暮らし

～Ｌiving ～

《子育て》
主催

子どもの事故予防

町田地域
子育て相談センター

保健師による乳幼児の事故予防の講座です。これから起こりうる事故について事前に学び、子どもの安全な
生活環境を考えませんか。妊婦さんも事前に聞いて赤ちゃんとの生活環境を一緒に考えてみませんか。
日時
会場
対象

7月8日（金） 10:30～11:30
子どもセンターまあち（町田市中町1-31-22）
0歳のお子さんと保護者・妊婦
定員

申込

6月25日（土）から電話で、町田地域子育て相談センター（042-710-2747）へ。
または、直接子どもセンターまあちへお越しいただきお申込みください。
※受付時間 10：00～18：00 休館日(毎週火曜日)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。
※定員を超えて申込みがあった場合はキャンセル待ちとなります。

15組（申込順）

費用

無料

問合せ 042-710-2747（町田地域子育て相談センター）
主催

まめっこひろば

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
会場
対象
定員
申込
問合せ

7月11日（月）、9月12日（月） 10:30～11:30
子どもセンターまあち（町田市中町1-31-22）
1歳7か月～2歳のお子さんとその保護者(未就園の3歳から5歳も可)
30組（当日先着順）
費用 無料
当日先着順となります。直接子どもセンターまあちへお越しください。
042-710-2747（町田地域子育て相談センター）
主催

子育てサークル

エンジョイタイム

町田市
生涯学習センター

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？
日時

7月11日（月）、9月12日（月）
10：15～11：45（出入り自由）

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
定員
費用
申込

問合せ

市内在住の子育て中の方または親子、
妊婦の方
各回7組（当日先着順）
無料
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。
042-728-0071
（町田市生涯学習センター）
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⑫画像

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

暮らし

～Ｌiving ～

《子育て》
主催

親と子のまなびのひろば「きしゃポッポ」

町田市
生涯学習センター

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

7月12日、19日、8月23日、
9月13日、20日、27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）

対象
定員
費用
申込

問合せ

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7組（申込順）
無料

⑫画像

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。指定
の期間から参加日を選び、生涯学習セン
ターに電話でお申込みください。
042-728-0071
（町田市生涯学習センター）
主催

親と子のまなびのひろば「パパと一緒にきしゃポッポ」

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
会場
対象
定員

7月17日、8月28日、9月18日
いずれも日曜日 14：00～16：00
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
お父さん
各回7組（申込順）
費用 無料

生涯学習センターに電話でお申込みください。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。
問合せ 042-728-0071（町田市生涯学習センター）
申込
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暮らし

～Ｌiving ～

《子育て》
主催

ゆりっこひろば

南地域
子育て相談センター

金森保育園のあそびの会が、成瀬台にあるゆりの木会館に出張します！おままごとや車など、好きなおもちゃ
をみつけて遊びましょう。体操やお話などのお楽しみがあります。親子で楽しい時間を過ごしてくださいね。
※葬儀などにより、急に中止になることがありますのでご了承ください
①7月21日、②8月25日、③9月15日 いずれも木曜日 10：00～11：00
成瀬台ゆりの木会館（成瀬台3-9-5）
0歳～5歳のお子さんとその保護者
定員 8名程度（申込順）
費用 無料
①6月27日（月）、②7月25日（月）、③８月25日（木）から電話で、南地域子育て相談センター
申込
（042-710-2752）へ。※受付時間 月～金曜日 9：00～17：00（祝日は除く）
問合せ 042-710-2752（南地域子育て相談センター）
日時
会場
対象

主催

わくわくフライデー

南地域
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
…などなど。お子さんのことで気になっている方、悩んでいる方、一緒に遊びましょう！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。
ご都合の良い時間にお越しください。
①7月22日、②8月26日、③9月30日 いずれも金曜日 10：00～11：30
金森保育園（町田市金森東1-12-16）
0歳から5歳のお子さんとその保護者
定員 5名程度（申込順）
費用 無料
①6月27日（月）、②7月25日（月）、③８月25日（木）から電話で、南地域子育て相談センター
申込
（042-710-2752）へ。※受付時間 月～金曜日 9：00～17：00（祝日は除く）
問合せ 042-710-2752（南地域子育て相談センター）
日時
会場
対象

町田市
生涯学

『団体･サークル情報』 はインターネットでも見られます♪
生涯学習センター内に設置している「団体･サークル情報一覧表」は、
「まちだ施設案内予約システム」ホームページの「団体･サークル紹介」ボタンからも
閲覧することが可能です。ぜひ、ご活用ください！
★インターネット検索
検索

まちだ施設案内予約システム
町田市施設に団体登録していて
お仲間の募集をしている
団体・サークル情報を
見ることができますよ♪

▲「まちだ施設案内予約システム」 トップページ
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暮らし

～Ｌiving ～

《子育て》

【さがまちカレッジこども体験講座】
進化ってなんだ！？～頭蓋骨ペーパークラフトを作ってたしかめよう～

主催
さがまち
コンソーシアム

驚きと発見！ヒトと類人猿の違いを楽しく学ぼう！ヒト、チンパンジー、ゴリラ、オランウータン、みんな同じサル
の仲間ですが、頭蓋骨の形はぜんぜん違います。どうして同じサルの仲間なのに頭蓋骨の形が違うのでしょう
か？頭蓋骨のペーパークラフトを自分たちで作ってその謎に迫ります！！！
日時
会場
対象
定員
費用

申込

7月27日（水） 13：30～15：30
麻布大学
（相模原市中央区淵野辺1-17-71）
小学2年生～6年生とその保護者
15組30名（抽選）
2,000円（材料費込）
7月3日（日）までに、さがまちコンソーシアム
ホームページ（（https://sagamachi.jp/
manabi/consuniv/index.html））にある申込
フォームにて申込みください。
※郵送またはFAXでの申込も可（受講申込
書をさがまちコンソーシアム事務局へご送
付ください）
※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。

【講師】
麻布大学 生命・環境科学部
准教授 島津 德人 氏
【申込先】
＊郵送 〒252-0307 相模原市南区文京2-1-1
＊FAX 042-703-8536
※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。
※受講の際はマスク着用をお願いいたします。

042-747-9038
メール info@sagamachi.jp
問合せ
（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））

『生涯学習NAVI 好き！学び！』 は
町田市ホームページでも読むことができます！
①町田市のホームページへアクセスし、
トップページを表示します。
「文化・スポーツ」をクリックをします。

②「生涯学習」の項目から
「情報誌「生涯学習NAVI 好き！学び！」」を
クリックします。

クリック

町田市ホームページアドレスはこちら

クリック

httpｓ://www.city.machida.tokyo.jp/
ぜひアクセスを！

③ご覧になりたい号の記事を
読むことができます。
＊ぜひアクセスしてください♪
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暮らし

～Ｌiving ～

《子育て》

【さがまちカレッジこども体験講座】
親子で遊ぼう！バルーンバグパイプでリズム遊び

主催
さがまち
コンソーシアム

音楽と造形とダンスを合わせたような新しい形のワークショップを親子で体験してみませんか。素材を使った体
の解放として、巨大なバルーンや特殊な布で自在に遊びます。その後、体全体を使って鳴らす楽器『バルー
ンバグパイプ』を作ります。作り方はとても簡単です。できあがったらバルーンバグパイプの中に空気を入れて
音を出します。一緒に参加するミュージシャンと音楽を演奏してみましょう。子どもたちは踊っているような、つ
くっているような、演奏しているような不思議な体験を楽しめることでしょう！
日時
会場
対象
定員
費用

申込

8月1日（月） 10：00～11：30
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）
3歳児（年少）～小学3年生とその保護者
10組20名（抽選）
※対象年齢のご兄弟は1組（保護者1人に
つき2人まで）として参加可能

【講師】
東京造形大学 造形学部 教授 石賀 直之 氏
ピアニスト 松田 光弘 氏
【申込先】
＊郵送 〒252-0307 相模原市南区文京2-1-1
＊FAX 042-703-8536

※受講申込書は、ホームページからダウンロード、
2,500円（材料費込）
または、町田市・相模原市の公共施設で配布
7月3日（日）までに、さがまちコンソーシアム
しています。
ホームページ（（https://sagamachi.jp/
※受講の際はマスク着用をお願いいたします。
manabi/consuniv/index.html））にある申込
フォームにて申込みください。
※郵送またはFAXでの申込も可（受講申込
書をさがまちコンソーシアム事務局へご送
付ください）
※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
問合せ
（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））

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
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
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
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。
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
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。
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。
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 ★
★ 詳しくは、生涯学習センター「青年学級」担当まで
★
TEL
042-728-0071
TEL 042-728-0071
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暮らし

～Ｌiving ～

《子育て》
主催

【さがまちカレッジこども体験講座】
手づくりおもちゃワークショップ
～身近な素材から独楽・凧をつくってみよう～

さがまち
コンソーシアム

身近な材料、新聞紙やCDを利用して、伝統玩具の凧とコマを親子でつくります。新聞紙でつくる凧は驚くほど
よくあがりますし、CDでつくるコマも小さいお子さんが触っただけでも回ります。伝承遊びは、世代を超えて一緒
にできるので、世代間の交流を図ることができます。昔ながらの素朴な手づくりおもちゃの面白さに引き込まれ
ることでしょう。
日時
会場
対象
定員
費用

申込

8月6日（土） 10：00～12：30
和泉短期大学 アリーナ
（相模原市中央区青葉2-2-1）
年中～小学3年生とその保護者
15組30名（抽選）
2,000円（材料費込）
7月3日（日）までに、さがまちコンソーシアム
ホームページ（（https://sagamachi.jp/
manabi/consuniv/index.html））にある申込
フォームにて申込みください。
※郵送またはFAXでの申込も可（受講申込
書をさがまちコンソーシアム事務局へご送
付ください）
※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。

【講師】
和泉短期大学 児童福祉学科
准教授 久保 小枝子 氏
【申込先】
＊郵送 〒252-0307 相模原市南区文京2-1-1
＊FAX 042-703-8536
※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。
※受講の際はマスク着用をお願いいたします。

042-747-9038
メール info@sagamachi.jp
問合せ
（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））

自分を守る力をつけよう！
ＣＡＰプログラム体験教室

主催
町田市
男女平等推進センター

子どもがいじめ、誘拐、性暴力など危険な目に遭ったときに、自分を守るための方法を学ぶワークショップを行
います。また、大人の役割や対応の方法について学ぶ大人向けの講座も開催します。お子さん向けのワーク
ショップと、大人向けの講座は隣同士のお部屋で行います。講座が終わった後に、ぜひお子さんと身のまわり
のことを話し合ってみてください。
日時

8月13日（土） 10：00～12：00

会場

町田市民フォーラム
（町田市原町田4-9-8）

対象
定員
費用

申込

小学4～6年生の子ども、保護者等（大人の
方）のペア
15組（申込順）
無料
7月5日（火）正午～8月4日（木）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（イベントコード 220705A)

042-723-2908
URL https://www.city.machida.tokyo.jp/
問合せ
kurashi/community/danjo/index.html
（町田市男女平等推進センター）
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暮らし

～Ｌiving ～

《子育て》

【さがまちカレッジこども体験講座】
絵のなかのどうぶつたちが教えてくれる絵心
～色やかたちの自由さと“どうぶつらしさ”～

主催
さがまち
コンソーシアム

みなさんは、ネコの絵をサッと描くことができますか？頭と胴体とがまとまっていて立体感があって動き出しそう
なネコの絵を？ネコを描くには"ネコらしさ"をつかまねばならないのですが、さあ、その"ネコらしさ"ってどんなも
のでしょうか？この講座では、その"らしさ"をテーマに、どうぶつたちのゆたかな絵の世界を学びます。お子さ
んと一緒に"らしさ"をつかみながらも自由に描ける絵心を育んでみませんか？途中、女子美術大学の隣にあ
る相模原麻溝公園のふれあい動物広場で実物の動物を観察します。
日時
会場
対象
定員
費用

申込

【講師】
女子美術大学 芸術学部
非常勤講師 内野 博子氏
【申込先】
＊郵送 〒252-0307 相模原市南区文京2-1-1
＊FAX 042-703-8536

8月19日（金） 10：00～14：30
（昼食休憩あり）

女子美術大学 相模原キャンパス
（相模原市南区麻溝台1900）
小学生とその保護者
12組24人（抽選）
※受講申込書は、ホームページからダウンロード、
3,000円（教材費含む）
または、町田市・相模原市の公共施設で配布して
7月3日（日）までに、さがまちコンソーシアム
います。
ホームページ（（https://sagamachi.jp/
※受講の際はマスク着用をお願いいたします。
manabi/consuniv/index.html））にある申込
フォームにて申込みください。
※郵送またはFAXでの申込も可（受講申込
書をさがまちコンソーシアム事務局へご送
付ください）
※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
問合せ
（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））

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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暮らし

～Ｌiving ～

《子育て》

【こども体験講座・学生講師プログラム】
楽しく環境を学ぼうin鶴見川～川で学ぶ身近な自然～

主催
さがまち
コンソーシアム

大学生が講座の企画・運営・講師を務めます。大学生と一緒に、楽しく鶴見川の環境について勉強してみま
せんか。鶴見川は身近な川であり、様々な魚や生き物が住んでいます。鶴見川大正橋下をクリーンアップしな
がら生き物を採取して、どんな生き物がいるのか観察します。子どもも大人も川の中に入りますので、当日は、
着替え・タオル等をお持ちください。天候により川に入れない場合は、会場に小さな「移動水族館」を用意し
て、生き物を観察したり、鶴見川の魅力などの解説をします。
日時

8月20日（土） 10：00～12：30

会場

鶴見川 大正橋付近（町田市能ヶ谷 小田
急線鶴川駅から徒歩約5分）
川に入れない場合：和光大学ポプリホール
鶴川（町田市能ヶ谷1-2-1）

対象
定員
費用

申込

【講師】
和光大学 環境保全活動グループ
かわ道楽のみなさん
【申込先】
＊郵送 〒252-0307 相模原市南区文京2-1-1
＊FAX 042-703-8536

小学生と保護者
※受講申込書は、ホームページからダウンロード、
10組20名（抽選）
または、町田市・相模原市の公共施設で配布して
1,200円
います。
7月3日（日）までに、さがまちコンソーシアム ※受講の際はマスク着用をお願いしていますが、川
ホームページ（（https://sagamachi.jp/
に入る時など適宜マスクを外す時間があります。
manabi/consuniv/index.html））にある申込
フォームにて申込みください。
※郵送またはFAXでの申込も可（受講申込
書をさがまちコンソーシアム事務局へご送
付ください）
※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
問合せ
（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））
主催

虫歯予防講座

忠生地域
子育て相談センター

親子で参加できるあそびの会（さんさんひろば）の中で、虫歯予防のミニ講座を行います。予防の知識や歯み
がきの仕方を歯科衛生士から聞きましょう。感染症対策のため、参加者全員の事前検温と、大人の方はマス
クの着用をお願いします。
2022年8月26日（金） 10：00～11：00（さんさんひろば内のおおむね30分）
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）
さんさんひろばに参加の0歳～5歳のお子さんとその保護者
8組（申込順）
費用 無料
7月25日（月）から電話で、忠生地域子育て相談センター（042-789-7545）へ。
申込 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・祝日は除く）
問合せ 042-789-7545／FAX 042-792-6081（忠生地域子育て相談センター）
日時
会場
対象
定員
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暮らし

～Ｌiving ～

《子育て》
主催

【さがまちカレッジ学生講師プログラム（こども体験講座）】
相模川の石を砕いて絵具を作ろう

さがまち
コンソーシアム

大学院生が講座の企画・運営・講師を務め、午前中は中学生以上の方、午後はこども体験講座として親子
対象に行います。大学院生と一緒に日本画の世界にふれてみませんか！身の回りには様々な色材にあふれ
ています。みなさんは「日本画」を見たことはありますか。日本画は、岩絵具という鉱石を砕いた絵具を使って
描かれています。その中でも古くから顔料として扱われてきた石に着目しました。相模川から採取した石を砕
いたり削ったりして絵具を作り、いろいろな紙に自由に絵を描いてみましょう。
日時
会場
対象
定員
費用

申込

【講師】
女子美術大学大学院
日本画研究領域有志のみなさん

①8月27日（土） 10：30～12：30
②8月27日（土） 14：00～16：00
（②については、こども体験講座）

女子美術大学 相模原キャンパス
【申込先】
（相模原市南区麻溝台1900）
＊郵送 〒252-0307 相模原市南区文京2-1-1
＊FAX 042-703-8536
①中学生以上
②年中～小学生とその保護者
※受講申込書は、ホームページからダウンロード、
①15名（抽選）②12組24名（抽選）
または、町田市・相模原市の公共施設で配布して
各2,200円（材料費含む）
います。
①8月1日（月）、②7月3日（日）までに、さが ※受講の際はマスク着用をお願いいたします。
まちコンソーシアムホームページ（（https://
sagamachi.jp/manabi/consuniv/index.html
））にある申込フォームにて申込みください。
※郵送またはFAXでの申込も可（受講申込
書をさがまちコンソーシアム事務局へご送
付ください）
※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
問合せ
（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））
主催

親子リズム

町田地域
子育て相談センター

親子で音楽に合わせて体を動かしたり、楽器に触れて遊んだりして楽しみませんか。お父さんの参加も大歓迎
です。
日時
会場
対象

8月29日（月） 10:30～11:30
子どもセンターまあち（町田市中町1-31-22）
1歳半～3歳のお子さんとその保護者
定員

申込

7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。
または、直接子どもセンターまあちへお越しいただきお申込みください。
※受付時間 10：00～18：00 休館日(毎週火曜日と祝日の翌日)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。
※定員を超えて申込みがあった場合はキャンセル待ちとなります。

問合せ 042-710-2747（町田地域子育て相談センター）
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20組（申込順）

費用

無料

暮らし

～Ｌiving ～

《子育て》
主催

おしゃべりひろば

南地域
子育て相談センター

育児の情報交換やおしゃべりをしてリフレッシュしましょう。今回のテーマは「40代ママ」です。40代で出産した
ママ、40代のプレママで集まりましょう。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、子育ての楽
しさや悩み不安等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お役立てください。お子さんは近
くで遊んですごします。
日時
会場
対象
定員

8月31日（水） 10：00～11：00
金森保育園（町田市金森東1-12-16）
40代で出産したお母さんと0歳～5歳のお子さん、40代の妊婦
7組程度（申込順）
費用 無料

申込

7月25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（祝日は除く）

問合せ 042-710-2752（南地域子育て相談センター）
主催

のづたランド(虫歯予防講座）

鶴川地域
子育て相談センター

虫歯予防講座を行います。歯科衛生士による乳児の発達段階に応じた歯みがきの話があります。虫歯予防
や歯磨きの必要性について学びましょう。
9月15日（木） 10：30～11：30
野津田公民館（町田市野津田町７７８－１）
0歳～5歳までのお子さんとその保護者
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
申込不要。直接会場にお越しください。
申込
※駐車場10台あり
042-734-3699（鶴川地域子育て相談センター）
問合せ
※受付時間 10：00～18：00 休館日(毎週火曜日と祝日の翌日)を除く
日時
会場
対象
定員
費用
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暮らし

～Ｌiving ～

《子育て》
主催

親子のコミュニケーション（父親講座）

町田地域
子育て相談センター

カウンセラー植野美也子氏によるお父さん向けの講座です。お父さん一人でも、ご夫婦でもどうぞ。子どもとの
関わりを深めるためのポイントを学びあい、お子さんのハートをぐっとつかみましょう。お子さんには保育がありま
す。（参加される保護者以外にお子さんをみる人がいない場合に限ります）
日時
会場
対象

9月17日（土） 10:30～12:00
町田市民文学館ことばらんど（町田市原町田4-16-17）
0歳～3歳のお子さんとその保護者
定員 8組（申込順）

申込

8月25日（木）から電話で、町田地域子育て相談センター（042-710-2747）へ。
または、直接子どもセンターまあちへお越しいただきお申込みください。
※受付時間 10：00～18：00 休館日(毎週火曜日)を除く
※申込については、①～③の条件の方が優先となります。
①町田市民 ②今年度町田地域子育て相談センターの保育付き講座を初めて受講される方
③植野美也子氏の講座を初めて受講される方
※定員を超えて申込みがあった場合はキャンセル待ちとなります。

費用

無料

問合せ 042-710-2747（町田地域子育て相談センター）
主催

パパとあそぼう

堺地域子育て相談セン
ター・子どもセンターぱ
お・WAAAO

親子でふれあい遊びや体を使ってたくさん遊びましょう。パパ同士の情報交換や交流もできますよ。
日時
会場
対象

9月19日（月・祝） 10：00～11：30
小山市民センター（町田市小山町2507-1）
未就学児とそのお父さん

申込

8月25日（木）から電話で、子どもセンターぱお（042-775-5258）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 10：00～21：00 休館日（毎週火曜日）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。
※定員を超えて申込みがあった場合はキャンセル待ちとなります。

問合せ 042-770-7446（堺地域子育て相談センター）
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定員

20組（申込順）

費用

無料

暮らし

～Ｌiving～ 《その他》
主催

ちょっと茶の湯を楽しみませんか(親子編）

まちライブラリー＠
南町田グランベリーパーク

お抹茶のお茶をのんだことはありますか?小さなお子さまでもイスに座ってお茶碗を持つことが出来れば大丈
夫です。
一緒にお点前をしながら、ゆったりした時間を楽しみましょう。
【講師】江戸千家 片川宗容
7月9日(土)、7月30日(土)、8月18日(木)
日時 いずれも11:30～12:30
※各1回ずつのイベントです。
会場

まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク
（町田市鶴間3-1-1 スヌーピーミュージアムとなり）

対象
定員

お子さんとその保護者
6名（先着順）
費用

申込

メールで、まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク
（machilibrary.minamimachidagp@gmail.com）へ。
その他、電話（042-850-5025）、または直接お越しい
ただきお申込みください。

ひとり200円

まちライブラリー＠
南町田グランベリーパーク
ホームページ

042-850-5025
問合せ メール machilibrary.minamimachidagp@gmail.com
（まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク）

主催

ちょっと茶の湯を楽しみませんか

まちライブラリー＠
南町田グランベリーパーク

一緒にお点前をしながら、ゆったりした時間を楽しみましょう。
日時

7月23日、8月27日、9月3日、9月17日
いずれも土曜日 11:30～12:30
※各1回ずつのイベントです。

会場

まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク
（町田市鶴間3-1-1 スヌーピーミュージアムとなり）

対象
定員

どなたでも参加可能
6名（先着順）

申込

メールで、まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク
（machilibrary.minamimachidagp@gmail.com）へ。
その他、電話（042-850-5025）、または直接お越しい
ただきお申込みください。

費用

【講師】江戸千家 片川宗容

200円

042-850-5025
問合せ メール machilibrary.minamimachidagp@gmail.com
（まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク）
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まちライブラリー＠
南町田グランベリーパーク
ホームページ

暮らし

～Ｌiving～ 《その他》
主催

第72回“社会を明るくする運動”町田大会

2022年度（第72回）
“社会を明るくする運動”
町田市推進委員会

第72回“社会を明るくする運動”町田大会（式典・中学生パフォーマンス）を開催します！
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催内容に変更が生じる場合があります。
日時
会場
対象
定員
費用

7月29日（金） 13：30～15：45
和光大学ポプリホール（町田市能ヶ谷1-2-1）
どなたでも参加可能
250名程度（先着） ※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、変更となる場合があります。
無料

申込

7月6日（水）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（イベントコード 220706C-A)

問合せ 042-724-2537／FAX 050-3101-0928（町田市福祉総務課 事業係）

まちだくらしフェア２０２２
～見つけよう！明日を変えるくらしのヒント～

主催
まちだくらしフェア
２０２２実行委員会

主役は消費者！より良い「くらし」を考える、消費者による年に一度のイベントです。パネル展示、講演会やイ
ベントなど、日々のくらしに直結した役立つ情報がいっぱいです！ぜひ会場に足を運んでください。

日時

会場
費用
申込

問合せ

7月29日（金）、30日（土）
10：00～16：00（入場は15：30まで）
町田市民フォーラム 3階
（町田市原町田4-9-8）
無料 ※一部、参加費が必要なイベントあり
※一部、事前申込が必要なイベントあり
※詳細は、消費生活センターだより特集号
（7月7日発行予定）、町田市ホームペー
ジ等をご覧ください。
042-725-8805
（町田市消費生活センター）

みなさまのご来場をお待ちしてい
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暮らし

～Ｌiving～ 《その他》
主催

第16回町田市市民協働フェスティバル「まちカフェ！」
実行委員会全体会議

まちカフェ！
実行委員会

まちカフェ！とは、町田市内で活動するNPO、市民活動団体、地域活動団体、ボランティアなどが実行委員
会を組織して開催する、2007年から始まったイベントです。2022年度は11月26日（土）～12月4日（日）、市
役所・市内各所及びオンラインで開催します。各団体が協働してイベント、展示、販売、コラボ企画などにチャ
レンジします。実行委員会以外にもスキルアップ講座や団体同士の交流の機会も企画しています。団体・個
人の参加どちらも歓迎です。ご関心ある方はぜひお問い合わせ&ご参加ください。

日時

会場
対象
定員
費用
申込

第2回実行委員会全体会議
9月15日（木） 18：15～19:45
※社会状況に応じてオンライン開催に変更
する場合がございます。
町田市内公共施設もしくはオンライン
※会場が決まり次第ホームページ掲載予定
町田市内のNPO・地域活動団体・個人
なし
無料
8月31日（水）までに、町田市地域活動サ
ポートオフィス（042-785-4871）へ。

042-785-4871
メール info@machida-support.or.jp
問合せ URL https://machida-support.or.jp/
（まちカフェ！事務局 町田市地域活動サ
ポートオフィス）

昨年度の実行委員会（オンライン開催）の様子

主催

介護講習会

町田市いきいき総務課・
町田市介護人材開発センター

介護の基本を学びたい方向けの講習会です。介護が初めての方にもわかりやすく、車椅子の移乗、立ち座り・
歩行の介助、コミュニケーションの取り方を実技を交えながら学びます。ご家族の介護をしている方はもちろ
ん、将来の介護に備えてご一緒に学びませんか。介護の仕事に関心のある方のご参加もお待ちしています。
日時
会場
対象
定員
費用

申込

9月25日（日） 14：00～16：30
鶴川市民センター 2階 ホール
（町田市大蔵町1981-4 ）
①家庭で介護をしている方
②介護の仕事をしてみたい方等
24名（申込順）
無料
8月15日（月）～9月5日（月）までに、電話ま
たはメールで、以下の必要事項を町田市介
護人材センターへ。
【申込必要事項】
①氏名②住所③電話番号
※受付時間
月～金曜日 9：00～17：00(祝日は除く)
※同センターホームページの申込フォーム
からも申込み可。

介護講習会の様子

042-860-6480
メール info@machida-kjkc.jp
問合せ
URL https://machida-kaigo.org/（町田市介護人材開発センター）
※ホームページにアクセスする際は、Internet Explorer以外のブラウザをご使用ください。
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