
費用 無料

※詳細は、子ども創造キャンパスひなた村ホームページ
　 （https://www.sozocampus-hinatamura.jp）でお知らせします。
※電話（042-722-5736）での問い合わせも可能です。（受付時間　9：00～17：00／第1・第3
　 火曜日（祝日の場合は翌日）を除く）

042-722-5736
URL　https://www.sozocampus-hinatamura.jp
（子ども創造キャンパスひなた村）

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

げんきっず
主催

子ども創造キャンパス
ひなた村

「げんきっず」は親子ふれあい遊びの会です。 親子体操や手遊び・読み聞かせ等で楽しい時間をすごしましょ
う！ 月に３回程度（原則木曜日）開催しています。

日時
1月12日、19日、26日、2月2日、9日、16
日、3月2日、9日、16日　いずれも木曜日
10：30～11：15

会場
子ども創造キャンパスひなた村
（町田市本町田2863）

申込

問合せ

対象

定員

未就学児とその保護者

20名（先着順）

みんなで遊ぼう！

Twitter（ツイッター）による

情報発信を行っています！
町田市生涯学習センター（町田市公式）アカウント

＠machida_manabi

https://twitter.com/machida_manabi

新型コロナ感染症や災害などによる施設の開館状況や

まちだ中央公民館の利用状況、講座・イベントの

最新情報なども配信しています！

フォローしていただくとご自身でリアルタイムで

情報を閲覧することができます。
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対象

定員

費用

定員

費用

日時
1月16日、2月13日、3月13日
いずれも月曜日
10：15～11：45（出入り自由）

⑫画像

会場
町田市生涯学習センター 6階 保育室
（町田市原町田6-8-1）

対象
市内在住の子育て中の方または親子、妊娠
中の方

各回7組（当日先着順）

無料

申込

不要。直接会場にお越しください。
※おいでいただいた時点で定員に達している
 　場合、お断りすることがありますので、ご了
　 承下さい。

問合せ
042-728-0071
（町田市生涯学習センター）

子育てサークル　エンジョイタイム
主催

町田市
生涯学習センター

こあらクラブ
主催

鶴川地域
子育て相談センター

ことばが遅いかな？人見知り・場所見知りが強いかな？元気すぎて目が離せない、大きな集団が苦手みたい
…など、お子さんのことで気になることや心配なことがある方、一緒に遊びませんか？職員が常に居ますの
で、一緒に楽しく遊びながら、お子さんの好きなこと・得意なことを通して関わりのヒントを見つけていきましょう。

0歳～5歳のお子さんとその保護者

会場 子どもセンターつるっこ（大蔵町1913）

なし※コロナ感染状況により、変更になる場合があります。

無料

問合せ
042-734-3699（鶴川地域子育て相談センター）
※問い合わせ時間　10：00～18：00　休館日(毎週火曜日と祝日の翌日、12月28日～1月4日)
　 を除く。

子育て中のママ達が運営しています。ふらっと立ち寄れる息抜きの場所です♬子どもたちを遊ばせながら保
護者同士でお話ししませんか？

申込 申込不要。直接会場にお越しください。

日時 1月13日、2月10日、3月10日　いずれも金曜日　10:30～11:10

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

子育て中のママたちが協力して

運営しています。

企画運営／エンジョイママ
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定員

費用

対象

定員

費用

問合せ
042-710-2752／FAX 042-710-2753
（南地域子育て相談センター）

0歳から5歳のお子さんを含むきょうだいを育てている保護者

7名程度（申込順）

無料

申込
12月26日（月）から電話で、南地域子育て相談センター（042-710-2752）へ。
※受付時間　月～金曜日　9：00～17：00（祝日、年末年始は除く）

きょうだい育児をテーマに情報交換やおしゃべりをしてリフレッシュしましょう。
日頃気になっていることやちょっと聞いてみたかったこと、きょうだい育児ならではの楽しさや悩み、不安などを
共有しませんか。
お子さんは近くで遊んですごします。

日時 1月20日（金）　10：00～11：00

会場
金森保育園
（町田市金森東1-12-16）

主催

町田市
生涯学習センター

おしゃべりひろば　～きょうだい育児～
主催

南地域
子育て相談センター

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

スキンシップ遊びや季節の歌、絵本を親子で楽しみませんか？お母さん同士で、子育て情報交換もしましょ
う！

日時
1月17日、24日、31日、
2月21日、28日、3月14日、21日
いずれも火曜日　14：00～16：00

⑫画像

町田市生涯学習センター 6階 保育室
（町田市原町田6-8-1）

市内在住の0・1歳児（2歳になった月の末日
まで）とお母さん／妊娠中の方

各回親子9組（申込順）

無料

申込

申込み日程については、広報まちだ、または
まちだ子育てサイトをご覧ください。
月に１日いずれかの参加日を選び、生涯学
習センターに電話でお申込みください。

問合せ
042-728-0071
（町田市生涯学習センター）

会場

対象

親と子のまなびのひろば「きしゃポッポ」
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定員

費用

定員

費用

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

市民提案型事業講座づくり「まち★チャレ」
幼児の保護者向け講座

「まぁいっかと思える子育て」～家と身体が整うヒント～

問合せ

主催

子どもがいて散らかりがちな家の中や、ついつい後まわしにしてしまうママの身体について、見つめ直してみま
せんか。仲間を増やして自分の「まぁいっか」も見つける連続講座です。
各回のテーマと講師
①オリエンテーション＆みんなで話して楽になろう～片付け～
②みえる・わかる・楽になる　一人で抱えないお片付け　〔講師〕水谷妙子氏（整理収納アドバイザー）
③みんなで話して楽になろう～子育て中の女性の身体～
④のんびり・ゆったり・楽になる　一人で抱えない私の不調　〔講師〕宗藤純子氏（帝京短期大学非常勤講師
 　／こども・女性・家庭教育支援アドバイザー）

日時
1月22日、29日、2月12日、26日
全4回　いずれも日曜日　10：00～12：00

⑫画像

会場
町田市生涯学習センター 6階 学習室1・2
（町田市原町田6-8-1）

対象
2歳から未就学の子を持つ保護者
※ お子様の同室受講不可。

20名（申込順）

無料

12月16日（金）10：00から、電話で町田市
生涯学習センター（042-728-0071）へ。

生涯学習センター

042-728-0071
（町田市生涯学習センター）

親と子のまなびのひろば「パパと一緒にきしゃポッポ」
主催

町田市
生涯学習センター

「せっかくの休日、子どもと一緒の時間を過ごしたい」「赤ちゃんとの遊びのバリエーションを増やしたい」と思っ
ているお父さんが、赤ちゃんと楽しく過ごすためのヒントが見つかる“ひろば”です。

日時
1月22日、2月19日、3月19日
いずれも日曜日　14：00～16：00

⑫画像

会場
町田市生涯学習センター 6階 保育室
（町田市原町田6-8-1）

対象
市内在住の0・1歳児（2歳になった月の末日
まで）とお父さん

各回親子9組（申込順）

申込

無料

申込
生涯学習センターに電話でお申込みくださ
い。申し込み日程については、広報まちだ、
またはまちだ子育てサイトをご覧ください。

問合せ
042-728-0071
（町田市生涯学習センター）

生涯学習センターで学んでいる

ママグループ「20ゼミ」が企画しました。
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対象

定員

費用

対象

定員

費用

8組（申込順）

無料

申込
12月26日（月）から電話で、忠生地域子育て相談センター（042-789-7545）へ。
または、直接お越しいただきお申込みください。
※受付時間9：00～17：00まで（土日祝日、年末年始12月29日から1月3日を除く）

問合せ
042-789-7545／FAX 042-792-6081
（忠生地域子育て相談センター）

「食事と言葉のつながり」の育児講座です。
町田市子ども発達センターの言語聴覚士を講師に迎えて講座を行ないます。
食べることと言葉のつながりについて話を聞き、家庭での関わりに役立つポイントを知りましょう。
お子さんは遊びながら一緒に参加できます。

1月24日（火）　10：00～11：00

会場
町田市立山崎保育園ちいきのおへや
（町田市山崎1丁目2番14号）

1歳のお子さんとその保護者

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

まめっこひろば
主催

町田地域
子育て相談センター

好きなおもちゃで遊べるコーナーを用意しています。
体操や体を使った遊び、大型絵本等の読み聞かせもありますよ。
お友だちと一緒に遊ぶ中で簡単なルールを知り親子で楽しく遊びましょう。
お子さんへの関わり方、子育てのちょっとした疑問や悩みを気軽に聞いてください。
パパ、ママ同士の情報交換も楽しみましょう。

日時 1月23日、2月20日、3月20日　いずれも月曜日　10:30～11:30

日時

会場
子どもセンターまあち
（町田市中町1-31-22）

2歳～5歳のお子さんと保護者

30組（当日先着順）

無料

申込 当日先着順となります。直接まあちへお越しください。

問合せ
042-710-2747
（町田地域子育て相談センター）

食事と言葉のつながり
主催

忠生地域
子育て相談センター
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対象

定員

費用

定員

費用

問合せ
042-710-2747
（町田地域子育て相談センター）

0歳～就学前のお子さんと保護者、妊婦

15組（申込順）

無料

申込

1月25日（水）から電話で、町田地域子育て相談センター（042-710-2747）へ。
※受付時間　10：00～18：00　子どもセンター休館日（火曜日）を除く
申込みについては町田市民の方を優先させて頂きます。
定員を超えてお申込みがあった場合はキャンセル待ちとなります。

日々子育てする中で生じるお子さんの健康やおくすり等、ちょっとした疑問を薬剤師に聞いてみませんか。
お子さんは保護者のそばで遊びながら過ごします。

日時 2月2日（木）　10:30～11:30

会場
子どもセンターまあち
（町田市中町1-31-22）

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

親と子のまなびのひろば「スマイルきしゃポッポ」
主催

町田市
生涯学習センター

対象
市内在住の0・1歳児（2歳になった月の末日
まで）とお母さん／妊娠中の方

お薬相談
主催

町田地域
子育て相談センター

2月1日（水）9：00から、電話で生涯学習セ
ンター（042-728-0071）へ。

問合せ
042-728-0071
（町田市生涯学習センター）

生涯学習センターで学んだママ達が運営するきしゃポッポです。
リズム遊び、手あそびなど、親子で楽しい時間を過ごしませんか。お母さん同士で、子育て情報交換もしましょ
う！

日時 2月16日（木）　10：00～12：00

会場
町田市生涯学習センター 6階 保育室
（町田市原町田6-8-1）

各回親子9組（申込順）

無料

申込

子育て中のママたちが

楽しいひろばを企画しています。

企画・運営：「スマイルママ」
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対象

定員

費用

対象

定員

費用

問合せ
042-710-2752／FAX 042-710-2753
（南地域子育て相談センター）

0歳から5歳のお子さんと保護者

なし

無料

申込
不要。
直接現地へお越しください。

無料

申込
1月25日（水）から電話で、堺地域子育て相談センター（042-770-7446）へ。
または、直接お越しいただきお申し込みください。
※受付時間　10：00～18：00　休館日（火曜日・祝日の翌日）を除く

問合せ
042-770-7446
（堺地域子育て相談センター）

2月16日（木）　10：30～11：30

会場 子どもセンターぱお　（町田市相原町2025-2）

卒乳を考えている未就学児の保護者

10名程度（申込順）

日時

会場
つくし野ながぐつ児童公園
（町田市つくし野4-31）

公園で遊ぼう「つくし野ながぐつ児童公園」
主催

南地域
子育て相談センター

つくし野ながぐつ児童公園で、ボールやフラフープなど体をたくさん動かして遊びましょう。動きやすい服装でお
越しください。
会の後半には体操や絵本等のお集まりがあります。初めての方も気軽に遊びに来てください。赤ちゃんもベ
ビーカーで参加できますよ。
レジャーシート、飲み物を持参してください。

日時
3月8日（水）　10：00～11：00
※雨天中止（午前9時に判断します）

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

卒乳講座
主催

堺地域
子育て相談センター

保健師と栄養士による講座です。
卒乳の方法や進め方、卒乳後の栄養面について等、気になることや心配なことを聞いてみませんか。
お子さんには保育があります。
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定員

対象

定員

費用

コロナ禍で企業のDX化への動きが加速する中、企業のデジタル化を推進する人材（DX人材）の育成が急務
だといわれてます。しかし、欧米諸国に比べDXへの理解と実践が十分でないのが現状です.。この講座では、
近い将来デジタル化を推進する人材となるべき大学生を対象に、DXの現状や基礎的な考え方の講義とデジ
タル技術を活用し課題を解決するための思考法の演習を行います。

日時 3月11日（土）14：00～18：00
【講師】
　神奈川県立相原高等学校　学事情報グループ教
  諭（商業科）/情報学博士　増山　一光　氏

【申込先】
 ＊郵送　〒252-0307 相模原市南区文京2-1-1
 ＊FAX　042-703-8536

※相模原市産業・雇用対策課・サガツクナビ共催
※受講申込書は、ホームページからダウンロード、
　 または、町田市・相模原市の公共施設で配布し
 　ています。（1月末頃から配布予定)詳しくはお問
　 い合わせください。

※受講の際はマスク着用をお願いいたします。

ユニコムプラザさがみはら（相模原市南区相
模大野3-3-2bono相模大野）

大学生

30名（抽選）

無料

申込

2月15日（水）までに郵送またはFAXで、受
講申込書をさがまちコンソーシアム事務局
へ。
※ウェブ申込も可（https://sagamachi.jp/
　 manabi/consuniv/index.html）
※申込締切までに定員に達しない場合は、
　 引き続き申込みを受付けます。

042-747-9038
メール　info@sagamachi.jp
（さがまちコンソーシアム事務局（相模原・町
田大学地域コンソーシアム））

問合せ

会場
町田市民フォーラム 3・4階
（町田市原町田4-9-8）

企画による

さがまち
コンソーシアム

暮らし　～Ｌiving～ 《その他》

第23回まちだ男女平等フェスティバル
主催

第23回まちだ男女平等
フェスティバル実行委員

会

会場

申込

１月11日（水）～1月30日（月）に、電話で町
田市イベントダイヤル（042-724-5656）
へ。
※受付時間　7：00～19：00
　 初日のみ12：00から
※町田市のイベント申込システム「イベシス」
　 での申込も可
（保育申込みは、1月23日（月）まで。）
※直接会場で受付するイベントもあります。

問合せ
042-723-2908／FAX　042-723-2946
（町田市男女平等推進センター）

費用
無料
※講座によって資料代を頂くものがあります。

【さがまちカレッジ特別講座】
DX（デジタルトランスフォーメーション）を知ろう！

～これからのＤＸ推進に向けて

主催

市民と行政のパートナーシップのもとに男女平等参画社会を実現していくため、毎年「まちだ男女平等フェス
ティバル」を開催しています。2022年度は「ジェンダー平等で一人ひとりがその人らしく生きるまちだ」をテーマ
とし、講演会、講座等さまざまな企画を実施します。詳細は、町田市ホームページからご確認ください。（1/1
公開予定）

日時
2月4日（土）　9：45～16：00
2月5日（日）　10：00～16：00
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定員

費用

暮らし　～Ｌiving～ 《その他》

SDGs講演会「『安けりゃいい』はもう古い⁉
～何を基準に買ったらいいの？～」

主催

町田市
消費生活センター

世界が取り組む目標であるSDGsは、私たちひとりひとりの取組の積み重ねで達成を目指すものです。そして、
私たち消費者の行動によって社会を変えていくことができます。
法政大学大学院政策創造研究科准教授で公益財団法人消費者教育支援センター理事・首席主任研究員
の柿野成美さんが、消費者の商品選択に焦点を当てて実例をあげながらわかりやすく解説し、ＳＤＧｓに取り
組むためのヒントを知ることができます。
当日は、講演のほか、会場との質疑応答や来場者どうしでの簡単なワークショップの時間もあります。

日時
3月12日（日）　　13：00～15：00
（受付開始12：30）

会場
町田市民フォーラム3階ホール
（町田市原町田4-9-8）

188名（申込順）

無料

申込
詳細及び申し込み方法は、広報まちだまた
は町田市ホームページに、2月上旬までに掲
載予定です。

問合せ
042-725-8805
（町田市消費生活センター）

町田市生涯学習センターでは、知的障がいのある市内在住で18歳以上の方の学習

活動を支援するため、障がい者青年学級を実施しています。活動は月2回・土曜日ま

たは日曜日に実施し、日々の生活や仕事のことを語り合い、楽器演奏・演劇・スポー

ツ・工作などの創作活動を通して仲間づくりを行っています。

学級には、学生から社会人まで幅広い層のボランティアスタッフの方がいます。総

勢約200名の大所帯の学級は、いつもにぎやかです。

一緒に活動に参加してみませんか。見学も随時受け付けています。

★ 詳しくは、生涯学習センター「青年学級」担当まで ★

TEL 042-728-0071

町田市生涯学習センターでは、知的障がいのある市内在住で18歳以上の方の学習

活動を支援するため、障がい者青年学級を実施しています。活動は月2回・土曜日ま

たは日曜日に実施し、日々の生活や仕事のことを語り合い、楽器演奏・演劇・スポー

ツ・工作などの創作活動を通して仲間づくりを行っています。

学級には、学生から社会人まで幅広い層のボランティアスタッフの方がいます。総

勢約200名の大所帯の学級は、いつもにぎやかです。

一緒に活動に参加してみませんか。見学も随時受け付けています。

★ 詳しくは、生涯学習センター「青年学級」担当まで ★

TEL 042-728-0071

講師 柿野成美さん

消費生活センター
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