
日時

会場

定員 費用

問合せ

歴史・国際交流 ～History ＆ International Exchange～

まちだ市民大学HATS「町田の歴史」
【公開講座】農村の変貌からたどる昭和期の町田

～農業恐慌・戦時動員・戦後復興～

主催

町田市
生涯学習センター

まちだ市民大学HATS「町田の歴史」の第8回を公開講座で開催いたします。普通選挙法と治安維持法が
1925（大正14）年に公布されました。また同年着工の小田急線が開通したのが1927（昭和2）年のことです。
希望と不安が渦巻く昭和前半期を、いまだ農村だった町田市域の村々から眺めます。

11月15日（金）　14：00～16：00

042-728-0071（町田市生涯学習センター）

町田市生涯学習センター 7階 ホール（町田市原町田6-8-1）

108名（申込順） 無料

申込

①10月15日（火）～10月16日（水）は、ウェブで町田市のイベント申込システム「イベシス」へ。
（イベントコード　191017A）
※初日のみ12：00から　最終日のみ19：00まで
②10月17日（木）～11月10日（日）は、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

★☆★ホームページも随時更新中★☆★

詳しくは

町田市生涯学習センターでは、「あなたを励まし、地域を育てる」をコンセプトに、多種

多様な分野が学べる「まちだ市民大学ＨＡＴＳ」や、60 歳以上の方を対象にした「ことぶ

き大学」、障がいのある方を対象に、音楽・スポーツなど創作活動を行っている「障がい者

青年学級」のほか、「親と子のまなびのひろば」のような家庭教育支援事業も行っています。

★ 様々な事業を展開していますので、ぜひ足を運んでみてください♪

生涯学習センターイメージキャラクター

「マナブウ」と「マニャミン」

町田市生涯学習センターでは、
さまざまな講座やイベントを展開しています！

昭和恐慌期、

鶴川村の小作争議で撒布されたチラシ

「『ふるさと真光寺』真光寺町内会（1996 年）」より
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対象

費用

日時

会場

対象 費用

問合せ

日時

会場

対象 定員

費用

問合せ

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

親と子のまなびのひろば「きしゃポッポ」
主催

町田市
生涯学習センター

乳幼児（2歳の誕生月の月末まで）のお母さんと妊娠中の方が主役の“ひろば”です。子育て中だから知りたい
こと、気になることをお母さん同士で話し合いましょう。赤ちゃんとの遊びを紹介する時間もあります。申し込み
は不要ですので、直接会場にお越しください。

日時
10月1日、8日、15日、11月5日、12日、
19日、12月3日、10日、17日
いずれも火曜日　14：00～16：00

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）

0・1歳児と保護者／妊娠中の方 

無料

問合せ
042-728-0071
（町田市生涯学習センター）

申込
9月25日（水）から電話で、忠生地域子育て相談センター（042-789-7545）へ。
※受付時間　月～金曜日　9：00～17：00（祝日は除く）
※忠生地域子育て相談センター窓口（町田市山崎1-2-14）での受付も可

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

パパも一緒に子育て！
主催

忠生地域
子育て相談センター

ファミリーサポートむくの木代表、家族支援士の植野美也子氏による講座です。子どもとの関わり方について
講話を聞きましょう。お互いの育児の悩みや子どもとの関わり方について、参加したお父さん同士で話してみま
しょう。お家でもできる簡単なふれあい遊びをお子さんと一緒に楽しみましょう。お母さんも一緒に来所すること
ができます。

10月12日（土）　10：00～11：00

山崎保育園 2階 遊戯室（町田市山崎1-2-14）　※駐車場4台有（9：50～16：00）

0歳から1歳までのお子さんとお父さん 10組

無料

子どもセンターまあち（町田市中町1-31-22）

0歳～3歳のお子さんと保護者（父親） 無料

042-710-2747（町田地域子育て相談センター）

パパと遊ぼう
主催

子どもセンターまあち・
町田地域子育て相談センター

お父さんとお子さんで身体をたくさん使った触れ合い遊びを行います。楽しい時間を過ごしましょう。申し込み
は不要ですので、直接会場へお越しください。

10月5日（土）　10：15～11：30

手遊びの様子
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日時

定員

費用

定員

費用

40名（申込順）

300円

問合せ

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

申込

9月1日（日）から電話で、子ども創造キャン
パスひなた村（042-722-5736）へ。
※受付時間　9：00～17：00
　 初日のみ10：00から
　（原則第1・第3火曜日（休館日）は除く）

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

親子でアウトドアクッキング
主催

子ども創造キャンパス
ひなた村

ひなた村でアウトドアクッキングを楽しみましょう！親子で参加いただける野外調理体験会です。毎月1回開
催。10月は「ピザ窯でピザを焼いて食べよう！」です。ドラム缶ピザ窯で焼く本格派。生地作りから、親子で楽し
く体験いただけます。

ひなた村で夕暮れを楽しむ　イブニング・キャンプ
主催

子ども創造キャンパス
ひなた村

夕暮れのひなた村をご家族と一緒に楽しむイブニング・キャンプ。参加の皆さんと楽しく遊びやゲーム、かんた
んな野外調理で軽食作り、ティー・パーティーを開きましょう。日が暮れてきたら、たき火を囲んでミニキャンプ
ファイアーを楽しみます。

10月12日（土）　13：30～18：30

会場

対象
市内在住・在学の小学生と
そのご家族・保護者

子ども創造キャンパスひなた村
炊事場、童話の森　ほか
（町田市本町田2863）

会場
子ども創造キャンパスひなた村
（町田市本町田2863）

15組（申込順）

400円

申込

9月15日（日）から電話で、子ども創造キャン
パスひなた村（042-722-5736）へ。
※受付時間　9：00～17：00
　 初日のみ10：00から
　（原則第1・第3火曜日（休館日）は除く）

問合せ

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

対象
市内在住、在学の小学3年生～中学生と
その保護者

日時 10月14日（月・祝）　9：30～12：30

たき火を囲んでミニキャンプファイアー

10月は本格ピザ体験

【11月・12月の日程】

11月10日（日） 9：30～12：30

12月15日（日） 9：30～12：30

※11月以降の内容等は順次ホームページ等にて

お知らせいたします。
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対象

費用

対象

費用

日時

会場

対象 定員

費用

問合せ

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

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

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

日時
10月18日、11月29日、12月20日
いずれも金曜日　10：00～11：00

0歳から就学前までのお子さんと保護者

町田市民フォーラム（町田市原町田4-9-8）

「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
ているお父さんのための“ひろば”です。赤ちゃんと一緒に遊んだり、簡単なおもちゃを作って楽しみませんか。
申し込みは不要ですので、直接会場にお越しください。

日時
10月20日、11月24日、12月22日
いずれも日曜日　14：00～16：00

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）

0・1歳児とお父さん

無料

問合せ
042-728-0071
（町田市生涯学習センター）

和菓子を作ってみよう
主催

町田地域
子育て相談センター

和菓子作りにチャレンジしてみませんか。作った和菓子は召し上がっていただけます。お子さんには保育があり
ます。※町田市在住の方、今年度町田地域子育て相談センターの保育付き育児講座を初めて受講される
方が優先となります。

10月24日（木）　10：00～11：00

さんさんクラブ
主催

忠生地域
子育て相談センター

保育園の広いお部屋でいろいろなおもちゃで遊びましょう。赤ちゃんが遊べるコーナーもあります。10月18日と
11月29日は在園児クラスとの交流があります。（感染症等が発生した場合は交流が中止となることがありま
す）おもちゃで遊んだ後は親子で体操などをして体を動かしましょう。誕生月のお子さんは、手形を押した誕生
カードとシールのプレゼントがあります。お誕生会をして、皆さんでお祝いしましょう。身体測定ができますのでお
気軽に声をかけてくださいね。

会場
山崎保育園 2階 遊戯室
（町田市山崎1-2-14）
※駐車場4台有（9：50～16：00）

無料

問合せ

就学前のお子さんを持つ保護者 12名（申込順）

無料

申込
9月27日（金）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　月～金曜日　9：00～17：00（祝日は除く）

042-710-2747（町田地域子育て相談センター）

自由遊びの様子
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日時

会場

対象 定員

費用

問合せ

日時

会場

対象

定員 費用

問合せ

日時

会場

対象

定員 費用

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

申込
10月18日（金）から電話で、鶴川地域子育て相談センター（042-734-3699）へ。
※受付時間　月～金曜日　9：30～17：00（祝日は除く）

042-734-3699（鶴川地域子育て相談センター）

こうさぎ保育園（町田市相原町792）

0歳のお子さんと保護者 10組（申込順）

042-770-7446（堺地域子育て相談センター）

無料

離乳食講座
主催

堺地域
子育て相談センター

離乳食のことで悩んでいませんか？町田市の栄養士から手軽に離乳食を作る方法などを学びましょう。普
段、気になっていることも気軽にご相談ください。

イヤイヤ期のお子さんについて悩んでいませんか？カウンセラーの植野美也子氏から、子どもへの関わり方や
ポイントを学びながら、参加者同士で話し合いましょう。ぜひ子育てのヒントを見つけてみてください。保育付き
の講座です。

10月25日（金）　13：30～15：00

10月29日（火）　10：00～11：00

鶴川市民センター 和室（1）（町田市大蔵町1981-4）

無料

1歳6か月から4歳までのお子さんを持つ保護者

15組（申込順）

申込
9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。
※受付時間　月～金曜日　9：00～17：00（祝日は除く）

育児講座「イヤイヤ期のしゃべり場」
主催

鶴川地域
子育て相談センター

子育て支援センター講演会
自閉症児との音楽療法から関わりのヒントを学ぶ
～「AQR：関係の質アセスメント」を使って～

主催

相模女子大学
子育て支援センター

「AQR（Assessment of the Quality of Relationship)：関係の質アセスメント」とは、関係を持つことが難しく、反
応も読みづらい自閉症児と関わる音楽療法士が用いるもので、子どもの状態を把握したり、子どもとの接し方
を客観的に見ることができるツールです。本講演ではビデオ映像を交え解説し、みなさんが自閉症児と関わる
際のヒントとなればと思います。

11月4日（月･祝）　10：00～12：00

問合せ
URL　https://forms.gle/ecKkgddXNakEsvZP6
（相模女子大学 子育て支援センター 専用フォーム）

相模女子大学 マーガレット本館 2131教室（相模原市南区文京2-1-1）

子育て中、または子育て支援に興味・関心のある方

100名（申込順） 1,000円

申込
10月28日（月）までに、ウェブで相模女子大学 子育て支援センター 専用フォーム
（https://forms.gle/ecKkgddXNakEsvZP6）へ。

【講師】
アンブロック脳神経リハビリテーション病院 音楽療法士
鈴木 クプスキー 園子 氏

専用フォームへはこちら
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日時

会場

対象 定員

費用

問合せ

日時

会場

対象 費用

問合せ

日時

会場

対象 定員

費用

問合せ 042-710-2747（町田地域子育て相談センター）

就学前のお子さんと20代の母親、20代の妊婦 無料

町田市民フォーラム（町田市原町田4-9-8）

1歳～就学前のお子さんを持つ保護者 10組（申込順）

無料

金森保育園（町田市金森東1-12-16）

042-710-2752（南地域子育て相談センター）

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

20代ママの会
主催

南地域
子育て相談センター

同世代のママ同士で、子育ての楽しさや悩み不安などをおしゃべりしませんか。ママ友作りや情報交換の場と
してもお役立てください。親子のふれあい遊びも行います。

12月4日（水）　10：00～11：00

申込
11月25日（月）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　月～金曜日　9：00～17：00（祝日は除く）

身の回りのことが自分でできる！ための関わり方
主催

町田地域
子育て相談センター

お子さんが身の回りのことを自分でできるようになるための、保護者の関わり方を学んでみましょう。子ども発達
センターの職員が、取り組みやすい方法や介助の仕方を教えてくれます。お子さんには保育があります。※町
田市在住の方、今年度町田地域子育て相談センターの保育付き育児講座を初めて受講される方が優先と
なります。

12月6日（金）　10：00～11：00

042-710-2752（南地域子育て相談センター）

無料

身近なもので思いきり遊ぼう ～パパもいっしょ～
主催

南地域
子育て相談センター

子育て中のお父さん向けの育児講座です。身近なものが子どもにとって楽しいダイナミックな遊びになることを
講師の平田幸宏氏が実践を通して教えてくれます。赤ちゃんは保育士と一緒に親子のふれあい遊びなども行
います。

11月30日（土）　10：00～11：00

10月25日（金）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（祝日は除く）

0歳～3歳のお子さんと保護者 15名（申込順）

申込

金森保育園（町田市金森東1-12-16）
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日時

会場

対象 定員

費用

問合せ

定員

費用

問合せ
0120-999-000
（ジェイコムカスタマーセンター フリーコール）

背骨コンディショニング
主催

町田地域
子育て相談センター

会場
和光大学ポプリホール鶴川 1階 サロン（町田市能ヶ谷1-2-1）
※その他別会場あり。詳細は問合せ先まで。

無料

10名（抽選）

日時

申込
各回の10日前までに電話で、ジェイコムカスタマーセンター
（0120-999-000）へ。
※受付時間　年中無休　9：00～18：00

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て・その他》

申込
11月26日（火）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　月～金曜日　9：00～17：00（祝日は除く）

042-710-2747（町田地域子育て相談センター）

背骨のゆがみを整えて、リフレッシュしませんか。肩こりや腰痛の緩和にも有効ですよ。お子さんには保育があ
ります。※町田市在住の方、今年度町田地域子育て相談センターの保育付き育児講座を初めて受講される
方が優先となります。

12月11日（水）　10：00～11：30

町田市民フォーラム（町田市原町田4-9-8）

就学前のお子さんを持つ保護者 12組（申込順）

無料

10月4日、11月1日、12月6日
いずれも金曜日　14：00～16：00

はじめてのスマートフォン・タブレット教室
会場

和光大学
ポプリホール鶴川

人気のスマートフォン・タブレットを使って電話、メールの使い方、アプリのご紹介など、ネットの楽しみ方を体験
できる講座です。ぜひスマートフォン・タブレットの便利さをご体感下さい。
※スマートフォン・タブレット端末はこちらで準備いたします。
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日時

会場

定員 費用

定員

費用

主催

町田市社会福祉協議会
町田ボランティアセンター

市内の小中学校等での福祉体験学習の子どもの学びに関わってみませんか？この講座を受講すると、小中
学校等で行なわれる福祉体験学習のボランティアがはじめられます。車いす・アイマスク体験学習をとおし
て、さまざまな人たちと共に生きることの大切さに気づき、子どもたちの心が豊かに育つようお手伝いをしてい
ます。

日時 10月10日（木）　13：30～16：00

会場
町田市民フォーラム 4階 講習室
（町田市原町田4-9-8）

20名（申込順）

550円

問合せ
042-725-4465
URL　https://www.machida-shakyo.or.jp
（町田ボランティアセンター）

暮らし　～Ｌiving ～ 《その他》

【桜美林大学市民講座】
大人の品格・冠婚葬祭のマナー

主催

桜美林大学エクステン
ションセンター

今春、新宿に移転したビジネスマネジメント学群では、ビジネス実務を模擬体験できる授業など、学生が志望
する業界で働く姿を具体的に思い描けるプログラムを多数用意しているほか、企業との連携による実習・研修
では社会人になるための心がまえやマナーなど、あらゆる側面からキャリアデザインをサポートしています。人
生や生活の節目の行事の総称である「冠婚葬祭」。根底にあるのは、命の大切さや、祖先や自然など万物に
対する感謝と畏敬の念です。本講座では日本の伝統的なしきたりを理解し、基本的な作法を確認します。

10月10日（木）　10：30～12：00（午前の部）

※本講座をお申込みいただくと、同日12：50～14：20（午後の部）「演劇の特質」（P17）を併せて
　 受講することができます。

問合せ
042-704-7075／メール　extnsn@obirin.ac.jp
URL　http：//www.obirin.ac.jp/extension/school/fuchinobe_machida/index.html
（桜美林大学エクステンションセンター）

桜美林大学町田キャンパス　荊冠堂チャペル地下小ホール（小礼拝堂）（町田市常盤町3758）

70名（申込順） 2,050円

申込

電話で以下の申込先へ。
①9月26日（木）までは、（042-710-0509）。※大学案内メールセンター
　桜美林大学オープンカレッジ申込係　受付時間　平日9：00～17：00
②9月27日（金）～10月9日（水）は、（042-704-7075）。※桜美林大学エクステンションセン
　 ター　平日9：00～17：00、土曜日9：00～16：00
※いずれも、「桜美林大学講座番号　50001」をお伝えください。

福祉体験学習ボランティア養成講座

小学校で車椅子体験授業を行っている様子
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日時

会場

定員 費用

費用

主催

町田市市民生活安全課
町田警察署

市内の中学校の生徒を対象に、自転車の交通ルール・マナーと正しい乗り方を学ぶ自転車教室を、地域の
皆様に公開して開催します。教室では、プロのスタントマンが目の前で交通事故の場面を再現します。また、
本年度の秋には以下の4校で実施します。改めて交通安全について考える希少な機会となりますので、ぜひ
ご来場ください！（なお、雨天の場合は、体育館実施や中止等の対応を取らせていただく可能性があります。
詳しくは各開催日の前日夜に町田市ホームページをご覧ください。）

日時

①10月25日（金）　13：25～15：10
②10月29日（火）　10：50～12：40
③11月5日（火）　13：30～15：00
④11月8日（金）　13：20～14：50

会場

各中学校の校庭
①町田第二中学校（町田市南大谷1327）
②つくし野中学校(町田市南つくし野2-14-2）
③鶴川中学校（町田市小野路町1905-1）
④南中学校（町田市金森3-27-1）

無料

問合せ
042-724-4003
（町田市市民生活安全課　担当：湯澤、松井）

暮らし　～Ｌiving ～ 《その他》

※本講座をお申込みいただくと、同日10：30～12：00（午前の部）「トランペットを知ろう」（P10）を
　 併せて受講することができます。

【桜美林大学市民講座】
“伝わる！”コミュニケーション力を身につけよう

主催

桜美林大学エクステン
ションセンター

コミュニケーションで重要なのは、「伝えた」より「伝わった」かどうかです。相手に伝わるように話すコツを身につ
けることで、会話力は大きく変わります。周りの人たちと良い人間関係を築ける話し方を学びませんか。

10月24日（木）　12：50～14：20（午後の部）

問合せ
042-704-7075／メール　extnsn@obirin.ac.jp
URL　http：//www.obirin.ac.jp/extension/school/fuchinobe_machida/index.html
（桜美林大学エクステンションセンター）

桜美林大学町田キャンパス　荊冠堂チャペル地下小ホール（小礼拝堂）（町田市常盤町3758）

70名（申込順） 2,050円

申込

電話で以下の申込先へ。
①9月26日（木）までは、（042-710-0509）。※大学案内メールセンター
　桜美林大学オープンカレッジ申込係　受付時間　平日9：00～17：00
②9月27日（金）～10月23日（水）は、（042-704-7075）。※桜美林大学エクステンションセン
　 ター　平日9：00～17：00、土曜日9：00～16：00
※いずれも、「桜美林大学講座番号　50003」をお伝えください。

中学校自転車教室

プロのスタントマンによる交通事故の再現

興味のある方どなたでも大歓迎です。

参加申し込みは不要ですので、

当日各中学校の校庭にお越しください。
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定員

日時

定員

費用

まちだ市民大学HATS「くらしに活きる法律」
【公開講座】オウム事件と死刑制度

主催

町田市
生涯学習センター

まちだ市民大学HATS「くらしに活きる法律」の第5回を公開講座で開催いたします。講師の森氏より受講者へ
のメッセージです。「オウムの現役信者のドキュメンタリーを撮るために施設内に入った僕は、それまでとは違う
角度でこの社会を見つめることができた。それはかつて見たことがない光景だった。メディアは何のために存在
しているのか。警察など捜査権力はどのように機能しているのか。そして市民たちはどのような影響をメディア
や行政に与えているのか。一緒に考えましょう。罪とは何か。罰とは何か。」

申込

会場
町田市生涯学習センター 7階 ホール
（町田市原町田6-8-1）

11月5日（火）　18：00～20：00

問合せ
042-728-0071
(町田市生涯学習センター)

①10月1日（火）はウェブで、町田市のイベント申込シス
テム「イベシス」へ。（イベントコード　191002J）
※受付時間　12：00～19：00
②10月2日（水）～10月28日（月）は、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

無料

108名（申込順）

暮らし　～Ｌiving ～ 《その他》

会場
健康福祉会館 4階 講習室
（町田市原町田5-8-21）

50名（申込順）

費用 330円

問合せ
042-725-4465
URL　https://www.machida-shakyo.or.jp
（町田ボランティアセンター）

日時 10月26日（土）　13：30～16：00

第２回「ここから始まるボランティア」
主催

町田市社会福祉協議会
町田ボランティアセンター

ここから始まるボランティアは、ボランティアのまちを目指して、ボランティア団体の活動紹介やステージなどで
多くの市民の方にボランティアへの関心を高めていただけるよう開催しているイベントです。これからボランティ
ア活動を始めようかな…、自分にできるかしら…、どんな活動があるの…、と気になっている方はぜひご参加く
ださい。当日は、仲間を募集しているボランティアグループが皆さんをお待ちしています。

昨年度の様子

【講師】

映画監督 森 達也 氏
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日時

会場 費用

問合せ

日時

会場

定員 費用

問合せ

日時

会場

忠生市民センター（町田市忠生3-14-2） 無料

第15回 昭和薬科大学・町田市共催市民講座
主催

昭和薬科大学・
町田市生涯学習センター

今年度は「地域医療とは、在宅医療とは」をテーマに、「地域医療での質の高い医療の提供とは」と「在宅医
療の現状」について、それぞれ講演および質疑応答を行います。

11月30日（土）　14：00～16：00

第13回市民協働フェスティバル「まちカフェ！」
主催

「まちカフェ！」実行委員会・
町田市市民協働推進課

申込

11月初旬から電話で、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
※詳細は、広報まちだまたは町田市ホームページをご覧ください。

042-724-4362
メール　mcity4080@city.machida.tokyo.jp
（町田市市民協働推進課）

入場無料（ワークショップ等で
一部費用がかかる場合があります。）

町田市役所 1階～3階（町田市森野2-2-22）

12月1日（日）　10：00～16：00

暮らし　～Ｌiving ～ 《その他》

忠生市民センターで活動している団体と地域の皆さんが日頃の成果を発表・展示します。11月16日（土）は
オープニングとして、忠生中学校コカリナクラブによるコカリナや図師郷土芸能保存会によるお囃子の演奏が
あります。2階ホールでは、合唱・太極拳・ダンス・詩吟・朗読・尺八・舞踊等の舞台発表を、1・2階の各部屋
や廊下では、パッチワークキルト・絵手紙・書道・手芸・フラワーアレンジメント等の作品展示や喫茶コーナーが
あります。皆様のお越しをお待ちしております。申込は不要ですので、直接会場へお越しください。

11月16日（土）、17日（日）　いずれも10：00～16：30

042-791-2802（忠生市民センターまつり実行委員会事務局）

第32回　忠生市民センターまつり
～未来につなぐ忠生の和・輪・WA！～

主催

忠生市民センター
まつり実行委員会

042-728-0071（町田市生涯学習センター）

費用

問合せ

町田市を中心に活躍するＮＰＯ法人、市民活動団体、町内会・自治会などの地域活動団体が数多く集まり、
交流を行う一大イベントです。さまざまな団体がワークショップや展示を行うことで活動のＰＲをします。町田で
活躍する団体を通して、町田の魅力を発見してみませんか？

町田市生涯学習センター 7階 ホール（町田市原町田6-8-1）

158名（申込順） 無料

前回の様子

【内容】

◆「地域医療での質の高い医療の提供とは」

講師：昭和薬科大学教授 宮﨑 美子 氏

◆「在宅医療の現状」

講師：兼村 俊範 氏

（へき地医療に携わられている医師の兼村俊範先生を北海道よりお招きします。） 昨年度の様子
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