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申込方法費用・持ち物内　　　　容対 象・定 員日　　　時事　業　名

電話にて
（自由来
村可）

２r の角ペットボ
トル（カブト虫飼育
希望者は２本）・お弁
当（２５日のみ）・飲物

１日目・オリジナルの虫かご、
カブト虫の飼育容器を作る。
２日目・ひなた村で昆虫の採
集と観察をする。

小中学生
（親も可）
定員なし

７月２５日（木）
１０：００～１５：００
７月２６日（金）
９：００～１２：００

チャレンジ教室
「昆虫発見」

電話にて
先着順

３００円・エプロン・
タオル・お弁当

夏休みの宿題を作ろう！
自由に自分らしい作品に
チャレンジしよう！（作
品の受取りは ８月２８日
（水）～９月１日（日））

小・中学生
（①、②２日間とも
参加できる方）
各３０人

①木曜コース・８月１日
１０：００～１５：００形成／２２
日１０：００～１２：００絵付け
②金曜コース・８月２日
１０：００～１５：００形成／２３
日１０：００～１２：００絵付け

夏休み陶芸教室

自由来村

材料代　キーホルダ
ー１３０円　コースタ
ー１６０円　しおり２００
円　小銭入６２０円　
ペンホルダー６２０円

革に刻印を打って色を付け
て仕上げます。

小学校１年生～
高校生とその親
定員なし

８月１１日（日）
１０：００～１５：００
（小銭入れやペンホル
ダーを作りたい人は午
前中に来て下さい。）

レザーで小物を
作ろう

自由来村
１日居る人はお弁
当をお持ちくださ
い。

自由に工具を使って夏休み
の工作を作ろう（板きれなど
は用意してあります）作りた
い物を考えてきて下さい。

小・中・高校生
（親も可）
定員なし

８月２８日（水）、２９日（木）
９：００～１６：００

工作トンカン
デー

自由来村材料代実費
①～⑤から１点　①豆電球を使
った電気スタンド作り②懐中
電灯作り③電気ブザー作り④
電気ベル作り⑤モーター作り

小学校１～３年生
定員なし

８月２２日（木）、２３日（金）
各日１０：００～１５：００

夏休み電気工作
教室　　　　　

電話にて
先着順

材料代実費、
お弁当

８月２８、２９日・電気と光を
使ったソーラーカー作り
８月３０日・ロボコン作り

小学校４～６年生
各２０人

８月２８日（水）、２９日（木）、
３０日（金）
各日１０：００～１５：００

夏休み電気工作
教室　　　　　

場　所内　　　　容定　員対　象日　　　時事　業　名
中央図書館
６階ホール

７月２０日 リトルパンダの冒険
８月１７日 ソフィーの世界

１１０席
当日先着順小・中・高校生７月２０日（土）  １４：００～

８月１７日（土）  １４：００～青少年映画会

中央図書館
こどもの
ひろば

子どもの本に出てくる登場人物を“こ
どものひろば”の中にかくします。そ
の場所と登場人物の名前を当てても
らう、ウォークラリー式のクイズです。

無幼児～小学生７月２０日（土）
　　　～９月１日（日）

図書館探検隊
にんきものを
さがせ

中央図書館４階
おはなしのへや

語り、絵本の読み聞かせ、紙芝居、パ
ネルシアターなどで楽しんでもらう
おはなし会です。

無幼児～小学生
７月２３日（火）～２８日（日）
小さい子むけ １１：００～
大きい子むけ １５：００～

夏休みおはなし
フェスティバル

４F児童カウンター
へ（画用紙を配布）

読んだ本の感想を絵に描いてもら
う読書感想文の絵画版です。無小学生以下募集 ７月２０日～９月１日

展示 ９月１３日～１０月９日
児童読書感想画展
「よんだことをえにしちゃお」

中央図書館（1728－ 8220） ひなた村（1722－ 5736）

申込方法費  用内　　　　容会　場定員対　象日　　　時事　業　名
電話又は窓
口にて７/１３
から受付開
始（先着順）

材料費
１人
３００円

親子で楽しい夏休みの思い
出を作ろう

ばあん
あとりえ３０人

小学生以上
とその親
（小学生のみ
の参加も可）

７月２７日（土）制作
１３：００～１５：００
８月１０日（土）釉薬
１０：００～１２：００

夏の陶芸教室

同　上
材料費
１人
１５０円

かなづちやのこぎりの使い方
を覚えながら安全に楽しく木
の箱を作ります。

ばあん
あとりえ

３０人
（各回
１０人）

小学生以上
８月１７日（土）
①１０：００～１２：００
②１３：００～１５：００
③１６：００～１８：００

夏休み工作教室
A － 木工作 －

同　上
材料費
１人
２５０円

フェルトを使った手芸工作。か
わいいポシェットを作ります。

ばあん
あとりえ

３０人
（各回
１５人）

小学生以上
８月１８日（日）
①１０：００～１２：００
②１４：００～１６：００

夏休み工作教室
B－ 手芸工作 －

直接会場へ無料親子体操・ゲーム・工作・おはなしひなた村カリ
ヨンホール無乳幼児と

その保護者
７月２６日（金）
１１：００～１２：００Wai Wai キッズ

大地沢青少年センター（1782－ 3800）

子どもセンターばあん（1788－ 4181）

申込方法費  用内　　　　容定 員対  象日　　　時事  業  名

事前に
電話を

無料
４・５・６日　自由研究の相談
２８日　研究まとめの相談日

４０人
市内在住
・在学の
小学生

８月４日（日）・５日（月）
・６日（火）・２８日（水）
各日１０：００～１５：００

夏休み自由
研究相談室

電話に
よる
先着順

３５００円

７月２７日（土）１０：００から健康福祉会館４階
講習室で保護者説明会（当日参加費も徴収）
キャンプ当日は、大地沢青少年センター 
←→堺市民センター間の送迎有り

４０人

市内在住・
在学の
小学校
５・６年生

７月３１日（水） １０：００
～８月２日（金） １１：００

夏の子ども
キャンプ
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夏季収蔵品展�
東京家政学院大学 生活文化博物館�

　　　日　時　　７月２２日（月）～８月３０日（金）　　９：３０～１６：３０�
　　　　  　　平日のみ（土・日・祝祭日・８／１２～１６は休館）�
 対　象　　どなたでも直接会場へお越しください。（無料）�
会　場　　東京家政学院大学　１号棟１階 生活文化博物館�

　　　　    内　容　　“博物館資料に触れてみよう！！”をテーマに、実物の資料に�
　　　　　　　     触れて、その肌触りや重量感を体験してもらいます。�

  　　 　問合せ先　　東京家政学院大学生活文化博物館�
　　　　（1７８２－９８１４）�

�

ボーイスカウト チビッコまつり�
～大地沢、こども村であそぼう！～�

　　日　時　　７月２８日（日）　１０：００～１５：００（雨天決行）　　　　�
対　象　　年長～小学校６年生と保護者　　　　　　　　　�
             （ただし、保護者同伴の場合、この限りではありません）�
内　容　　森のパン屋さん・竹とんぼ作り・クラフト・冒険遊び・・・？　�
 費　用　　参加費２００円（保険料・記念バッチ）　　　　　　 　　　�

  　　　持 ち 物　　お弁当・水筒・敷物　　　※ゲームは無料　　　　　　　�
 申込方法　　電話で大地沢青少年センター　　　　�

（1７８２－３８００）へ（１３：００～１７：００）�
当日現地受付けも可�

主催：ボーイスカウト町田地区　�
協力：大地沢青少年センター　 

※この企画のための駐車場はありません。車でのご来場はご遠慮下さい。�
※各会場とも１５分前から入場可。満席の際には入場をお断りする場合があります。�

忠生公園定例自然観察会�
日　時　　８月４日（日）　　９：３０～１１：３０�

　　　　　　　   ８月１７日（土）　　１８：３０～２０：３０　　�
対　象　　どなたでも（直接会場へ）　　　�

　  会　場　　忠生がにやら自然館　　※雨天中止�
　 　    内　容  　 ４日 『夏の花と虫』…クサギの花にはアゲ�
        　　　　　ハチョウの仲間が訪れます。キツネノカ�
        　　　　ミソリや池のトンボも観察できます。 �
        　　　　＜持ち物：筆記用具・あれば双眼鏡＞�
        　　１７日 『カラスウリの花と夜の虫』�

        　　　　　　　　…イヌコリヤナギの樹液にはクワガタ�
        　　　　などが集まり、エンマコオロギの鳴き声が聞�

        　    こえます。夕方咲き始めるカラスウリの花はレース　�
          編みのようにきれいです。＜持ち物：懐中電灯＞�

�
      問合せ先　　忠生がにやら自然館(1７９２－１３２６)�

※　駐車場が不足しています。�
  バス等をご利用下さい。�

�

中学生高校生のための介護教室�
日　時　　７月２９日（月）　　１４：００～１６：００　　�

      　　　対　象　　中学生・高校生　　　　　　　　　　　　　　　　　�
　　　　会　場　　アルファ福祉専門学校（森野２－１５－１３）　　　　　　　　　　　　　�
       　   内　容　　介護教室　介護技術指導　　　　　　　　　　　　　�
     　　　　　　　体位変換「ボディメカニクスを使ったプロの介護を学ぼう」　�
        　　　　　　車イスの操作「乗ってみて、操作して車椅子を体験する」�

  特殊浴槽等の体験、高齢者擬似体験�
  　　費　用　　無料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

　　　　　　申込方法　　７月２３日（火）までに電話で申込みを　　　　　　　　�
　　　問合せ先　　アルファ福祉専門学校�

　　　　　　　　　　　　（1７２９－１０２６）　　 　　　　　�
�

プラネタリウムと宇宙のはなし�
 ～地球のなかまの星・火星や金星にくわしくなろう～�

日　時　　８月１７日（土）　　１８：００～２０：００ �
　　 　　　対　象　　町田市内の小・中学生　１４０人 （保護者可）　　 　　�

�　 　　　　　　　　　　　 会　場　　プラネタリウム東急まちだスターホール　　　　　　　　　　　　　�
(東急まちだ店屋上）　　　　　�

 講　師　　宇宙科学研究所　今村 剛 助教授 　　　　　�
� 　　　　　　内　容　　宇宙には不思議がいっぱい！プラネタリウムで星空を楽しみ �

� 　　　　　　　　   ながら、地球のなかまの星・火星や金星の話を聞こう。　 �
　　費　用　　無料　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

　　　　　申込方法　　７月１８日（木）ＡＭ１０：００から電話または    �
� 　　　　　　　　　　　　　　　　　　直接中央図書館へ（先着順） �

� 　　　問合せ先　　中央図書館（講演会担当）�
　　　　　　　　　　　　　　（1７２８－８２２０） �

�

「触れてみよう！ 脳とロボット」�
夏休み体験学習:世界脳週間関連イベント�

 　　　　日　時　　８月８日（木）　１０：００～１６：３０　　　　�
　　　会　場　　玉川大学工学部 （案内表示をします）　�

　　※ どなたでも直接会場へお越しください。�
 　内　容　●体験コーナー（１０：００～１５：１５）　　　　�

            　・君はロボットに見つからないように動けるかな？�
           ・ロボット相撲　・脳にタッチしてみよう　他　�
●特別講演（１５：３０～１６：３０）　　　　　　　�
「脳とロボット」：養老孟司先生　　　�

　　　　　　　　（北里大学教授・玉川大学学術研究所特別研究員）　　  　　　　�
　　　　　　 問合せ先　玉川大学学術研究所（佐々木） 　　�

　　　　　（1７３９－８６６６）�
主催：玉川大学工学部、 �

　　　　玉川大学学術研究所�

夏休みボランティアスクール�
町田ボランティア・センター�

日　時　　８月６日（火）～９日（金）　１０：００～１５：００�
対　象　　小学校３年生～中学校１年生　　　　　　　�

                  　　　　（ ４日間とも参加できる方）　　　　　　　　　　　　�
定　員　　３０人（申込多数の場合は抽選）　　　　　　　�
 会　場　　町田ボランティア・センター講習室　他　　　　�

   申込方法　　往復ハガキに住所、氏名、電話番号、年齢、学年、　�
　　　　　　　　 性別を記入し、〒１９４－００１３原町田４－９－８　　　　�

　　　　　  市民フォーラム４Ｆ、町田ボランティア・センター�
　　　　 「夏休みボランティアスクール」宛　　　　�

　 （７月１９日の消印まで有効）　　　　�
　問合せ先　　町田ボランティア・センター�

　　　（1７２５－４４６５）�
�

ハイウェイみて！みて！２００２�
日　時　　８月３日（土）　　１３：００～１６：００�

   　　　対　象　　中学生以上（保護者同伴の場合小学生以下も可）�
                     会　場 　　日本道路公団　試験研究所　（直接会場へお越しください）�
                      内　容　　冬の高速道路の安全を研究する大きな冷凍室でのバナナで�

                       　　　　　    くぎ打ち体験など、研究施設を公開します。　無料　  　　　　�
                           　　　　問合せ先　  J Ｈ試験研究所総務課（1７９１－１６２１）　　　　　　　　�

                       　　　　　　　　　　　　※ 車でのご来場はご遠慮願います。　　　　　　　　　　　　�
�

『鶴見川源流クリーンアップ＆小山田緑地ウォッチング』�
（ 鶴見川源流と小山田緑地の自然に親しみ学ぶ ）�

青少年健全育成忠生第二地区委員会　企画�

日　時　　　８月１１日（日）　　　　　　　　　　　　　�
      １０：００に鶴見川源流泉ひろば集合�

対　象　　　小・中学生３０人　　　　　　　　　　　　　�
   （小学校３年生以下は保護者同伴）　�

　参加費　　　無料  （持ち物：弁当・長靴持参）　　　　　　　�
　申込方法　　　７月３１日までに小山（1７９７－３２９５）へ　　�

    協力：鶴見川源流ネットワーク�
�

　  子どものための歴史散歩�
市立博物館�

第１回　　８月２３日（金） ９：００～１３：００�
第２回　　８月２４日（土） ９：００～１３：００�
第３回　　８月２５日（日） ９：００～１５：００�
 対　象　　第１・２回は小学校４・５・６年生�

第３回は中学生�
　　　　　　　　　　　 定　員　　第１・２回は親子１組で親１人に対し子ども２人までの計１５組　　�

第３回は子どものみ２０人�
         集合・解散場所　　鶴川駅　　　　　　※　雨天中止�
    内　容　　市内三輪町の寺社と石仏を見学する。�
   費　用　　保険料実費　　　　　　　　　　　�
持ち物　　ハイキング用服装  弁当持参  　　�

　　　　　　   申込方法　　往復はがきに参加者全員の氏名・年齢・住所・電話�
        　　　　　　　　　　　 番号を記入し博物館まで（８月１０日消印まで有効）   �
　　　　　　　  問合せ先　　町田市立博物館（1７２６－１５３１／本町田３５６２）�

        　　　 　 （応募者多数の場合は抽選。�
　　　　　　　　　　詳細は８／１ 広報まちだに掲載）�

�

　　　  『下水処理場探検・�
　　　 水質測定体験・つりがね虫を観る』 会�

日　時　　７月２４日（水）　　１３：３０～１６：００　�
対　象　　市内在住・在学の小学校４～６年生　　�

　　    （保護者同席体験も可）�
　 　　会　場　　町田下水処理場（３階ホール）　　　　　　　　�

　　　　　　　　　内　容　　下水処理場の地下管廊等の見学、簡単な水質測定の体験 �
                        　　　　　　　と分析装置の見学。また、下水を浄化する微生物を観る。　 �

　　　　　　定　員　　２０人（先着順）　　　　費　用　　無料�
 　　　　  申込方法　　７月１２日（木）から電話で受付�
                               水質管理課（1７２０－１８２４）�

                               　   ※車での来場も可（駐車場有り）�
�

夏の優雅なお茶会�
          日　時　　８月４日（日）　�

                          ①１０：００～　②１０：３５～　③１１：１０～　④１１：４５～�
                          ⑤１３：３０～　⑥１４：０５～　⑦１４：４０～　⑧１５：１５～�

    対　象　　小学生以上と保護者　　　　　�
     定　員　　１回５組１０人×８回（１回２５分）　　　�
  会　場　　ひなた村（和室）　　　　　　　　　�

　　　      内　容　　子どもたちによるお茶会。参加者全員で　　　�
                　　　　和菓子を手作りし、「茶道こすもすクラブ」の　�

     お点前を頂戴します。　　  �
  参加費　　１人５０円　　　　　　　　　　　　�

                  申込方法　　ご希望の回を記入の上、往復ハガキにて申込み�
                　　　７月１８日（木）までに、ばあん（金森１７００－９）�

               必着。定員を超えた場合は抽選�
  　　　　問合せ先　　子どもセンターばあん�

     　　　　　　 （1７８８－４１８１）�
�

「夏休み子ども自然教室」�
かしの木山自然公園�

      日　時　　７月２０日（土）、２１日（日）、２７日（土）、２８日（日）�
                       　　　　　　　　　　　　　　　各回共９：３０～１５：００　　　�

対　象　　小学校３年生～中学生（各回２０人－先着順）　　　�
会　場　　かしの木山自然公園内「森の家」　　　　　　　　　�
  内　容　　７月２０日（土）　「葉っぱの図鑑」を作ろう　　　　　　　�

７月２１日（日）　鳴く虫の飼い方と容器作り　�
　　　　　　    ７月２７日（土）　水でっぽうや木の実のペンダントなどを作ろう�

 ７月２８日（日）　野鳥のブローチを作ろう   　�
費　用　　１回３００円（当日持参）　　　　　　　　　　　　　　�
持ち物　　後日ハガキでお知らせします。　　　　　　　　　�
 申込方法　　７月１２日（金）９時から電話で受付　　　�
　　　「かしの木山自然公園森の家」（1７２４－１６６０）�

  　※複数回申込み可　　　　　�
               　※駐車場はありません。　　　　�

                               　　�
�

チャレンジマッスル！！�
―体力測定―�

      日　　時　　８月６日（火）　９：００～１２：００�
　        対　　象　　市内在住・在学の小・中学生　　　�

　　　　        定　　員　　なし（参加者多数の場合、一部入場制限あり）    �
         会　　場　　市立総合体育館（メインアリーナ）　　�

　　　         内　　容　　＜体力測定＞ストラックアウト・キックターゲット　�
        　　　　　　         　　　　   サッカージグザグドリブル　　　�
                                                バスケシュートゲームなど　　�

　    ＜交 流 会＞ドッジボール�
      費　　用　　無料　　　　　　　　　　　　　　　�

　           持 ち 物　　運動できる服装と室内シューズ　　　　　　�
   申込方法　　直接会場にて（受付９：００～９：１５）�

          問合せ先　　スポーツ課　1７２４－３４４０　　　　�
        　　  ※ 成瀬総合体育館では、この他に「小中学生�
                 バドミントン教室」も実施しています。�
  　　　　 詳しくは、本日発行（７月１１日）の�

　「広報まちだ」を�
　　　　　ご覧下さい。�

企画・問合せ会場・定員上 映 作 品期日・上映
開始時間

青少年健全育成
本町田地区委員会
（1７２３－５２８１）

ひなた村「あったてんがのお」
「注文の多い料理店」他

８月７日（水）
１８：００～

忠生第四・第五
地区委員会

（1７９３－４２５０）

木曽山崎
センター

「どんぐりと山猫」
「金色のクジラ」他

８月２２日（木）
１０：００～

鶴川第三地区
委員会

（1７３５－３７００）

鶴川市民
センター

「ジャングル大帝・故郷」
「おこりじぞう」他

８月３０日（金）
１０：００～

夏休み子ども映画会

問合せ先定　員・対　象内　　　　容日　時事　業　名

自由民権資料館
（1７３４－４５０８）

※どなたでも直接会場へ
お越しください。
（入場無料）

自由民権資料館で企画・編集した『わた
しとわたしたち－人権と民権を考える』
のイラスト原画などを展示します。

７月２日（火）
～３０日（火）
水曜休館

自由民権資料館
イラスト展

「人権って何？民権って何？」

◆◇◆ 街かどギャラリー ◆◇◆申込方法会　場定 員内　　　容対  象日　時事　業　名
町田国際協会
事務局へお問
合せ下さい。

町田市民
フォーラム・
町田国際協会
講習室

２０人
程度

日本語が不自由な外国の子どもたち
のための学習会。夏休みの宿題や日
本語の勉強をマンツーマンで大学生
などボランティアがお手伝いします。

外国籍の子
どもたち及
び帰国した
児童・生徒

８月２６日（月）
～３０日（金）
の５日間

夏休み外国の
子どもたちの
学習会

国際協会（1722－ 4260）

申込方法内　　容会　場定　員対  象日　　　時事　業　名

直接
会場へ

ハガキサイズ程度の
簡単な版画の制作。
持ち帰れます。

国際版画
美術館
アトリエ

１日８０人程度
当日先着順で受付
定員になり次第終了

小学生

７月３１日（水）、８月１日（木）、
２日（金）、３日（土）
各日とも
①１０：００～１１：３０
②１３：３０～１５：３０

夏休み
子どもアトリエ開放
～プリント　　　　
　チャレンジャー～

直接
会場へ

「ミッキーマウスのバ
ンドコンサート」他
上映時間  約６０分

国際版画
美術館
講堂

先着２００人
当日先着順で受付
定員になり次第終了

幼児・
小学生
の親子

８月２２日（木）、２３日（金）
いずれも１日に２回上映
①１３：３０～１４：３０
②１５：００～１６：００

夏休み
子どもアニメ鑑賞会

国際版画美術館（1726－ 2771）

アブラゼミの羽化（上）
とカラスウリの花（下）。
忠生公園で撮影


