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1724ー 3440スス ポポ ーー ツツ 振振 興興 公公 社社
対象・費用会　場日　程事業名

市内在住・在学いずれか
の小学４年生～６年生
無料　要申込み

陸上競技場１２／２（日）
９：００～１６：００

第３５回
こどもマラソン大会

市内在住・在園いずれかの４歳
～６歳の未就学児とその保護者
有料　要申込み

総合体育館
①１０／６～１２／２２の土曜日（全１０回）
②１／１２～３／２２の土曜日（全９回）
９：３０～１１：００

親子ふれあい
体操教室

市内在住・在学いずれか
の小学４年生～６年生
有料　要申込み

サン町田旭体育館１／１２～３／２２の土曜日
（全１０回）　９：３０～１１：３０

小学生バスケット
ボール教室

市内在住の２歳半～
３歳の幼児と保護者
有料　要申込み

①総合体育館
②サン町田旭体育館

①１／１０～３／１３の木曜日
②１／９～３／１２の水曜日
（全１０回）　１０：００～１１：００

親子体操教室

市内在住の２歳半～
３歳の幼児と保護者
有料　要申込み

ひなた村１／１１～３／２１の金曜日
（全９回）　１０：００～１１：００地区親子体操教室

市内在住・在学いず
れかの小学生
有料　要申込み

①総合体育館
②サン町田旭体育館

①１／１７～３／２７の木曜日
②１／１８～３／２１の金曜日
（全１０回）　１６：３０～１８：００

小学生球技教室

市内在住・在園いずれか
の５歳～６歳の未就学児
有料　要申込み

①総合体育館
②サン町田旭体育館

①１／１７～３／２７の木曜日
②１／１６～３／１９の水曜日
（全１０回）　１５：１５～１６：１５

わんぱく体操教室

市内在住・在学いず
れかの小学生
有料　要申込み

①総合体育館
②サン町田旭体育館

①１／２２～３／２５の火曜日
②１／１６～３／１９の水曜日
（全１０回）　１６：３０～１８：００

小学生体操教室

市内在住・在園いず
れかの４歳の幼児　
有料　要申込み

①総合体育館
②サン町田旭体育館

①１／２２～３／２５の火曜日
②１／１８～３／２１の金曜日
（全１０回）　１５：１５～１６：１５

ちびっこ体操教室

1726－2771／2889国国 際際 版版 画画 美美 術術 館館
対象・費用内　容日　程事業名

展　

覧　

会

一　　般　４００円
大・高生　２００円
６５歳以上　２００円

色鮮やかな版画を作りたい！本展ではそんな努力
のあとを、ヨーロッパの版画を中心にたどりま
す。筆で色を塗った１５世紀の古い木版画から多色
刷りの解剖図や植物図譜まで、あっと驚くカラフ
ル・ワールド！小・中学生にも楽しめます。

８／１１（土）
～９／３０（日）

カラフル・ワールド！
版画と色彩展

一　　般　８００円
大・高生　６００円
６５歳以上　４００円

単純な原理の木版画ですが、様々な国や時代に、
千変万化の表現をうみだしてきました。古今東西
の名作２００点を展示し、「日本と西洋」という視
点から表現の違いと相互の影響を考えます。

１０／６（土）
～１１／２５（日）

木版画東西対決
－仏教版画から
現代まで－

無料

日本全国の美術大学、教育系大学、専
門学校の学生による版画展。恒例のチ
ャリティー版画販売は大人気です。

１２／１（土）
～１２／１６（日）

第３２回
全国大学版画展

２００６年度後半から本年度前半にかけ
て新たに収蔵された作品のなかから
主要な作品を展示します。

１／５（土）
～２／１７（日）

Present for You
－新収蔵作品展

子どもたちが日ごろ学校で学習した美術、
図画工作、書写の意欲あふれる作品展で
す。ご家族そろってお出かけ下さい。

１／１１（金）
～２／１７（日）

第２１回　町田市公
立小中学校作品展

一般
材料費　１８，０００円
要申込み

繊細で深みのある表現が特徴の銅
版画を学びます。基礎的な技術の
習得と併せ、「物語性をもった作
品」を作ることを目指します。

１０／１２～１２
／２１の金曜
日（全１０回）

創作講座　銅版画

実
技
講
座
※

一般
材料費　１，２００円
要申込み

銅板上に鉄筆で絵を描くドライポ
イント技法で作品を作ります。１０／２３（火）

銅版画１日教室
第６回

小学生
材料費　３００円
要申込み

創作活動を通じて、美術と美
術館に親しむ講座です。

１１／１７（土）、
３／１５（土）

子ども講座
第２回・第３回

一般
材料費　４，８００円
要申込み

多色刷りの木版画で手作りの
年賀状に挑戦します。　

１１／２１・２８、１２
／５の 水 曜 日
（全３回）

体験講座
木版画（年賀状）

一般
材料費　１，２００円
要申込み

下絵をお持ちいただき、版への転写・
描画・製版・印刷という工程を経て１
版単色刷りの作品を作ります。

１２／１２（水）
リトグラフ１日教室
第２回

一般
材料費　１８，０００円
要申込み

本格的なシルクスクリーンの多
色刷り版画を学びます。

１／１８～３
／２１の金曜
日（全１０回）

創作講座
シルクスクリーン

一般
材料費　１，２００円
要申込み

銅版画の代表的な技法「エッチン
グ」で小さな作品を作ります。

２／９（土）、
３／８（土）

銅版画１日教室
第７回・第８回

※講座のお問い合わせは1７２６－２８８９へ。講座関係はすべて事前の申込みが必要です。

1734ー 4508自自 由由 民民 権権 資資 料料 館館
費用内　容日　程事業名

無料

町田市域から発見された史料を中心に、明治１０
年代に多摩地域、広くは旧神奈川県域で繰り広
げられた自由民権運動を紹介しています。

休館日（月曜日、月曜
日が祝休日の場合翌火
曜日）を除く全日

常設展
「多摩の民権／町田の民権」

日中戦争当時、中国東北部における鉄道警備などの
任務にあった一人の兵士が持ち帰った戦時下中国の
写真や絵葉書などを、携行品とともに展示します。

～９／９（日）
月曜日は休館

第１回企画展
「戦線で、兵士は見た～中
国東北部の風景と人びと～」

明治１０年代前後、多摩を含む旧神奈川県域で出版
されたさまざまなメディアが、自由民権運動や地
域に生きる人びとに与えた意味をさぐります。

１０／２７（土）～１２／９（日）
月曜日は休館

第２回企画展
「民権期武相の出
版メディア」（仮）

1792ー 7761（（株株））協協栄栄ビビルルメメンンテテナナンンスス
市内在住・在学いずれか
の小学２年生～６年生
有料　要申込み

室内プール
３／２５（火）～３／２８（金）
（全４回）①１４：００～１４：５５
　　　　②１５：０５～１６：００

初心者
小学生水泳教室

※申込方法は、後日「広報まちだ」に掲載します。主に幼児から小学生を対象とした教室を掲載しました。

1739ー 3420市市民民文文学学館館ここととばばららんんどど
対象・費用内　容日　程事業名

一　　般　４００円
大 学 生　２００円
６５歳以上　２００円
２階展示室

開館一周年を記念する特別企画展。「作家遠藤周
作」誕生に大きな意味をもつフランス留学時代に焦
点をあて、その後の作家人生の軌跡を辿ります。フ
ランス留学で何を得、作品の中にいかに表現されて
いったのか―。遠藤周作の世界をご観覧下さい。

９／２９（土）～１２／１６（日）
１０：００～１７：００（入室は１６：３０
まで）休館日（毎週月曜日、
第２木曜日）

遠藤周作と
Paul Endo

－母なるものへの旅

定員　１００人
往復はがきによる申
込み（〆切９／２０）
大会議室　無料

講師：遠藤順子　作家遠藤周作を支え
共に歩んできた遠藤順子夫人に、作家
人生の大半を過ごし多くの代表作を執
筆した町田市玉川学園在住時代の遠藤
周作について語っていただきます。

１０／７（日）
１４：００～１５：３０

遠藤展関連講演会
「玉川学園時代
の遠藤周作」

定員　１００人
往復はがきによる申込
み（〆切９／２０）
大会議室　無料

講師：①加藤宗哉②山根道公③高山鉄男④今井
真理⑤金田浩一呂　作品からだけではわからな
い遠藤周作の多彩な魅力を、身近に接した５人
の講師によるリレー講座で読み解きます。

①１０／１３（土）②１１／４（日）③１１／
１０（土）④１１／１７（土）⑤１２／１（土）
（全５回）　１４：００～１５：３０

遠藤展関連講座
「遠藤周作を読み解く」

各回２０人（先着）
９／１より電話・
窓口にて申込み
１階文学サロン
茶菓代５００円

講師：二田原英二（彫刻家）・稲
井勲（写真家）　彫刻家、写真家
という独自の視点で捉えた遠藤
周作についてエピソードを交え
ながらお話いただきます。

１０／１６（火）、１１／２０（火）
１７：３０～１９：００

遠藤展関連
文学サロン
トーク

１００人（先着）
８／１より電話・
窓口にて申込み
大会議室　無料

講師：多田茂治（町田市在住作家）
町田ゆかりの作家を紹介する講演会です。
著者「戦中文学青春譜」「母への遺言　沖
縄特攻　林市蔵」の生まれた背景と自作
への思いを語っていただきます。

９／１６（日）
１４：００～１６：００

ゆかりの作家・講演会
わが文学、歴史と人間
へのまなざし

全回出席可能な方　２０人
保育（８ヶ月～就
学前児童）８名

児童文学の中に描かれる子ども
たちの姿をとおして、今を生き
る子どもたちについて考えます。

１０／５・１９、１１／２・１６
・３０の金曜日（全５回）
１０：００～１２：００
保育面接日　９／２８（金）
（保育希望の方は必ず出席）

児童文学講座
時代（とき）を刻む児童
文学ー児童文学の中に
生きる子どもたちー

※往復はがきに住所・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢・保育希望者は子どもの名前（ふりがな）・生年月日を明記。９／１５必着

詳細は「広報まちだ
１０月１１日号」に掲載
予定

文学館開館１周年を記念して、かたりやお
はなし会、紙芝居上演、笠着連句、口笛演
奏など、子どもから大人まで楽しめるイベ
ントを計画中。文学館通りを考える会によ
るパネル展示や模擬店なども予定。

１０／２７（土）夜間　サロンコンサート
１０／２８（日）１０：００～１６：００
※１０／２７夜間の施設貸出、１０
／２８施設貸出並びに資料閲
覧室の利用が出来ません。

文学館まつり
＜共催＞文学館
通りを考える会

全回出席可能な方
２０人

仕事・子育て・介護，それぞれに一段落がつい
た方々を対象に，青春時代に読んだり、読みそ
びれた小説を作家ごとに読んでいきます。

１０／１０、１１／７、１２／１２、１
／９、２／６、３／５の水曜
日（全６回）　１４：００～１６：００

もう一度文学！
「大人の目で読む日
本の名作～明治篇」 ※往復はがきに住所・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢を明記。９／１５必着

※申込みは、〒１９４－００１３、原町田４－１６－１７　市民文学館ことばらんどへ。

1728ー 8220中中 央央 図図 書書 館館
対象・費用内　容日　程事業名
①小さい子向け②大
きい子向け　無料 

本や紙芝居等の読み聞かせ
４階、おはなしのへやにて開催

毎週水曜日（第１水曜日は除く） 
①１４：００～　②１５：００～おはなし会

無料

映画鑑賞　先着順　６階、ホールにて開催毎月第１水曜日　１５：００～こどもえいがかい
映画鑑賞　先着順　６階、ホールにて開催原則毎週金曜日　１４：００～映画会
写真、絵、折り紙、ビーズ作成物等、各種展示
４階、５階、エスカレーター脇にて展示随時展示会

※おはなし会は〈さるびあ、鶴川、金森、木曽山崎、堺〉の各図書館でも行っています。
※こどもえいがかいは〈木曽山崎、堺〉の図書館でも行っています。
※日時は各図書館で異なりますので直接お問い合わせ下さい。

1728－ 0071まま ちち だだ 中中 央央 公公 民民 館館
対象・費用内　容日　程事業名

市内在住・在
勤で原則全回
参加できる方

子ども達が元気に育っていくために、
親や大人・地域が、子どもとどう関わ
り、どう行動していけばいいのかを、
みんなで考えていきましょう。

９／３０（日）、１０／１２（金）・
２８（日）、１１／１（木）・１１
（日）・２９（木）、１２／２（日）

地域市民講座
「子どもたちの健や
かな成長を願って」

※申込みは、往復はがきに住所・氏名・電話番号・保育（２歳～就学前、１０人まで）希望の方はお子さんの氏名・年齢を明記し、
９月１４日まで（必着）に、まちだ中央公民館「子どもたちの健やかな成長を願って」係（〒１９４－００１３、原町田６－８－１）へ。

対象・費用内　容日　程事業名
定員４０人　青少年とその保護者
子ども１，０００円、保護者２，０００円

初心者でも簡単に出来る作品を
作ります。　

９／２２（土）、１０／２０（土）
（全２回）　１０：００～１５：００親子陶芸教室

定員４０人　青少年とその保護者
５００円（小学生まで３００円）

ダッジオーブンを使い野外で楽
しい料理法を学びます。　

９／２９（土）
１０：００～１５：００

親子アウトド
アクッキング

定員２０人
高校生以上３００円

実際にピザを焼き、ナッツの燻製を作ることで、ピザ
窯と燻製箱の利用方法を身につけます。本講習を受け
た方はピザ窯と燻製箱の利用が可能になります。

１０／６（土）、１１／３（土）、
１／１９（土）、２／１６（土）
１０：００～１４：００

ピザ窯・ 燻 製
くん

箱利用講習会

定員４０人　小学生とその保護者
小学生１，５００円、保護者２，５００円

テントで宿泊、楽しい企画がいっ
ぱい。

１０／１３（土）～１４（日）
【１泊２日】

初めての親子
キャンプ

定員４０人　小学４年生～中学生
小学生４，０００円、中学生５，０００円

長野県の自然休暇村で６００ｍｍの
大型望遠鏡で星空を見ます。

１１／２４（土）～２５（日）
【１泊２日】星空教室

定員５０人　市内在住の親子
青少年３００円、保護者５００円

山で 蔓 を採集し、きれいなリー
つる

スを作ります。　
１２／１（土）

親子
リース作り

市内在住の方（小学３年
生以下は保護者同伴）
青少年３００円、大人５００円

自然の素材でゲームやクラフト
を作ります。

１２／８（土）、２／２（土）、
３／１（土）（全３回）

野遊び達人に
なろう

市内在住の方（小学３年
生以下は保護者同伴）
青少年３００円、大人５００円

燻製作りを初歩から学びます。１２／１５（土）、２／９（土）、
３／８（土）（全３回）けむり工房

都内在住の小・中学生（小学
３年生以下は保護者同伴）
小・中学生１，５００円、保護者２，５００円

炭焼きや椎茸の駒打ちなどを体
験します。

３／２２（土）～２３（日）
【１泊２日】

親子で楽しむ
森の恵み講座
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