
対象

費用

対象

費用

日時

会場

対象 費用

問合せ

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

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「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
4月7日、14日、21日、5月5日、12日、
19日、6月2日、9日、16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歳児とお母さん／妊娠中の方 

無料

問合せ
042-728-0071
（町田市生涯学習センター）

大蔵保育園（町田市大蔵町1984）　※駐車場なし

0歳から5歳までのお子さんとその保護者 無料

042-734-3699（鶴川地域子育て相談センター）

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
4月26日、5月24日、6月28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

こあらクラブ
主催

鶴川地域
子育て相談センター

あそびのおしまいやみんなと同じことをするのが苦手、友だちとトラブルになりやすいなどで公園や保育園など
のあそび場に行きづらい方、園庭や室内で一緒にあそびませんか。悩み事の共有やお子さんとの関わり方な
どの情報交換をしましょう。2019年4月からスタートし、お部屋の設定を工夫することで集まりに参加できるよう
になり、参加者の方から成長を感じられたと好評をいただいています。今年度から、毎月開催になりました。申
し込みは不要ですので、直接会場にお越しください。（※靴を入れる袋をお持ちください。）

4月27日、5月18日、6月29日　いずれも月曜日　10：00～11：00

手遊びの様子
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日時

会場

対象 費用

問合せ

日時

会場

対象 費用

問合せ

日時

会場

対象 費用

問合せ

日時

会場

対象 費用

問合せ

成瀬台公園（町田市成瀬台3-7）

0歳から5歳のお子さんと保護者 無料

042-710-2752（南地域子育て相談センター）

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

成瀬台公園であそぼう
主催

南地域
子育て相談センター

成瀬台公園で春のミニ運動会をしましょう。体操をしたり、かけっこ等、体をたくさん動かします。親子でリフレッ
シュしてくださいね。小さなお子さんもシャボン玉等で楽しみながら外の空気を感じましょう。初めての方も気軽
に遊びに来てください。

5月8日（金）　10：00～11：00

ぴょんぴょんひろば
主催

堺地域
子育て相談センター

あそびの会に行きたいと思っていても、場に慣れにくい、大勢の中では落ち着いて遊べない等、お子さんの対
応で困っている方、一緒に遊びましょう。車や電車、おままごと、パズルなどスペースを区切って遊べるようにし
ています。（※靴を入れる袋をお持ちください。）

5月14日（木）、6月24日（水）　10：00～11：00

5月27日（水）　10：00～11：00

鶴間三角公園（町田市鶴間6-10）

こうさぎ保育園 ホール（町田市相原町792）

042-770-7446（堺地域子育て相談センター）

無料0歳から5歳の発達が気になるお子さんと保護者

0歳から5歳のお子さんと保護者 無料

042-710-2752（南地域子育て相談センター）

20代ママの会
主催

南地域
子育て相談センター

同世代のママや妊婦さん同士で、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。

5月20日（水）　10：00～11：00

金森保育園（町田市金森東1-12-16）

0歳から5歳のお子さんと20代の母親、20代の妊婦 無料

042-710-2752（南地域子育て相談センター）

鶴間三角公園で遊ぼう
主催

南地域
子育て相談センター

三角公園で春のミニ運動会をしましょう。体操をしたり、かけっこ等、体をたくさん動かします。親子でリフレッ
シュしてくださいね。小さなお子さんもシャボン玉等で楽しみながら外の空気を感じましょう。初めての方も気軽
に遊びに来てください。
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日時

会場

対象

費用

問合せ

日時

会場

対象 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）

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。

日時 4月3日、5月8日、6月5日　いずれも金曜日　14：00～16：00

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。

4名（抽選） 無料

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
※6日前頃にお電話またはハガキにて当落通知いたします。

主催

忠生地域
子育て相談センター

普段は山崎保育園で行っているあそびの会が、忠生市民センターへ出張します！いろいろなおもちゃで遊ん
だり、親子でふれあい遊びをしたり、大型絵本などを見たりして楽しみましょう。0歳から就学前までのお子さん
が対象なので、様々な年齢のお友だちと交流ができます。また、保護者同士や相談センター職員と育児の情
報交換やおしゃべりをして、憩いのひと時を過ごしてみませんか。

6月17日（水）　10：00～11：00

さんさん㏌忠生

忠生市民センター 多目的室C（町田市忠生3-14-2）

0歳から就学前までのお子さんと保護者 無料

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

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て・その他》

40代ママの会
主催

南地域
子育て相談センター

40代で出産したママと40代妊婦さんで集まりましょう。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。

6月17日（水）　10：00～11：00

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）

0歳から5歳のお子さんと40代で出産した母親、40代の妊婦

無料
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対象 定員

費用

暮らし　～Ｌiving ～ 《その他》

手軽に生ごみの減量ができるダンボールコンポストを体験して、ご自宅で生ごみの減量をしてみませんか。な
お、5月以降も講習会の開催を予定しています。町田市ホームページ、広報等でご確認ください。

春のひなた村まつり
主催

町田市子ども創造
キャンパスひなた村

ひなた村の春のおまつりです。森や広場、館内に、工作や体験、食べ物などの楽しいお店が並びます。子ども
が遊べるコーナーをたくさんご用意していますので、ぜひご家族やお友達とお越しください。駐車場には限りが
ありますので、なるべく公共交通機関でお越しください。申し込みは不要ですので、直接会場へ。

ダンボールコンポスト講習会
主催

町田市3R推進課

日時 4月23日（木）、27日（月）　14：30～16：00

申込

4月12日（日）（予定）までに、電話で町田市イベントダイヤル（042-724-5656）へ。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。
※受付時間　7：00～19：00
※町田市のイベント申込システム「イベシス」での申込も可

問合せ 042-797-0530（町田市3R推進課）

会場 町田市役所 2階 2-2会議室（町田市森野2-2-22）

無料

市内在住の方 15名（申込順）

日時 5月6日（水・振休）　11：00～15：00

会場
町田市子ども創造キャンパスひなた村
（町田市本町田2863）

費用 無料　※模擬店や工作の一部は有料

問合せ

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

定員

費用

日時

会場

対象

定員

費用

申込

暮らし　～Ｌiving ～ 《その他》

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2回目を公開講座で実施します。元最高裁判所長官の竹崎
博允氏が、「日本の司法　裁判所－国民の生活を支える基盤」をテーマにお話しします。

まちだ市民大学HATS「くらしに活きる法律」
【公開講座】日本の司法　裁判所－国民の生活を支える基盤

無料

108名（申込順）

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）

5月12日（火）　18：00～20：00

会場

申込

問合せ
042-728-0071
(町田市生涯学習センター)

4月中旬から電話で、町田市イベントダイヤ
ル（042-724-5656）へ。詳細は広報まち
だ、またはホームページをご覧ください。
※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

問合せ
045-924-5904／メール　ssd@jim.titech.ac.jp
URL　https://www.titech.ac.jp/ssd　（4月上旬オープン予定）
（東京工業大学 すずかけ台地区事務部 総務課総務グループ）

無料

原則不要。児童向け理科教室は事前申込み制（予定・詳細はホームページをご覧ください）。

東京工業大学　すずかけサイエンスデイ　2020
主催

東京工業大学
すずかけサイエンスデイ

実行委員会

地域の皆さん、高校生・大学生の皆さんとの連携を深めるために開催する、東京工業大学すずかけ台キャン
パスの一大イベントです。各研究室で行われる最先端の研究紹介や学生・卒業生による科学実験教室など
を通じて、理科や科学をより身近に感じていただけます。また、模擬店、ミニコンサート、景品がもらえるスタン
プラリー、地域の皆さんによる文化展なども実施しています。詳細は4月上旬以降、東京工業大学ホーム
ページ（問合せ欄ご参照）をご覧ください。

5月16日（土）、17日（日）　10：00～16：00

東京工業大学 すずかけ台キャンパス（横浜市緑区長津田町4259）

地域の方、理科に興味のあるお子さん、高校生・受験生、大学生、その他一般の方

卒業生による科学実験教室は、定員あり（予定・詳細はホームページをご覧ください）。

講座の様子
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会場

対象

定員

費用

日時

会場

定員 費用

暮らし　～Ｌiving ～ 《その他》

高齢運転者安全運転教室
主催

町田市市民生活安全課

市では、車を運転する65歳以上の市内在住の方を対象にした「高齢運転者安全運転教室」を開催していま
す。加齢に伴い、運転に必要な認知機能・身体機能が低下していきます。この機会にご自身の状態を把握
し、改めて安全運転について考えてみてはいかがでしょうか。ご近所や地域の皆さまでお誘い合せのうえ是非
ご参加ください。※運転免許証の更新時に受講が義務づけられている法定講習とは異なります。

24名（申込順）

申込

①4月16日（木）～4月30日（木）までに電話で、町田
市イベントダイヤル（042-724-5656）へ。
②5月19日（火）～6月2日（火）までに電話で、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

日時
①5月21日（木） ②6月18日（木）
※両日午前中に開催いたしますが、詳細は4月15日
（水）以降に町田市ホームページに掲載します。

無料

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

町田ドライヴィングスクール（町田市南大谷1-55）

65歳以上の自動車運転免許をお持ちの方

※本講座をお申込みいただくと、同日12：50～14：20（午後の部）「足下から健康を考える　～腰痛や膝痛の
　 発症原因について～」（P43）を併せて受講することができます。

桜美林大学エクステン
ションセンター

必ず来る「その時」に備え、家族は何を考えどう準備しておくべきか、遺言相続の基礎知識を、最新の法律改
正と併せてお伝えします。自身の誤解に基づく思い込みで対応してしまい、あとで後悔が残った…ということの
ないように、書面には表れない、生の具体事例を交えての内容で考えていただく構成です。

6月4日（木）　10：30～12：00（午前の部）

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）

【桜美林大学市民講座】
相続の基礎知識　～最新の法改正を踏まえて～

主催

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） 2,300円

申込

電話で以下の申込先へ。
①5月14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　土日・祝日は休み
②5月15日（金）～6月3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　日・祝日は休み
※いずれも、「桜美林大学講座番号　50001」をお伝えください。
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日時

会場

定員 費用

日時

会場

定員 費用

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）

※本講座をお申込みいただくと、同日12：50～14：20（午後の部）「アメリカのキリスト教　～多様性と分断～」
　 （P23）を併せて受講することができます。

暮らし　～Ｌiving ～ 《その他》

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） 2,300円

申込

電話で以下の申込先へ。
①5月14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　土日・祝日は休み
②5月15日（金）～6月10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　日・祝日は休み
※いずれも、「桜美林大学講座番号　50002」をお伝えください。

【桜美林大学市民講座】
大人の品格「しぐさ（思草）」は相手を思いやる心

主催

桜美林大学エクステン
ションセンター

桜美林大学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等、志望する業界で働く姿を
思い描けるプログラムを多数用意。企業と連携した実習・研修では社会人になるための心がまえやマナー等、
あらゆる側面からキャリアデザインをサポートします。この講義を通じ、桜美林大学の特色ある学びをご紹介し
ます。美しい所作やコミュニケーション力アップの極意を「江戸のいき（思草）」から学びましょう。江戸の町で円
満に共生するための「心」を形にしたコミュニケーションスキルを学び、<感性・センス>を磨きませんか?

6月11日（木）　10：30～12：00（午前の部）

【桜美林大学市民講座】
「アンガーマネージメント」入門　～怒りと上手に付き合う～

主催

桜美林大学エクステン
ションセンター

「ささいなことで、イライラしてしまうことが多い」「ムカッと来て、つい言わなくても良いことを言ってしまう」など、
自分の怒りを持てあましている人は大勢います。　アンガーマネージメントは、怒りに対する理解を深め、怒りと
うまく付き合っていくための心理トレーニング法です。怒りを否定するのではなく、鎮め、味方につけることを目
的としています。あなたも「怒りと上手に付き合うスキルの基本を学びませんか。

6月25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）

※本講座をお申込みいただくと、同日10：30～12：00（午前の部）「トルコ行進曲物語」（P18）を併せて受講
　 することができます。

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） 2,300円

申込

電話で以下の申込先へ。
①5月14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　土日・祝日は休み
②5月15日（金）～6月24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　日・祝日は休み
※いずれも、「桜美林大学講座番号　50004」をお伝えください。
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