 

（使用券の購入） 

第６条 施設等の使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、あらかじめ

条例別表に定める使用料の額の施設使用券を購入しなければならない。 

（平２３教委規則４・追加、平２９教委規則１・旧第４条の６繰下・一部改

正） 

（使用の取消し） 

第７条 使用者が使用の取消しをしようとするときは、町田市公民館使用取消書（第

３号様式）を教育委員会に提出し、又は案内予約システムにより使用の取消しをし

なければならない。 

２ 前項に規定する取消しは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日

までに行わなければならない。 

（１） 抽選に基づきなされた承認 承認日の属する月の翌月の８日 

（２） 前号に掲げる承認以外の承認 使用日の２２日前の日 

（平２１教委規則２・一部改正、平２３教委規則４・旧第４条の６繰下、平

２９教委規則１・旧第４条の７繰下・一部改正） 

（期日経過後の使用の取消し等による申込みの制限） 

第８条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者



に対し、その使用しなかった日又は取り消された使用日の属する月の翌々月の初日

から１４日までの間、別表に定める申込期間のうちその初日が同月に到来する申込

期間に係る申込みを制限するものとする 

（１） 使用日に使用しなかったとき。 

（２） 前条第２項に規定する期日後の使用の取消しが同一月内の使用について２

回以上あったとき。 

（平２９教委規則１・追加） 

（使用料の免除） 

第９条 条例第７条の２の規定により施設等の使用料を免除することができる場合は、

次のとおりとする。 

（１） 町田市が主催する事業に使用するとき。 全額 

（２） 施設等のうちホール及び諸活動室（保育室を除く。）を使用する場合にお

いて保育のために保育室を使用するとき。 保育室に係る使用料の全額 

（３） 前２号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。 全額

又は半額 

２ 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ町田市公民館

使用申請書兼使用料免除申請書にその旨を記載し、教育委員会の承認を受けなけれ

ばならない。 

（平２３教委規則４・追加、平２９教委規則１・旧第４条の８繰下・一部改

正） 

（使用期間の制限） 

第１０条 使用者は、施設等を同一目的で引き続き３日を超えて使用することができ

ない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

（平２９教委規則１・旧第５条繰下・一部改正） 

（使用料の還付） 

第１１条 条例第８条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及び



その額は、次のとおりとする。 

（１） 公益上の理由又は教育委員会の都合により使用の承認を取り消されたとき。 

全額 

（２） 災害等の理由により施設等が使用できなくなったとき。 全額 

（３） 第７条第１項の規定により使用の取消しをした場合において、教育委員会

が相当の理由があると認めるとき。 半額 

（４） 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。 

教育委員会が定める額 

２ 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、町田市公民館使用料還付

請求書（第４号様式）を教育委員会に提出しなければならない。ただし、同項第１

号又は第２号に該当する場合は、当該請求書の提出を省略することができる。 

（平２３教委規則４・一部改正、平２９教委規則１・旧第６条繰下・一部改

正） 

（案内予約システムの利用） 

第１２条 第３条、第４条、第７条及び別表に定めるもののほか、施設等の使用に係

る案内予約システムの利用については、町田市集会・学習施設等における施設案内

予約システムの利用に関する規則（平成２９年１月町田市規則第３号）の定めると

ころによる。 

（平２９教委規則１・追加） 

（使用者の遵守事項） 

第１３条 公民館の使用者及び入場者は、公民館の施設、設備、器具等の使用につい

ては、職員の指示を受けるほか指示事項を守らなければならない。 

（平２３教委規則４・旧第８条繰上、平２９教委規則１・旧第７条繰下） 

（委任） 

第１４条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

（平２３教委規則４・旧第９条繰上、平２４教委規則３・一部改正、平２９



教委規則１・旧第８条繰下） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１４年３月２９日教委規則第８号） 

改正 平成１４年８月１日教委規則第１４号 

この規則は、公布の日から施行する。 

ただし、第２条第１項第１号の改正規定、第２条の次に次の１条を加える改正規定、

第１号様式及び第２号様式を改める改正規定並びに第２号様式の次に次の１様式を加

える改正規定は、町田市公民館条例の一部を改正する条例（平成１４年３月町田市条

例第１９号）附則の「教育委員会規則で定める日」から施行する。 

附 則（平成１４年８月１日教委規則第１４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１４年１１月１４日教委規則第１８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の町田市公民館使用規則第４条、第４条の６及び別表の規

定は、平成１４年１２月１日以後に申込みをした平成１５年２月１日以後の使用に

ついて適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。 

附 則（平成２１年２月１２日教委規則第２号） 

この規則は、平成２１年３月１日から施行する。 

附 則（平成２３年４月１４日教委規則第４号） 

この規則は、平成２３年８月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２９日教委規則第３号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年１月１８日教委規則第１号） 



（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の町田市公民館条例施行規則の規定は、平成２９年４月１

日以後に行われるこの規則による改正後の第３条第１項に規定する申込み及び当該

申込みに係る抽選の申込みについて適用し、同日前に行われたこの規則による改正

前の第４条第１項に規定する申込み及び当該申込みに係る抽選の申込みについては、

なお従前の例による。 

別表（第３条関係） 

（平２９教委規則１・全改） 

団体の申込

期間 

次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める期間 

（１）抽選の申込みをする場合 使用日の属する月（以下「使用月」

という。）の前々月の初日から同月の８日まで。この場合におい

て、当該抽選に当選した者の当選した施設等に係る使用の申込期

間は、同月の９日から使用日の使用時間前までとする。 

（２）前号の抽選を実施した後において空きがある施設等の使用の

申込みをする場合（次号に掲げる場合を除く。） 使用月の前々

月の９日（第８条の規定による制限を受けている場合にあっては、

１５日）から使用日の使用時間前まで 

（３）第５条第２項の規定により同一月に５単位を超えて使用する

場合の６単位目以後の使用の申込みをする場合 使用月の前月の

１５日から使用日の使用時間前まで 

団体以外の

者の申込期

間 

使用月の前月の１５日（案内予約システムを利用して使用の申込み

をする場合（第８条の規定による制限を受けている場合を除く。）

にあっては、初日）から使用日の使用時間前まで 



備考 

１ この表において「団体」とは、町田市集会・学習施設等における施設案内予

約システムの利用に関する規則第５条第１項に規定する団体登録の要件に該当

する者をいう。 

２ 団体以外の者が案内予約システムを利用して使用の申込みをできる使用単位

は、同一の使用月につき２単位までとする。 

３ 施設等の使用に係る申込みの受付時間は、開館日の午前８時３０分から午後

５時までとする。ただし、案内予約システムによる申込みについては、この限

りでない。 



○町田市生涯学習センター運営協議会設置要綱 

平成２４年４月１日 

施行 

生涯学習部生涯学習センター 

改正 ２０１２年４月１日 

２０１６年４月１日 

第１ 設置 

町田市生涯学習センターが実施する事業に関し協議するため、町田市生涯学習セ

ンター運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

第２ 役割 

協議会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を町田市教育委員会（以下

「教育委員会」という。）に報告する。 

（１） 生涯学習及び社会教育に係る講座、講演会等の内容及び成果に関すること。 

（２） 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項 

第３ 組織 

１ 協議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

（１） 学識経験を有する者 ４人以内 

（２） 家庭教育支援活動の経験を有する者 １人 

（３） 市民のうちから公募したもの ４人以内 

（４） 学校教育の関係者 ２人以内 

（５） 生涯学習又は社会教育の活動の経験を有する者 ４人以内 

第４ 委員の任期 

１ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２ 委員は、再任されることができる。ただし、原則として、４回を限度とする。 



第５ 会長等 

１ 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

第６ 会議 

１ 協議会は、必要に応じ会長が招集する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求めるこ

とができる。 

第７ 部会 

１ 協議会に、部会を置くことができる。 

２ 部会は、協議会から指示された事項について検討する。 

３ 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。 

４ 部会長及び部会員は、委員のうちから、会長が協議会に諮って指名する。 

５ 部会は、必要に応じ部会長が招集する。 

６ 部会長は、必要があると認めるときは、部会に部会員以外の者の出席を求める

ことができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が部会

に諮って定める。 

第８ 庶務 

協議会の庶務は、生涯学習部生涯学習センターにおいて処理する。 

第９ 委任 

この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会

に諮って定める。 

附 則 

１ この要綱は、２０１２年４月１日から施行する。 

２ まちだ市民大学HATS運営協議会設置要綱（１９９３年４月１日適用）は、廃止す



る。 

附 則 

この要綱は、２０１２年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、２０１６年４月１日から施行する。 

 



○町田市立学校施設の開放に関する条例 

平成１７年１０月１７日 

条例第５２号 

改正 平成２３年１０月７日条例第３８号 

生涯学習部生涯学習センター 

（目的） 

第１条 この条例は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１３７条、社会教育

法（昭和２４年法律第２０７号）第４４条及びスポーツ基本法（平成２３年法律第

７８号）第１３条第１項の規定に基づき、町田市立小・中学校の施設（以下「学校

施設」という。）を積極的に開放することにより、市民の文化、スポーツ等の地域

活動の場として活用することを目的とする。 

（平２３条例３８・一部改正） 

（定義） 

第２条 この条例において「学校開放」とは、学校教育に支障のない範囲で、町田市

教育委員会（以下「教育委員会」という。）が指定する時間帯に学校施設を市民の

利用に供することをいう。 

（開放施設） 

第３条 学校開放の対象となる学校施設（以下「開放施設」という。）は、次に掲げ

る学校施設のうち、教育委員会が指定するものとする。 

（１） 体育館 

（２） 校庭 

（３） プール 

（４） 特別教室 

（５） 温水プール 

（６） 校庭照明設備（校庭を含む。以下同じ。） 

（７） 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が認める学校施設 



（教育委員会の責務） 

第４条 教育委員会は、第１条の目的を達成するため、学校開放を積極的に推進する

とともに、開放施設の管理運営体制の整備を図らなければならない。 

（校長の責務） 

第５条 校長は、第１条の目的を十分に理解し、学校開放に積極的に協力しなければ

ならない。 

（利用者の責務） 

第６条 開放施設を利用する者（以下「利用者」という。）は、開放施設が学校教育

の場であることを常に認識し、学校教育に支障のないよう十分な注意をもって利用

しなければならない。 

（利用できる者の範囲） 

第７条 開放施設を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１） 教育委員会から町田市学校開放施設利用登録の承認を受けた団体。ただし、

教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。 

（２） 遊び場開放、プール及び温水プール開放その他教育委員会が個人に開放す

ることを目的とした開放施設を利用する個人 

（利用の承認） 

第８条 開放施設を利用しようとする者は、教育委員会に申請し、その承認を受けな

ければならない。 

２ 教育委員会は、前項の承認をするに当たって、開放施設の管理上必要な条件を付

することができる。 

（利用の不承認） 

第９条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第１項の承認を

しない。 

（１） 営利を目的として利用するとき。 

（２） 政治活動又は選挙運動のために利用するとき。 



（３） 宗教活動のために利用するとき。 

（４） 秩序を乱すおそれがあるとき。 

（５） 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。 

（６） 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が利用を不適当と認めるとき。 

（使用料） 

第１０条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。 

２ 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める

ときは、還付することができる。 

（回数利用券の発行） 

第１１条 教育委員会は、温水プールの利用者の利便を図るため、回数利用券を発行

する。 

２ 回数利用券は、１１券片に対し１０券片分に相当する額とする。 

（校庭照明設備の利用） 

第１２条 開放施設のうち校庭照明設備の利用に関しては、この条例及びこの条例に

基づく町田市教育委員会規則（以下「規則」という。）の規定にかかわらず、町田

市体育施設条例（平成１７年６月町田市条例第３４号）及び町田市体育施設条例施

行規則（平成１７年８月町田市教育委員会規則第１０号）の例による。ただし、使

用料、開放日及び開放時間に関しては、この条例及び規則の規定を適用する。 

（行為の制限） 

第１３条 利用者は、第８条第１項に規定する承認に係る行為以外の行為をしてはな

らない。 

（利用権の譲渡禁止） 

第１４条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（開放施設等の変更の禁止） 

第１５条 利用者は、開放施設又は設備に変更を加えてはならない。ただし、あらか

じめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。 



（利用承認の取消し等） 

第１６条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承

認を取り消し、利用を制限し、又は利用を停止することができる。 

（１） この条例又は規則に違反したとき。 

（２） 第８条第２項の条件に違反したとき。 

（３） 災害、工事その他利用者の責めによらない事由により開放施設の利用がで

きなくなったとき。 

（４） 学校教育上、学校が緊急に開放施設を利用するとき。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。 

２ 前項の規定により利用者が利用の承認を取り消され、利用を制限され、又は利用

を停止されたことにより生じた利用者の損害については、教育委員会はその責めを

負わない。 

（原状回復の義務） 

第１７条 利用者は、利用を終了したとき、又は前条第１項の規定により利用の承認

を取り消されたときは、直ちに開放施設を原状に回復しなければならない。 

（損害賠償） 

第１８条 開放施設又は設備に損害を与えた者は、その損害額を賠償しなければなら

ない。ただし、教育委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を

減額し、又は免除することができる。 

（委任） 

第１９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年１２月１日から施行する。 

（町田市立学校施設使用条例の廃止） 

２ 町田市立学校施設使用条例（昭和４０年１月町田市条例第１号）は、廃止する。 



（経過措置） 

３ この条例の施行の際現に利用の承認を受けている者については、この条例による

利用の承認を受けたものとみなす。 

４ この条例の施行の日から平成１８年３月３１日までにおける第１２条の規定の適

用については、同条中「町田市体育施設条例（平成１７年６月町田市条例第３４号）

及び町田市体育施設条例施行規則（平成１７年８月町田市教育委員会規則第１０

号）」とあるのは「町田市体育施設条例（平成８年１２月町田市条例第３６号）及

び町田市体育施設条例施行規則（平成８年１２月町田市教育委員会規則第６号）」

とする。 

附 則（平成２３年１０月７日条例第３８号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の町田市非常勤の特別職の職員の報酬及

び費用弁償に関する条例、町田市立学校施設の開放に関する条例及び町田市スポーツ

振興審議会条例の規定は、平成２３年８月２４日から適用する。 

別表（第１０条関係） 

開放施設 使用料 

体育館 無料 

校庭 

プール 

特別教室 

温水プール １回大人３００円、子ども（小学生及び中学生）１００円 

ただし、満６５歳以上の者及び障がい者の使用料は、１００

円とする。 

校庭照明設備 ３０分までごとにつき、６００円（小学生、中学生又は高校

生主体の団体は半額） 



備考 

１ 温水プールの子どもの使用料は、７月２１日から８月３１日までの期間の使

用料とし、これ以外の期間の使用料は無料とする。 

２ 「障がい者」とは、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５

条に基づく身体障害者手帳又は東京都愛の手帳交付要綱（昭和４２年民児精発

第５８号）に基づく愛の手帳等の交付を受けている者をいう。 

 



○町田市立学校施設の開放に関する条例施行規則 

平成１７年１０月１７日 

教育委員会規則第１５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、町田市立学校施設の開放に関する条例（平成１７年１０月町田

市条例第５２号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例に

よる。 

（学校開放の管理及び責任） 

第３条 学校開放の実施については、町田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）

が管理する。 

２ 学校開放により開放施設を利用させる学校の校長は、学校開放に伴う管理上の責

任を負わないものとする。 

（学校開放運営委員会） 

第４条 教育委員会は、学校開放の円滑な運営を図るため、必要に応じて学校ごとに

学校開放運営委員会（以下「運営委員会」という。）を置くことができる。 

２ 教育委員会は、開放施設のうち体育館、校庭及びプールの開放に関する業務を、

運営委員会に委託することができる。 

３ 運営委員会の種類、構成、職務等については、教育長が別に定める。 

（開放施設等） 

第５条 条例第３条の規定により教育委員会が指定する開放施設並びにその開放日、

開放時間及び申請期間（以下この項において「開放日等」という。）は、別表のと

おりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、開放日等を変更す

ることができる。 



２ 開放施設に設置する附属設備は、教育委員会が校長と協議して定めるものとする。 

（学校開放を行わない場合） 

第６条 次の各号のいずれかに該当するときは、学校開放を行わない。 

（１） 学校教育に利用するとき。 

（２） 教育委員会、市又は市内官公署が学校開放以外の目的で利用するとき。 

（３） 開放施設の維持管理のために教育委員会が利用するとき。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。 

（利用登録） 

第７条 条例第７条第１号に規定する町田市学校開放施設利用登録（以下「利用登録」

という。）の対象となる団体は、次に掲げる要件を満たしているものとする。 

（１） 市内に活動拠点のある団体で、代表者が市内に在住する２０歳以上の者で

あること。 

（２） 構成員が１０人以上（特別教室の利用登録にあっては５人以上）であり、

かつ、その半数以上が市内に在住し、在勤し、又は在学していること。 

（３） 構成員全員が同居の家族でないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、専ら営利を目的とする団体その他教育委員会が不適当

と認める団体は、利用登録を受けることができない。 

３ 利用登録を受けようとする団体は、町田市学校開放施設利用登録申請書（第１号

様式。以下「登録申請書」という。）を教育委員会に提出しなければならない。 

４ 教育委員会は、利用登録を承認したときは、町田市学校開放施設利用登録証（第

２号様式。以下「利用登録証」という。）を申請者に交付するものとする。 

５ 前項の規定により利用登録を受けた団体（以下「登録団体」という。）は、利用

登録証を第８条第１項に規定する申請をするときに提示しなければならない。 

６ 利用登録の期間は、１年間（特別教室の利用登録にあっては２年間）とする。た

だし、最初の利用登録にあっては、利用登録の日から利用登録の日の属する年度の

３月３１日まで（特別教室にあっては、利用登録の日の属する年度の翌年度の３月



３１日まで）を利用登録の期間とする。 

７ 利用登録を更新しようとする登録団体は、前項に規定する期間の満了日の属する

年度の２月１日から３月３１日までに、教育委員会に更新の届出をしなければなら

ない。 

（登録団体の利用申請） 

第８条 登録団体が開放施設を利用しようとするときは、町田市学校開放施設利用申

請書（第３号様式。以下「申請書」という。）を教育委員会に提出しなければなら

ない。 

２ 登録団体の利用の申請は、別表に定める申請期間内に行わなければならない。た

だし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

３ 登録団体の利用の申請は、１か月当たりの利用回数４回分までとする。ただし、

開放施設に空きがある場合は、利用日の１か月前から利用日まで（特別教室にあっ

ては利用日の７日前まで）随時申請することができる。 

（登録団体の利用承認等） 

第９条 登録団体の利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請のあった

場合は、抽選によるものとする。 

２ 教育委員会は、前項の規定により利用の承認をしたときは、町田市学校開放施設

利用承認書（第４号様式。以下「利用承認書」という。）を申請者に交付する。 

３ 利用承認書は、開放施設を利用するときに提示しなければならない。 

４ 開放施設を利用する登録団体は、利用日の利用責任者を定めなければならない。 

５ 前項の利用責任者は、開放施設の利用に関する責任を負うものとする。 

（温水プールの利用手続） 

第１０条 温水プールを利用しようとする者は、条例別表に定める使用料相当額の利

用券を購入しなければならない。 

２ 利用券を購入した者は、利用の際利用券を提出することにより利用の承認を受け

るものとする。 



（使用料の還付） 

第１１条 条例第１０条第２項ただし書の規定により使用料を還付することができる

場合は、災害その他利用者の責めによらない事由により温水プールの利用ができな

くなったときとし、還付する額は全額とする。 

（遵守事項） 

第１２条 第９条第２項の規定により利用の承認を受けた登録団体及び条例第７条第

２号に規定する個人が開放施設を利用するときは、次に掲げる事項を遵守しなけれ

ばならない。 

（１） 利用の承認を受けた目的以外に利用しないこと。 

（２） 利用の承認を受けた施設以外に立ち入らないこと。 

（３） 利用時間（準備及び後片付けに要する時間を含む。）を厳守すること。 

（４） 附属設備は、利用を認められたもののみ利用し、利用後は必ず所定の位置

に戻すこと。 

（５） 利用後は、清掃を行うこと。 

（６） 喫煙及び飲酒を行わないこと。 

（７） 火気を使用しないこと。ただし、指定された場所で、あらかじめ教育委員

会の承認を受けたときは、この限りでない。 

（８） 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項 

（損傷等の届出） 

第１３条 開放施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに教育委員

会に届け出て、その指示に従わなければならない。 

（委任） 

第１４条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年１２月１日から施行する。 



（町田市学校施設開放規則等の廃止） 

２ 次に掲げる規則は、廃止する。 

（１） 町田市学校施設開放規則（昭和５２年９月町田市教育委員会規則第８号） 

（２） 町田市立学校温水プール使用規則（平成４年８月町田市教育委員会規則第

１３号） 

（３） 町田市立学校小ホール使用規則（平成１４年７月町田市教育委員会規則第

１２号） 

（４） 町田市立学校校庭照明設備使用規則（平成１５年２月町田市教育委員会規

則第４号） 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際現に利用の承認を受けている者については、この規則による

利用の承認を受けたものとみなす。 

附 則（平成２４年４月１９日教委規則第６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年３月１９日教委規則第６号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月１８日教委規則第１３号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

別表（第５条、第８条関係） 

（平２４教委規則６・平２７教委規則６・平２７教委規則１３・一部改正） 

開放施設 開放日及び開放時間 申請

期間 
施設の種

類 

施設区分 

体育館 本町田東小学校及

び南つくし野小学

夏季期間を除く平日 午後５時から午後９

時まで 

利用

日の



校を除く全小学校 

町田第一中学校 

南中学校 

つくし野中学校 

成瀬台中学校 

南成瀬中学校 

鶴川中学校 

鶴川第二中学校 

忠生中学校 

夏季期間の平日 午前８時から午後９

時まで 

属す

る月

の前

月の

第１

土曜

日か

ら利

用日

まで

の間

にお

いて、

運営

委員

会が

指定

する

日 

日曜日 

土曜日 

祝日 

午前８時から午後９

時まで 

校庭 本町田東小学校及

び南つくし野小学

校を除く全小学校 

町田第一中学校 

南大谷中学校 

南中学校 

つくし野中学校 

成瀬台中学校 

南成瀬中学校 

鶴川中学校 

鶴川第二中学校 

薬師中学校 

金井中学校 

忠生中学校 

木曽中学校 

武蔵岡中学校 

夏季期間を除く平日 午後５時から午後９

時まで 

夏季期間の平日 午前８時から午後９

時まで 

日曜日 

土曜日 

祝日 

午前８時から午後９

時まで 



プール 小学校全校 

つくし野中学校 

鶴川第二中学校 

金井中学校 

夏季期間のうち各校

１５日以内で教育委

員会が指定する日 

午前９時から午後３

時まで 

当日

のみ 

特別教室 本

町

田

小

学

校 

多目的室 

ランチルーム 

夏季期

間を除

く火曜

日及び

木曜日 

夜間 午後６時３０分から

午後９時まで 

利用

日の

属す

る月

の前

月の

第１

土曜

日か

ら利

用日

の７

日前

まで 

夏季期

間の火

曜日及

び木曜

日 

午後 午後１時から午後５

時まで 

夜間 午後５時３０分から

午後９時まで 

日曜日 

土曜日 

祝日 

午前 午前９時から正午ま

で 

午後 午後１時から午後５

時まで 

夜間 午後５時３０分から

午後９時まで 

木

曽

境

川

音楽室 

家庭科室 

ランチルーム 

夏季期

間を除

く火曜

日及び

夜間 午後６時３０分から

午後９時まで 



小

学

校 

木曜日 

夏季期

間の火

曜日及

び木曜

日 

午後 午後１時から午後５

時まで 

夜間 午後５時３０分から

午後９時まで 

日曜日 

土曜日 

祝日 

午前 午前９時から正午ま

で 

午後 午後１時から午後５

時まで 

夜間 午後５時３０分から

午後９時まで 

鶴

川

中

学

校 

小ホール 

ミーティング

ルーム 

木曜日 

金曜日 

夜間 午後６時３０分から

午後８時３０分まで 

日曜日 

土曜日 

祝日 

午前 午前９時から正午ま

で 

午後 午後１時から午後５

時まで 

小

山

ヶ

丘

小

理科室 

図工室 

音楽室 

第３音楽室 

家庭科室 

夏季期

間を除

く火曜

日及び

木曜日 

夜間 午後６時３０分から

午後９時まで 



学

校 

夏季期

間の火

曜日及

び木曜

日 

午後 午後１時から午後５

時まで 

夜間 午後５時３０分から

午後９時まで 

日曜日 

土曜日 

祝日 

午前 午前９時から正午ま

で 

午後 午後１時から午後５

時まで 

夜間 午後５時３０分から

午後９時まで 

温水プー

ル 

町田第一中学校 ８月を除く月曜日及

び火曜日 

午後６時３０分から

午後８時３０分まで 

当日

のみ 

８月の月曜日及び火

曜日 

午後４時から午後８

時３０分まで 

日曜日 

土曜日 

祝日 

午前１０時から午後

５時３０分まで 

南中学校 

鶴川中学校 

８月を除く木曜日及

び金曜日 

午後６時３０分から

午後８時３０分まで 

８月の木曜日及び金

曜日 

午後４時から午後８

時３０分まで 

日曜日 午前１０時から午後



土曜日 

祝日 

５時３０分まで 

校庭照明

設備 

木曽中学校 １月から３月まで及

び１０月から１２月

まで 

午後５時３０分から

午後９時まで 

別に

定め

る。 

４月から９月まで 午後６時３０分から

午後９時まで 

備考 

１ 夏季期間とは、７月２１日から８月３１日までをいう。 

２ 祝日とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日をいい、平日とは、日曜日、土曜日及び祝日を除く日をいう。 

３ １月１日から同月３日（温水プールにあっては同月４日）まで及び１２月２

９日から同月３１日までは、学校開放を行わない。 

４ 前項に規定するもののほか、温水プール及び鶴川中学校の特別教室について

は、祝日が学校開放を行わない曜日に当たるときは、当該祝日における学校開

放を行わない。 

５ 特別教室及び温水プールにおける開放時間については、祝日が学校開放を行

う曜日（日曜日及び土曜日を除く。）に当たるときは、祝日の開放時間の規定

を適用する。 

６ 体育館及び校庭における利用単位は、開放時間の範囲内で教育委員会が別に

定める。 

７ 特別教室における午前、午後又は夜間の区分は、利用単位の区分とする。 

 



○町田市学校開放制度検討委員会設置要領 

平成１５年６月２０日 

施行 

生涯学習部生涯学習センター 

改正 ２０１２年４月１日 

注 ２００８年１２月以降の改正沿革のみ登載 

第１ 設置 

町田市立小・中学校の学校開放のあり方について検討を行うため、町田市学校開

放制度検討委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

第２ 所掌事項 

委員会は、次に掲げる事項について調査、検討し、その結果を町田市教育委員会

（以下「教育委員会」という。）に報告する。 

（１） 学校開放制度の整備に関すること。 

（２） 学校開放に係る条例、規則等の整理に関すること。 

（３） 学校開放の対象となる施設の利用促進に関すること。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた事項 

第３ 組織 

１ 委員会は、委員長及び委員１１人をもって組織する。 

２ 委員長及び委員は、別表に掲げる者とし、教育委員会が委嘱又は任命する。 

第４ 委員長 

１ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理

する。 

第５ 会議 

１ 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求める



ことができる。 

第６ 庶務 

委員会の庶務は、生涯学習部生涯学習センターにおいて処理する。 

第７ 委任 

この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。 

附 則 

この要領は、２００３年６月２０日から施行する。 

附 則 

この要領は、２００８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、２０１２年４月１日から適用する。 

別表（第３関係） 

委員長 生涯学習部長 

委員 町田市立小学校の校長の代表 ２人 

町田市立中学校の校長の代表 ２人 

文化スポーツ振興部スポーツ振興課長 

学校教育部教育総務課長 

学校教育部施設課長 

学校教育部学務課長 

学校教育部指導課長 

生涯学習部生涯学習総務課長 

生涯学習部生涯学習センター長 

 



○町田市生涯学習ボランティアバンク事業実施要領 

平成２５年１月１日 

施行 

生涯学習部生涯学習センター 

改正 ２０１６年１０月１日 

第１ 目的 

この要領は、ボランティアバンク事業を実施することにより、共に教え、学び合

う生涯学習社会の実現に資することを目的とする。 

第２ 定義 

この要領において「ボランティアバンク事業」とは、生涯学習について専門的な

知識及び経験を有する個人又は団体で町田市教育委員会の登録を受けたもの（以下

「ボランティア」という。）と、身近な学習活動を通じた知識及び技術の習得を希

望する団体との連携を支援する町田市生涯学習ボランティアバンク事業をいう。 

第３ ボランティアの資格要件 

ボランティアの登録を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する

者とする。ただし、専ら政治活動、宗教活動又は営利を目的とする活動を行う者は、

ボランティアの登録を受けることができない。 

（１） 市内において活動する個人又は団体であって、生涯学習について専門的な

知識及び経験を有し、かつ、生涯学習について指導又は助言を行うことができる

もの 

（２） 前号に掲げるもののほか、町田市教育委員会教育長（以下「教育長」とい

う。）が特に必要と認める者 

第４ ボランティアの登録方法 

１ ボランティアの登録を受けようとする者は、町田市生涯学習ボランティアバン

ク登録申請書（第１号様式。以下「登録申請書」という。）を教育長に提出しな

ければならない。 



２ 教育長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、ボランテ

ィアの登録をするときは町田市生涯学習ボランティアバンク登録書（第２号様式）

を、登録をしないときはその旨を、申請者に通知するものとする。 

第５ ボランティア登録の有効期間等 

１ 第４第２項に規定する登録（以下「ボランティア登録」という。）の有効期間

は、ボランティア登録を受けた日から３年間とする。 

２ ボランティア登録を受けた者（以下「登録者」という。）は、ボランティア登

録の更新をしようとするときは、前項に規定する有効期間の満了する日の２か月

前までに、登録申請書を教育長に提出しなければならない。 

３ 第４第２項の規定は、前項に規定するボランティア登録の更新について準用す

る。 

第６ ボランティア登録の取消し 

１ 登録者は、ボランティア登録の取消しを希望するときは、町田市生涯学習ボラ

ンティアバンク登録取消申請書（第３号様式）を教育長に提出しなければならな

い。 

２ 教育長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、申請者の

ボランティア登録を取り消すものとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、登録者が第３に規定する資格要件を満たさなく

なったとき、又はボランティアに必要な適格性を欠くと認められるときは、教育

長は、当該登録者のボランティア登録を取り消すものとする。 

第７ ボランティア登録の変更 

登録者は、ボランティア登録の内容に変更があったときは、速やかに教育長に届

け出なければならない。 

第８ 登録者情報の公表 

教育長は、登録者の承諾が得られたときは、当該登録者の有する資格、免許、指

導実績等の情報を公表することができる。 



第９ 利用者の資格要件 

１ ボランティアバンク事業を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する団

体とする。 

（１） 市内に活動の拠点があり、かつ、市内において活動する団体であって、次

のいずれかに該当するもの 

ア 構成員が３人以上で、かつ、その半数以上が市内に在住し、在勤し、又は在

学している団体 

イ 生涯学習に関する事業を行う団体 

（２） 町田市町内会・自治会その他市内の地縁による団体 

２ 前項の規定にかかわらず、専ら政治活動、宗教活動又は営利を目的とする活動

については、ボランティアバンク事業を利用することができない。 

第１０ 利用申請等 

１ ボランティアバンク事業を利用しようとする者は、町田市生涯学習ボランティ

アバンク利用申請書（第４号様式）を教育長に提出しなければならない。 

２ 教育長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、利用を承

認するときは町田市生涯学習ボランティアバンク利用承認書（第５号様式）を、

承認しないときはその旨を申請者に通知する。 

３ 教育長は、前項の規定により利用を承認するときは、当該承認の内容に適して

いると認めるボランティアを申請者に紹介するものとする。 

第１１ 報告 

１ 第１０第２項の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る事業が終了した

ときは、町田市生涯学習ボランティアバンク利用報告書（第６号様式）を教育長

に提出しなければならない。 

２ 登録者は、第１０第３項の規定による紹介に係る事業が終了したときは、町田

市生涯学習ボランティア活動報告書（第７号様式）を教育長に提出しなければな

らない。 



第１２ 補則 

この要領に定めるもののほか、ボランティアバンク事業の実施に関し必要な事項

は、教育長が別に定める。 

附 則 

この要領は、２０１３年１月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、２０１６年１０月１日から施行する。 

 



○町田市まちだ市民大学HATS事業実施要領 

平成２４年４月１日 

施行 

生涯学習部生涯学習センター 

第１ 趣旨 

この要領は、町田市生涯学習センター条例施行規則（平成２３年１２月町田市教

育委員会規則第９号。以下「規則」という。）第２条第６項の規定に基づき、まち

だ市民大学HATS事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

第２ 学習領域 

規則第２条第１項第３号に規定する講座（以下「講座」という。）は、次に掲げ

る学習領域に属するものとする。 

（１） ふれあい人間学 人間性に関すること。 

（２） 遊々創造学 芸術及び文芸に関すること。 

（３） 生き活き技術学 技術及び科学に関すること。 

（４） こころとからだの健康学 スポーツ及び健康に関すること。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、地域における生涯学習の推進に関すること。 

第３ 講座の実施 

教育長は、規則第２条第１項第２号に規定するプログラム（以下「プログラム」

という。）を効果的に組み合わせることにより、講座を実施するものとする。 

第４ プログラム委員の設置 

１ 教育長は、プログラムに関し、助言を受け、又は意見を聴取するため、まちだ

市民大学HATSプログラム委員（以下「委員」という。）を置く。 

２ 委員は、プログラムに関し知見を有する者のうちから、町田市教育委員会が委

嘱する。 

第５ 講座の申込み 

１ 講座を受講しようとする者は、教育長が別に定めるところにより、申し込まな



ければならない。 

２ 教育長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、書面

により、当該申込者に通知する。 

第６ 修了者への支援 

教育長は、陶芸に係る講座を修了した者に対し、町田市生涯学習センター条例（平

成２３年６月町田市条例第２８号）第５条第２項に規定する生涯学習センター陶芸

スタジオを使用させることができる。 

第７ 周知 

教育長は、募集案内等により、講座の内容、日程等の周知を図るものとする。 

第８ 補則 

この要領に定めるもののほか、まちだ市民大学HATS事業の実施に関し必要な事項

は、教育長が定めるものとする。 

附 則 

１ この要領は、２０１２年４月１日から施行する。 

２ まちだ市民大学HATSプログラム会議要綱（１９９３年４月１日適用）は、廃止す

る。 
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