
2020年度 通年・前期 募集案内 ＝4月開講＝

たくさんの方が学んでいます。 

今からでも大丈夫！ さあ、あなたも！ 

    

“こころ”と “からだ ”の健康学 

実技や講義を通じて、生き生きと充実し

た健康ライフを手に入れましょう！ 

まちだの福祉 

施設見学、交流会も交えて幅広く

福祉を学んでみませんか。 

町田の歴史 

人々はそれぞれの時代に何を祈

り、何を願って来たのでしょう。 

しょう。

多摩丘陵の自然入門 

おひとりでも、ご家族での 

参加も大歓迎！ 

人間科学講座 

現代社会における様々な 

テーマを一緒に話し合いましょう。 

ましょう。

。

くらしに活きる法律 

安心して暮らしていく 

ため学んでみませんか。 

まちだの水とみどり入門 

楽しいフィールド学習 

田植え体験も行います。 

まちだの芸術・文芸 

2020 年度の新講座です。町田にゆか

りの文学・美術を楽しく学びましょう。 



■市民大学を地域学習のきっかけに

○まちだ市民大学ＨＡＴＳは、町田市民が生涯学び続けることができるための条件づくりの一つ

として、1993年に開講しました。

○名称にある「ＨＡＴＳ」とは、次のような市民大学の学習領域を示しています。

○まちだ市民大学HATSでは、「あなたを励まし、地域を育てる」をコンセプトに、受講者同士が出

会い、相互に学び合い、学習のネットワークをつくることを目指しています。

○講座修了後、自主サークルを作り、市内各地域で活動している方々もたくさんいます。

まちだ市民大学は、各分野の入門編となっています。 

まずは、興味・関心を持つことを目標に、幅広く初めての分野に挑戦してみませんか。 

続けて学びたい、もっと深く知りたい、と思ったら、一人ではなかなか難しいものです。 

修了者が各分野で団体を作っていますので、見学・入会できます。 

あるいは、自分たちで新たに団体を立ち上げるなら、担当職員が喜んでお手伝いいたします！ 

団体登録すると、生涯学習センター（まちだ中央公民館）など公共施設の部屋を借りたり、 

生涯学習センターまつりの際には、舞台で発表や学習成果を展示することができます。 

たくさんの方が学んでいます。今からでも大丈夫！ さあ、あなたも！ 

まちだ市民大学は、生涯学習センターで 

実施しています。 

2012年に開設した生涯学習センターでは、 

皆さんが生涯にわたっていつでもどこでも 

自由に学び続け、支え合う社会をつくる 

ための学習支援を行っています。 

様々な講座や事業を行なっています！ 

（詳しくは裏表紙をご覧ください。） 

■「まちだ市民大学HATS
ハ ッ ツ

」とは 

Humanity  人間性 

Art＆Literature 芸術・文芸 

Technology＆Science  技術・科学 

Sports＆Health  スポーツ・健康 

ハッと(ＨＡＴＳ)しよう！ 



9
多摩丘陵の自然入門　【通年】
驚き感動まちだの自然大発見

【200317H】

7

火曜日
１８：００～２０：００

4/28～7/14
全９回

５０名
３，０００円

くらしに活きる法律
これからのくらしと法律

【200317E】

まちだの芸術・文芸
町田にゆかりの芸術・文芸に触れる

【200317J】

水曜日
１０：００～１２：００

4/15～7/8
全６回

５０名
２，０００円 8

3

金曜日
１０：００～１２：１５

5/15～7/10
全９回

５０名
３，０００円

“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

【200317D】

木曜日
１０：００～１２：００

4/23～7/9
全７回

７０名
２，０００円

まちだの水とみどり入門
まちだの魅力再発見ツアー

【200317G】

4

水曜日
１９：００～２１：００

5/13～7/8
全９回

５０名
３，０００円 5

人間科学講座
テクノロジー・いのち・人権

【200317F】

土・日曜日　昼間
時間は各回異なります

ページ定員･資料代曜日・時間 期間･回数講座名【イベントコード】

月曜日
１４：００～１６：００

5/11～7/13
全８回

３０名
２，０００円 1

まちだの福祉
町田で迎える、安心した老後

【200317B】

町田の歴史
祈りの形

【200317C】

2

4/25～7/18
全８回

２４名
２，０００円

日曜日
時間は各回異なります

4/26～12/6
全１３回

５０名
３，０００円

主 催 ： 町田市教育委員会生涯学習センター

◆受講申し込み案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
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 月曜日・14：00～16：00
 6回目のみ時間帯が異なります。

⑧

⑦

⑥

⑤

④

③

②

①

（月）

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
（月）

鶴川第２高齢者支援センター
センター長　島村　類子

（月）

聞き上手、話し上手になりませんか？

介護家族を地域で支える会
「わあくす」

介護保険の仕組みを知ろう

生涯学習センター　6階 学習室1・2他

7/13

どんな老後をおくりたい？10年後の私

行政書士/ファイナンシャルプランナー

寺田　康子

（月）

5/18

5/11

＊どなたでもお申し込みいただけます。応募者多数の場合は、町田市在住を優先。

（月）

6/1
在宅介護の知恵と工夫

（月）

私は高齢者でしょうか？
と言える社会へ

町田で暮らす
～知っておきたい制度と楽しみ～

6/15

7/6

6/8

㈱起案家　代表取締役会長

城井　廣邦

高齢者のための交通計画

高齢者施設へ訪問

[全8回] ～町田で迎える、安心した老後～

特別養護老人ホーム
合掌苑

（町田市金森東）

（月）

6/22

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

（月）

まちだ市民大学「まちだの福祉」
プログラム委員

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、きっと皆さんの「老後」を輝かせるヒントが見つかるはず！

後期プログラムは9～11月に実施予定です。後期は金曜夜間に、自立、障がい、ひきこもり等の福
祉の様々なテーマについて取り上げます。見学会や参加者同士の交流も予定しています。

後期 プロ グラム のご 案内 （予告 ）

オリエンテーション

交流会と修了式

公開

見学

※時間帯 1３：00～16：00



＊どなたでもお申込みいただけます 応募者多数の場合は、町田市在住で、2019年度に受講されていない方を優先。

⑤

雨宮　志門

⑦

安部　徹

6/18 町田市スポーツ推進委員会　会長

浴風会病院東京都認知症疾患
医療センター 診療部長

自由
参加

4/23

東京体育機器㈱
健康運動指導士

児玉　絹代

(木)
認知症とその予防

④ 6/4

[全７回] 自分らしく元気に生きるために　

在宅での薬の使い方

楽しもうオリ・パラ

ロコモ予防で元気力アップ

(木)

“おくち”から始まる
“こころ”と“からだ”の健康学

② 5/7

(木)

(木)

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～

生涯学習センター ７階　ホール
（最終回の自由参加の回のみ

６階学習室2になります。）

①

石井　良昌

日本歯科大学生命歯学部
 客員教授

シニア健康体操教室指導者

中澤　悦子

③

(木)

⑥

一般社団法人　町田市薬剤師会 理事

橋本　登

7/9

6/25

足と靴と健康協議会　事務局長

(木)

木村　克敏

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！～

木曜日・10：00～12：00

7/16 感想を話し合いましょう
修了団体のPRもあります

元気学ハイキングクラブ

(木) ゆるやか健康塾

(木)

5/21

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。

公開

テーマによっては、グループワークや簡単にからだを動かすことがあります。

その際は見学されても結構です。無理のない範囲でご参加ください。



・町田や鶴見川流域に大きな災害がないのはこんな努力があったのかと納得です。

14:00〜16:00

②

③

④ 【緑の作業】

【公開講座】

鶴見川クリーンセンター

（土）

4/25

5/9

堂前　雅史

ガイド

生涯学習センター　６階 学習室1・2他
各活動フィールド

エコの現場を楽しく体験！ 環境ボランティア入門

　　【体験講座】

[全８回] 　まちだの魅力再発見ツアー

土&日曜日
時間は各回異なります。

和光大学教授【基調講義】   

＊どなたでもお申し込みいただけます。応募者多数の場合は、町田市在住を優先。

①

西池　淳一
朽方　新

【農業体験】

小野路で田植えをしよう！

（土）

見て！ 感じて！ まちだdeエコバスツアー

9:00〜16:００

6/14

（日）

5/23

　昨年度の受講者の声

花さく鶴見川源流保水の森・ヤブカンゾウを植えよう！

⑤
9:30〜12:00

6/20

（土）

6/27

【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

真光寺川を守るエコ・レンジャーになろう！

鶴見川下流を豪雨氾濫からまもったのは町田の緑

10:00〜12:00

きれいな水によみがえらせるしくみを学ぼう！

⑥

⑦ 7/12
10:00〜12:00

（土）

【水の作業】

9:３０〜12:00

【施設見学】

（日） エコネット町田

和光大学教授　堂前雅史

⑧ 恩廻公園調節池7/18

・見過ごしてしまった自然にふれ、新しい町田を発見することができた。
・汚水をきれいにして川へ戻すために時間をかけて浄水している事を知りました。

10:00〜12:00

（土）

慶應義塾大学名誉教授

岸　由二

ＮＰＯ源流ネット

まちだ結の里

10:00〜12:00

（土）

エコの現場で楽しくお世話!！!
～みんなで一緒に考えよう！～

講義

見学

バス見学

実習

講義

実習

実習

見学＆講義



東洋英和女学院大学教授

圷　由美子

6/16

LGBT法連合会事務局長

神谷　悠一(火)

性の多様性と法律
～生活・仕事での法律の壁～

法務省保護局更生保護振興課長

押切　久遠

6/23

まとめの交流会
7/21

(火)

⑧

⑨

石渡　和実

7/7

「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ﾊﾟﾗﾀﾞｲﾑｼﾌﾄ～

6/2

(火)

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

6/9

(火)

④

  これからのくらしと法律 [全９回]

②

竹崎　博允(火)
中央大学

国際情報学部（iTL）教授③

＊どなたでもお申し込みいただけます。
　応募者多数の場合は、町田市在住で、201９年度に受講されていない方を優先。

生涯学習センター　６階　学習室１・２

元最高裁判所長官

①
スポーツを巡る法的な世界

 火曜日・１８：００～２０：００

日本の司法
裁判所―国民の生活を支える基盤

宍戸　一樹

弁護士

情報と憲法
岩隈　道洋

5/26

5/12

一般財団法人公園財団理事長

蓑茂　壽太郎

7/14

弁護士

(火)

犯罪や非行をした人への働きかけ
～更生保護を中心に～

公園はいつも法とともに

⑤

⑥

(火)

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～

自
由
参
加

(火)

4/28

(火)

(火)

⑦

いま見ているもの、手にふれているもの、聞こえてくることに法が
関係しています。様々な環境の変化に伴い、変わりゆくこれからの
くらしは法というレンズを通すと、どのように見えてくるのでしょう。

公開

※会場：生涯学習センター７階 ホール



東京医科歯科大学准教授
①

②

5/13

（水）

（水）

③

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～

脳科学から見た心と言葉の発達

　　医療的ケアがあっても安心して暮らし、
　　学びたい

老化しない脳と身体をつくる
東京大学名誉教授

明治大学平和教育登戸
研究所資料館学芸員
(川崎市多摩区）

遺伝子組み換え・ゲノム編集食品とは？
何が問題？

＊どなたでもお申し込みいただけます。応募者多数の場合は、町田市在住を優先。

　生涯学習センター６階　学習室１・２他

石浦　章一

（水）

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

東京大学大学院
総合文化研究科教授

酒井　邦嘉

【総論】
生命の倫理を問うとはどういうことか

内多　勝康

⑤ 6/10

[全9回]テクノロジー・いのち・人権

5/27

5/20

（水）

（水）

⑥

④

（土）

市民バイオテクノロ
ジー情報室代表

天笠　啓祐

　水曜日・19：00～21：00
※第4回・第5回は曜日・会場・時間に変更
があります。

田中　智彦

5/30

6/17

※会場：7階ホール

ＩＴやゲノム医療などのテクノロジーで変わっていくいのちや暮らし、
わたしたちは何を大切にして、どこへ向かっていくのか学び考えていきま
しょう。

公開

※時間：14：00～16：30

見 学

※時間：14：00～16：00



・新聞やテレビの内容がより理解できるようになった。

・毎回おもしろいテーマを企画してくれるので、また参加しました。

・医療や科学・技術が発達するのは良いことだが、その弊害のようなものについて考えてみたくなった。

（水） 科学技術の進歩は人間を幸せにするのか

7/15

■この講座に期待するものは何ですか？■

まちだ市民大学HATS
人間学プログラム委員

対策として今回の「人間科学」講座で何かをつかめると思って受講しました。

⑦

ジャーナリスト
⑧

マイナンバーと監視社会

（水）

⑨

（水）

7/8

7/1

斎藤　貴男

（水）

《昨年度の受講者の声》

・このままで進んでいくと、人間関係が希薄になります。 そのためのヒント

和光大学教授

堂前　雅史

・最大の目的は登戸研究所の見学

・講師の皆さんが熱心に説明され感銘した。

　【明治大学平和教育登戸研究所資料館の見学風景】

・この場に来なければわからなかったことが理解できた。講師の口から語
られることは、テーマ以外に拡がり、この場にいて良かったと思いました。

・どのテーマも私が知っていると思っていただけだったと思い知らされた。

■受講後の感想■

東京大学大学院
人文社会系研究科教授

小松　美彦

自由
参加 交流会

科学技術の進歩とどうつきあっていけばいいのか考えたい。

安楽死・尊厳死の現在
--やわらかな危機的状況を考える

6/24

《昨年度の受講者の声》



7/3

（金）

縄文時代の人びとの祈り
土偶と石棒を中心に

5/22

⑥

近世の人びとの祈り②
村を中心に

　　目で確かめる町田の歴史
　　田端環状積石遺構　ほか

（別途、参加費として２，５００円を徴収します。）

（公財）東京都スポーツ文
化事業団東京都埋蔵文化財
センター　調査研究部

松崎　元樹

④ 6/5

古墳～平安の人びとの祈りとまつり

谷戸
や と

とムラの祭祀

まちだ史考会会員

田井　秀

町田市立博物館学芸員

[全９回]祈りの形

（金）
5/15

川口　正幸

町田市生涯学習総務課
文化財係主任（学芸員）

町田の歴史プログラム委員

田井　秀

佐久間　かおる

⑤

川口　正幸・後藤　貴之

原則　金曜日・10：00～12：15 生涯学習センター６階　学習室１・２他

＊どなたでもお申し込みいただけます。応募者多数の場合は、町田市在住の方を優先。

①

②

　　　　　　開講にあたって

町田市立自由民権資料館
学芸担当

（金）

③ 5/29

⑦ 6/26

中世の人びとの祈り
仏像や板碑を通して（金）

近世の人びとの祈り①
家を中心に（金）

近世の宗教政策と地域の信仰
杉山　弘

和光大学非常勤講師

6/19 まちだ史考会会員

荒井　仁（金）

6/12

（金）

町田市立自由民権資料館
学芸担当戦没者と慰霊碑

松崎　稔

⑧

小林　風

町田市生涯学習総務課
文化財係主任（学芸員）

（金）

⑨ 7/10

（金）

町田市文化財保護審議会
委員伝統的な祈りと私たちの祈り

鶴巻　孝雄

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事を目的としま
す。

※時間 10：00～12：00 会場：7階

※時間 9：00～16：00

公開

毎回、講座の後に１５
分程、グループでの交
流会を予定しています。

※時間 10：00～12：45

バス見学



⑤

④

③

②

①

（水）

（日）

町田市立国際版画美術館学芸員
町村　悠香

（水）

町田市立博物館～工芸美術の魅力

町田市民文学館ことばらんど学芸員
谷口　朋子

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
※観覧料700円

 水曜日・10：00～12：00
 5回目のみ曜日が異なります。

生涯学習センター　7階　ホール他

玉川大學教育博物館職員

（水）

5/20

4/15

＊どなたでもお申し込みいただけます。応募者多数の場合は、町田市在住を優先。

町田市立博物館館長　伊藤　嘉彰

（水）

6/17

町田市ゆかりの作家たち

6/3 「〈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

大学博物館訪問
「玉川大學教育博物館」

6/28

（水）

7/8⑥

[全６回]～町田にゆかりの芸術・文芸に触れる～

元和光大学教授
三上　豊

 町田ThePlayHouse(ライブハウス)企画制作

マツムラ　タダトシ

町田WESTVOX(ライブハウス)元スタッフ

松永  紋華

ギター弾き語りシンガーソングライター

松下  譜割

漫画「ギヴン」にも
登場する
町田のライブハウス
文化

町田には多くの芸術作品があります。また町田にゆかりの作家や文学作品、
マンガなどもたくさんあります。毎回違う分野の芸術・文学などの解説を聞き、
作品を鑑賞して、さらに町田のことを知ってみましょう。

公開

見学

※ 日曜日ですのでご注意ください。

オリエンテーション

見学

見学

ご注意！ 受講の可否のハガキは4月10日（金）に発送予定です。



（日）

七国山周辺　10：00～12：30

町田市文化財保護審議会委員

内野　秀重

歩いて学ぶ多摩丘陵
里山自然学入門

かたかごの森及びその周辺　10：00～14：15

② 5/10 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

 日曜日・時間は各回異なります　 市内の活動フィールド

　＊どなたでもお申し込みいただけます。応募者多数の場合は、町田市在住で、2019年度に受講
　　されていない方を優先。保護者同伴なら、小学生以下の方も参加できます（無料、資料なし）。
　　ご家族・グループ単位（4人まで）でお申込みできます。

① 4/26

[全13回]　　　驚き感動まちだの自然大発見

（日）

③ 5/24 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～（日）

野津田公園  上の原広場　10：00～14：00

（日）

忠生公園　10：00～15：00

④ 6/7 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（日）

成瀬尾根　9：30～14：30

鶴見川流域センター　10：０0～15：00

⑤ 6/28 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

⑥ 7/5
知ろう・始めよう「河川学習」

（日）

町田かたかごの
森を守る会

野津田・ 雑木林の会

成瀬の自然を守る会

町田の尾根・
谷戸に親しむ会

鶴見川流域センター

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びます。

★集合場所は、次頁
下段をご覧ください

★中学生特典！中学生のみのグループなら、1人分の資料代
3,000円で、3人まで参加できます（資料は1部）。



鶴見川源流みつやせせらぎ公園　10：00～13：00

⑦ 9/13 鶴見川源流・丸池・せせらぎの
自然回復を学ぶ

※午後：オプション　鶴見川源流域を訪ねる（日）

10/25

恩田川の会

11/15 恩田川流域の地形と生きものの
にぎわいにふれる

都立小山田緑地　10：00～14：30

（日）

かっての里山の豊かな自然が
見られる公園で、知るを楽しむ（日）

⑧ 9/27

かしの木山自然公園　9：30～14：30

⑫ 11/29

 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

三輪みどりの会

（日）

町田市の“市民の花”野菊を観察しながら、
生きものが賑わう公園づくりを考える 梅木窪の会

⑩

鶴見川源流
自然の会

かしの木山
自然公園愛護会

（日）

（日）

 子どもたちを地球人に育てる仕事
引き受けます

生涯学習センター６階　視聴覚室　9：30～12：00

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

慶應義塾大学名誉教授

西武・多摩部の
公園パートナーズ

岸　由二

○ 　　　　　  　　：七国山ファーマーズセンター
 町田市野津田町3497-1（駐車場はありません。）
※場所がお分りにならない方は「薬師ヶ丘」バス停に

9時15分までにお集まりください。
◆アクセス◆

小田急町田駅北口（POPビル先）21番乗り場から
本町田経由鶴川駅行き、または本町田経由野津田
車庫行きバスで「薬師ヶ丘」下車。

※詳細は当選結果ハガキにてお知らせいたします。

※午後オプション　交流会（振り返り）

⑬ 12/6

(日)

⑨ 10/11

⑪

東田谷
トウ　ダ　ヤト

～杣ヶ谷
ソマ　ガ　ヤト

～寺家ふるさと村～南谷
ミナミヤト

9：40～14：00

大戸源流森の会都立大戸緑地　9：20～13：00

芹ヶ谷公園～高瀬橋の親水広場～高ヶ坂松葉調整池
10：00～14：00

講義

集合場所



STEP1‣ 講座を選択 

募集案内をよく読み、講座を選択します。 

STEP2‣ 申込み（２通りあります） 

① イベントダイヤルへ電話で申込み（年中無休）

電話番号：０４２-７２４-５６５６（受付時間：7時～19時）

受講したい講座名（コース名）、お名前、ご住所、電話番号を伝えます。

★申込開始直後は電話が混雑します。先着順ではないので時間をおいて

お電話ください。

②イベント申込みシステム『イベシス』でＷｅｂ申込み（24時間受付）

※ＰＣまたはスマートフォンをお使いの方対象

町田市公式ホームページトップ画面下、または各講座ページ内の

「イベント申込システム『イベシス』」から受付入力ができます。

★受付が完了すると、入力の最終画面で受付番号が通知されますので、

ご確認ください。（この時点では受講確定ではありません。）

※右のQRコードを読み取ることで、イベント申込システムへ

簡単にアクセスできます。

STEP3‣ 受講決定 

応募者が定員を超えた場合は抽選になります。受講の可否は、 

4月 13日（月）頃までに生涯学習センターからハガキでお知らせします。 

（まちだの芸術・文芸講座は 4月 10日（金）にお送りします。） 

STEP4‣ 受講開始・資料代の納付 

講座受講についての説明は、初回オリエンテーションで行います。 

資料代は、受講される講座の初回に現金で納めていただきます。講座ごとに金額

が異なりますので、確認の上、つり銭のないようお願いします。 

会場までの交通費は全て自己負担となります。 

申し込み～受講までの流れ 

案内

◆募集期間◆

イベシス：2020 年 3 月 15 日（日）正午

電   話：2020 年 3 月 17 日（火）正午

公開講座について 

資料代を納めた方は申込不要です。各講座の公開講座受付につきましては、実施日の 

1か月前を目途に広報まちだ、ホームページ、チラシなどでお知らせをいたします。 

（広報掲載時期が変更となる場合もあります。ご了承ください。） 

■市民大学の年間スケジュール

3月募集 4月 9月　

通年講座（8月はお休み）

7月募集 　12月

前期講座 後期講座



情報・資料コーナー 

生涯学習センターの6階 

に「情報・資料コーナー」 

を設置しています。 

町田市内に限らず、他の地域や学校も含め

たさまざまな生涯学習に関するチラシや 

パンフレットを入手することができます。 

ことぶき大学 

60歳以上の方を対象にした講座 

です。歴史、音楽、リトミック、 

調べ学習などコース毎の講座を 

開催しています。 

“楽しく学んで豊かに生きる”を 

モットーに、みなさん楽しい時間を

過ごしています。障がい者青年学級 

障がいのある方を対象に、月2回週末に 

音楽・スポーツ・演劇・工作などさまざま

な創作活動を行っています。 

活動には、支援ボランティアが関わり、障

がいのある人もない人も、互いに学び合い

ながら、一緒に活動を作り上げます。 

（ボランティアに 

興味がある方は、 

お気軽にご連絡 

ください。） 

学生活動報告会「ガクマチEXPO」 

町田・相模原地域で活躍している学生団体

が、日頃の活動成果を市民や団体に広く発

信し、交流を通じて今後の活動につなげて

いくイベントです。 

学生による主体的なイベントの企画・運営

を通して、地域活動の促進や新たな連携、

さらなる地域活性化を目指します。 

講座づくり★まちチャレ 

市民団体の発想を活かした企画を募集

し、生涯学習センターの講座として 

実施します。 

企画団体は生涯学習センターと協働で

講座を運営し、多くの皆さんと一緒に

学び合います。 

親と子のまなびのひろば 

「きしゃぽっぽ」は0・1歳児と 

その保護者を対象とした学習と 

交流のひろばです。 

親子でスキンシップ遊びをしたり、育児に関する情報 

交換をして、参加者同士で育児の工夫を学び合います。 

日曜日には、パパと子を対象とした「パパと一緒にきし

ゃぽっぽ」を開催しています。 

コンサート事業

幅広いジャンルの音楽や、地域で活動する

人たちの演奏を身近に感じるコンサートを

実施しています。 

4月には、前年度に近隣の大学・大学院を

卒業した音楽家が演奏を披露する「フレッ

シュコンサート」を開催します。

生涯学習ボランティアバンク 

さまざまな知識や技術、経験を 

地域社会に生かしたい、役立て 

たいと考えている市民や団体が 

「生涯学習ボランティア」として 

登録しています。 

センターでは、この「生涯学習ボランティア」を

市内の施設や市民の活動団体（サークル、町内会

など）に紹介しています。

生涯学習センターでは 

様々な学習支援をしています！ 

広報まちだやHPで開催 
のご案内をしています。 
他にも色々な講座や事業 
を行っています。 



フォーラム

交番 

（中央通り） 

商工会議所

バスターミナル 

小
田
急
町
田
駅 

ＪＲ町田駅 

ぽっぽ町田 

□Ｐ

市民文学館 

至 横浜 

新 

至 小田原・江ノ島 

町田街道 

町田市民 郵便局 

宿 

至 

至 八王子 

バス 
センター

ＪＲ横浜線町田駅から徒歩３分 

小田急線町田駅から徒歩５分 

町田市原町田 6-8-1 

（町田センタービル 6～8 階） 

電話 ０４２-７２８-００７１ 

・野外学習を行う「多摩丘陵の自然入門」「まちだの水とみどり入門」の会

場案内は、初回オリエンテーションでご案内いたします。 

・座学中心の講座プログラム内の見学会、実習につきましては、講座開始

後にご案内をいたします。

２０２０年度まちだ市民大学 HATS 

通年・前期講座募集案内 

２０２０年３月発行 

発行者 町田市教育委員会 生涯学習部 

  生涯学習センター 

電話 ０４２-７２８-００７１ 

http://www.city.machida.tokyo.jp 

この冊子は、4000部作成し、１部あたりの単価は 98 円です。（職員人件費を含みます。） 
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