
定員

費用

対象

費用

申込

日時

会場 対象

費用 申込 申込不要。直接会場にお越しください。

問合せ

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）とお母さん、妊娠中の方

申込

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。指
定の期間から参加日を選び、電話でお申し
込みください。

問合せ
042-728-0071
（町田市生涯学習センター）

無料

各回7組（申込順）

日時
4月12日、19日、26日、5月10日、17日、
24日、6月14日、21日、28日
いずれも火曜日　14：00～16：00

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

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！

主催

忠生地域
子育て相談センター

山崎保育園で行っているあそびの会を、忠生公園でも開催します。一緒に遊んだり、おしゃべりをしたりしませ
んか。公園に遊びに来た際にはお気軽にご参加ください。 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。※持ち物：親子共に飲み物、レジャーシート

日時
4月13日、5月11日、6月1日
いずれも水曜日　10：00～10：30

⑫画像

会場
忠生公園 花見の広場
（町田市忠生1-3-1）

未就学児のお子さんとその保護者

無料

申込不要。直接会場にお越しください。

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

忠生公園であそぼう！

042-734-3699（鶴川地域子育て相談センター）

無料

金井遊歩公園（町田市金井2-11-2） 未就学児のお子さんとその保護者

公園であそぼう
主催

鶴川地域
子育て相談センター

公園で一緒に身体を動かして遊びましょう。手遊びや体操を楽しむ時間もあります。10：15～11：15は職員
がいますので、お気軽に育児相談ができます。※感染予防のため、参加者全員の検温と、大人の方はマスク
の着用をお願いします。

4月14日（木）　10：30～11：00

- 21 -

-  -0123456789



日時

会場

対象 費用

申込

問合せ

定員 費用

問合せ

日時

会場

対象

定員 費用

問合せ

0歳から5歳のお子さんとその保護者

①4月22日、②5月20日、③6月24日　いずれも金曜日　10：00～11：30

対象

わくわくフライデー
主催

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。

042-710-2752（南地域子育て相談センター）

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

「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。

こあらクラブ
主催

鶴川地域
子育て相談センター

場所見知り、友だちとトラブルになる、言葉が遅い等、お子さんのことで心配なことがある方、一緒に遊びませ
んか。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職員と一緒に見つけていきましょう。※感染
予防のため、参加者全員の検温と、大人の方はマスクの着用をお願いします。

4月15日（金）　10：00～10：40

大蔵保育園（町田市大蔵町1984）

0歳から5歳のお子さんとその保護者

申込不要。直接会場にお越しください。

042-734-3699（鶴川地域子育て相談センター）

無料

申込
①3月25日（金）、②4月25日（月）、③5月25日（水）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）

日時
4月17日、5月15日、6月19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）

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） 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。

042-728-0071（町田市生涯学習センター）

金森保育園（町田市金森東1-12-16）

各回6組程度（申込順） 無料
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会場

対象

定員 費用

問合せ

会場

対象

定員 費用

問合せ

日時

会場

対象 費用

申込

問合せ

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

0歳から5歳のお子さんとその保護者

①③成瀬台ゆりの木会館（町田市成瀬台3-9-5）、②成瀬台公園（町田市成瀬台3-7）

申込
①3月25日（金）、③5月25日（水）から電話で、南地域子育て相談センター（042-710-2752）
へ。②予約不要
※受付時間　月～金曜日　9：00～17：00（祝日は除く）

ゆりっこひろば
主催

南地域
子育て相談センター

おままごとやブロックなどたくさんのおもちゃがあります。好きなおもちゃをみつけて遊びましょう。体操やお話な
どのお楽しみもあります。5月26日（木）は成瀬台公園で開催します。予約不要です。ボールやフラフープなど
体を動かしで遊びましょう。レジャーシート、飲み物をお持ちください。親子で楽しい時間を過ごしてくださいね。

042-710-2752（南地域子育て相談センター）

①③8組程度（申込順）、②定員無し 無料

0歳から5歳のお子さんとその保護者

公園であそぼう「つくし野ながぐつ児童公園」
主催

よちよちひろば

申込不要。直接会場にお越しください。

042-710-2752（南地域子育て相談センター）

南地域
子育て相談センター

ボールやフラフープなど親子一緒に身体を動かして遊びましょう！大型絵本の読み聞かせもします。親子でリ
フレッシュしてくださいね。初めての方も気軽に遊びに来てください。動きやすい服装でお越しください。レジャー
シート、飲み物をお持ちください。

5月11日（水）　10：00～11：00　※雨天中止（当日9：00に判断します）

つくし野ながぐつ児童公園（町田市つくし野4-31）

無料

主催

南地域
子育て相談センター

同じくらいの月齢のお子さんをお持ちの保護者とおしゃべりしましょう。子育てのヒントになることが見つかるかも
しれません。ふれ合い遊びなどお楽しみもあります。楽しく過ごしましょう。身体測定もできます。妊娠期の方も
赤ちゃんの様子を見ることができますので、お気軽にご参加ください。バスタオル、靴袋をお持ちください。

日時
①4月28日、②5月26日、③6月23日　いずれも木曜日　10：00～11：00
※②のみ雨天中止（当日9：00に判断します）

042-710-2752（南地域子育て相談センター）

金森保育園（町田市金森東1-12-16）

申込
①3月25日（金）、②③4月25日（月）、④⑤5月25日（水）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）

各回7組程度（申込順） 無料

9か月までのお子さんとその保護者、妊娠中の方

日時
①4月26日、②5月17日、③ 5月31日、④6月14日、⑤6月28日
いずれも火曜日　10：00～11：00
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対象

定員 費用

問合せ

対象

費用

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

21名（抽選）
保育付き：16名（5月1日時点で8か月以上
かつ未就学児）、保育無し：5名
※ お子様の同室受講不可。

定員

家庭教育支援　スマイルパーティー　親子ひろば
主催

町田市
生涯学習センター

子育て中のママが企画するひろばです。リズムあそび・手あそびなど親子で楽しい時間を過ごしましょう♪
※当日は親子で座れるレジャーシートをお持ちください。

日時
5月19日（木）
【第1部】10：30～　【第2部】11：20～
（1部と2部は同じ内容です）

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）

家庭教育支援学級　すくすくクラス
主催

町田市
生涯学習センター

「子育て中だけど何かしたいなあ」「子育てについて勉強したい」と思っている方、参加しませんか？　講師の
話を聴いたり学級生同士の子育て談義で笑顔が増えて、お友達にも“子育てのちょっといい話”を伝えたくなり
ます。わらべ歌、手遊び、絵本の読み聞かせ、パネルシアターなど一緒に学んでみませんか。
※原則2年間継続して学習します。（1年目は絵本の世界やパネルシアター、手遊び歌を学びます。2年目は
学んだことを子ども達に見てもらいましょう！自分の子育てにも役立ちます。）

日時
5月31日（火） ～（7月下旬～8月は除く）
原則隔週火曜日　10：00～正午

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　）

市内在住の子育て中の方

無料

申込

4月15日（金）から電話で、町田市生涯学習
センター（042-728-0071）へ。
※受付時間　9：00～17：00（第4月曜日を
   除く）
※詳細は、広報まちだ、またはホームページ
   をご覧ください。

問合せ
042-728-0071
（町田市生涯学習センター）

042-728-0071（町田市生涯学習センター）

市内在住の1歳半から3歳児とその保護者

各回8組（申込順） 無料

申込
5月2日（月）から電話で、生涯学習センター（042-
728-0071）へ。
※受付時間　9：00～17：00（第4月曜日を除く）

2021年度家庭教育支援学級の様子
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費用

日時

会場

対象 定員 費用 無料

問合せ

カウンセラーによる2回連続の講座です。自身の考え方の癖を知り、感情のコントロール方法を学びます。お子
さんは別室で保育します。※感染予防のため、参加者全員の検温と、大人の方はマスクの着用をお願いしま
す。

6月29日（水）、7月27日（水）　全2回　10：00～11：30

042-734-3699（鶴川地域子育て相談センター）

鶴川市民センター（町田市大蔵町1981-4）

0から5歳児をもつ保護者 12組（申込順）

申込
5月25日（水）から電話で、鶴川地域子育て相談センター（042-734-3699）へ。
10:00～18:00　（毎週火曜日・祝日の翌日・年末年始を除く）

感情のコントロール方法
主催

鶴川地域
子育て相談センター

5月6日（金）から電話で、町田市生涯学習
センター（042-728-0071）へ。
※受付時間　9：00～17：00（第4月曜日を
   除く）
※詳細は、広報まちだ、またはホームページ
   をご覧ください。

24名（申込順）
保育付き：5名（6月1日時点で8か月以上か
つ未就学児）、保育無し：19名
※ お子様の同室受講不可。

定員

問合せ

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

042-728-0071
（町田市生涯学習センター）

小学校低学年の保護者向け講座
年長から小学校低学年を乗り切るスキル講座

～イライラしない子育て術～

主催

町田市
生涯学習センター

小学校入学により生じる、様々な悩みごと・・・。同年代のお子さんを持つ方々と、情報交換したり講師からア
ンガーマネジメントや、子どもへの対応について学び、解決の糸口を探してみませんか?各回のテーマは、第1
回「スマホ・ゲームとの付き合い方」、第2回「子どもの困りごと解決法」、第3回「アンガーマネジメント」、第4回
「コミュニケーションスキルでより良い関係作り」です。

日時
6月2日、9日、16日、23日
いずれも木曜日　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
市内在住の2023年度小学校入学予定から
小学校3年生までのお子さんをもつ保護者

無料

申込

講座の様子
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日時

会場

対象 定員 費用 100円

申込

問合せ

日時

会場

対象

定員

費用

申込

8名（申込順）

卒業生による科学実験教室は定員あり（予定・詳細はWebサイトをご覧ください）。

暮らし　～Ｌiving ～ 《その他》

果物類の糖分を測ってみよう！
糖質と上手に付き合うために

主催

町田市
消費生活センター

045-924-5902／ssd@jim.titech.ac.jp
URL　https://www.titech.ac.jp/ssd/　（4月中旬オープン予定）
（東京工業大学 総務部 すずかけ台総務課 すずかけ台総務グループ）

無料

042-725-8805（町田市消費生活センター）

果物の糖分は、いくらとっても心配ないですか？町田市地域活動栄養士会の講師：原慶子さんから糖分、糖
質の基礎知識を学びましょう。果物や飲料類の糖分を測定するテストもあり、楽しく学べます。

4月27日（水）　10：00～12：00

町田市民フォーラム 3階 テスト室（町田市原町田4-9-8）

東京工業大学　すずかけサイエンスデイ　2022
(オープンキャンパス同時開催）

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。詳細は4月中旬以降、東京工業大学Webサイト（問
合せ欄ご参照）をご覧ください。※新型コロナ感染症拡大防止のため、オンライン開催になることもあります。

5月14日（土）、15日（日）　10：00～16：00

町田市在住・在勤・在学の方

※詳細は、広報まちだ、または町田市ホームページに、4月上旬までに掲載予定です。

どなたでも（地域の方、理科に興味のあるお子さん、学生等）

原則不要。児童向け理科教室は事前申込み制（予定・詳細はWebサイトをご覧ください）。

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）

問合せ

＠machida_manabi

https://twitter.com/machida_manabi

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

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

会場

対象

定員 費用

800円（材料費込）

申込
※詳細・申込み方法は、広報まちだ
　 または町田市ホームページに、
 　5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）

暮らし　～Ｌiving ～ 《その他》

介護の入門的研修
主催

町田市いきいき総務課・
町田市介護人材開発センター

介護について初歩から学べて、今後のキャリアアップにもつながる研修です。研修後に就労支援を行います。
介護の基礎となる資格を取得し、仕事をはじめてみませんか。全過程を修了された方には市長からの修了証
が発行されます。また、本研修修了者は介護の資格研修(まちいきヘルパー養成研修、介護職員初任者研
修など)が一部免除される場合があります。※最終日に就労相談会を行います。終了後も希望者は介護の仕
事へのマッチングなど継続した就労支援を受けることができます。

地球環境にやさしいみつろうラップを作ろう！
主催

町田市
消費生活センター

毎日たくさんのラップを使っていませんか？使い捨てプラスチックが地球環境にどのような影響を与えている
のかを考えてみましょう。地球環境にやさしくておしゃれなみつろうラップを作り（大・小、計2枚）、使い方のポイ
ントを学びます。

日時 5月20日（金）　10：00～12：00

会場
町田市民フォーラム 3階 テスト室
（町田市原町田4-9-8）

町田市在住、在勤、在学の方

8名（申込順）

問合せ

5月24日、31日、6月7日、14日、21日　全5回　いずれも火曜日　10：00～16：00
※5月24日（火）は10：00～16：30、6月14日（火）は10：00～15：00

日時

町田商工会議所 2階 会議（町田市原町田3-3-22　）

①介護に関心のある方　②介護の仕事をしてみたい方
無料

5月10日（火）までに、電話またはメールで下記の申込必要事項を
町田市介護人材開発センター（042-860-6480）へ。
※受付時間　月～金曜日　9：00～17：00（祝日は除く）
※町田市介護人材開発センターホームページ（https://machida-kaigo.org）の
　 申込フォームからも申込可。

申込

30名（申込順）

042-860-6480／メール　info@machida-kjkc.jp
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。

介護の入門的研修

の様子

【申込必要事項】

①氏名 ②住所

③電話番号 ④生年月日

昨年の様子講師：団野 ますみ氏
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日時

会場

対象 定員 費用 無料

申込

問合せ

日時

会場

定員 費用

問合せ 042-728-0071（町田市生涯学習センター）

5月31日（火）　14：00～16：00

町田市民フォーラム 3階 ホール（町田市原町田4-9-8）

40名（申込順） 無料

申込

5月上旬から電話で、町田市イベントダイヤル（042-724-5656）へ。
町田市イベントシステム「イベシス」での申込も可。
※受付時間　7：00～19：00　初日のみ12：00から
※詳細は広報まちだ、またはホームページをご覧ください。

まちだ市民大学HATS くらしに活きる法律講座
【公開講座】少子高齢社会における家族と相続法の課題

主催

町田市
生涯学習センター

くらしに活きる法律講座の第4回を公開講座で実施します。法律からみた家族関係に係る諸問題（相続、財
産、家族法等）を、わかりやすくお話していただきます。

暮らし　～Ｌiving ～ 《その他》

※詳細は、広報まちだ、または町田市ホームページに、4月上旬までに掲載予定です。

042-725-8805（町田市消費生活センター）

まちだの農業のことを知り、地場野菜をおいしく食べよう
主催

町田市
消費生活センター

町田で収穫できる野菜は、どのような種類があるか、ご存知ですか。誰が作って、どのように売っているので
しょう。「NPO法人たがやす」の方に実状をお聞きします。そして町田の農業のことを市の職員からも学ぶ学習
会です。（調理実習はありません）

5月27日（金）　10：00～12：00

町田市民フォーラム 4階 第2学習室A・B（町田市原町田4-9-8）

町田市在住・在勤・在学の方 20名（申込順）

【講師】

横浜国立大学 国際社会科学研究院 教授

常岡 史子 氏
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