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市民の広場

●「第3回鶴川朗読会」つるの会主催
の朗読会です／11月27日㊐午後2
時～3時50分／和光大学ポプリホー
ル鶴川／無料／橋本英子☎736・
0455／お気軽においで下さい
●健康増進ストレス解消と声の衰え
に効果大の吟詠／12月3日、10日午
後7時～9時／成瀬コミュニティセ
ンター／無料／宮崎☎723・3701
／初心者歓迎
●アロハタウン　フラ発表会／12
月4日㊐午後2時から／町田市民フ
ォーラム3階／無料／ククイ・谷☎
080・5405・0649

●学童保育ってどんなところ？～学
童保育学習会／12月11日㊐午前10
時～正午／町田市民フォーラム和室
／100円／実行委員会・白井☎080
・3000・5737／子ども同伴可
●リズム＆ハーモニーX'masダンス
パーティー／12月18日㊐午後1時
10分～4時／健康福祉会館4階／
500円／井上☎090・2532・6494
／ど迫力音響　お一人様歓迎
●おしゃれなクリスマスフラワーア
レンジメント／12月20日㊋午前10
時～正午／成瀬コミュニティセンタ
ー／3000円／小林☎090・4009・
4398／締切は11月24日㊍です
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●恩田川清掃／毎月第1㊍午前10時
から／恩田川坂下橋そば／入会無料
・月無料／エコネット町田・松尾☎
721・8687／ゴム長靴持参
●男の料理キッチン21／毎月第2㊊
午前11時～午後2時／町田市民フォ
ーラム／入会1000円・月1500円／
徳弘☎090・4417・9162／60歳代
歓迎
●英会話ガーベラ／毎週㊍午後1時
30分～3時30分／生涯学習センタ
ー／入会無料・月3000円／ガーベ
ラ☎812・0193　要電話午後7時～
／赤毛のアンリスニング
●文章教室　コツを講師が指導しま
す／毎月第3㊏午後1時～4時30分

／生涯学習センター／入会無料・月
2000円／文遊会・森田☎729・
0778／見学からどうぞ　要申込
●フラサークル　カレフアウラ／月
3回㊍午前10時～11時30分／生涯
学 習 セ ン タ ー 他 ／ 入 会 無 料・ 月
3000円／小林良子☎090・7219・
4270／ベーシックからしっかり
●楊名時太極拳・あずみ会／月4回
㊍午後2時～4時／小山市民センタ
ー／入会無料・月2000円／あずみ
会・近藤☎779・3676／初心者・男
女問わず歓迎！
●鶴川太極拳同好会／毎週㊎午前9
時30分～11時30分／鶴川市民セン
ター他／入会2000円・月2000円／

秋永☎736・2868／見学できます
●日本健康太極拳　町五小教室／毎
週㊋午後4時～5時／町田第五小学
校体育館／入会1000円・月2000円
／古市☎728・9275／丹田呼吸法　
初心者歓迎
●ハイキングクラブ山ぼうし／毎週
㊏㊐平日もあり／生涯学習センター
／入会1000円・月1000円／萩生田
☎724・6468／近郊の山登りを楽
しむ方
●ターゲットバードゴルフ町田市協
会／毎週㊊・㊎午前8時30分～正午
／山崎第二スポーツ広場／入会
1000円・月500円／村上三雄☎返
723・6313／初心者歓迎・健康保持
に
●昭和歌謡de楽しむ会・出前演奏者
募集／練習日第2・4㊌午後1時～4

時／野津田公民館／入会無料・月無
料／若林弘美☎734・5457（午前10
時～午後5時）／スチールギター、鍵
盤楽器
●町田混声合唱団／毎週㊎午後7時
～9時／町一中ミーティングルーム
／入会500円・月3500円／江川☎
793・2116／初心者の方もどうぞ！
●木曽囲碁クラブ／毎週㊐午後1時
～5時／木曽森野コミュニティセン
ター／入会無料・月400円／秋吉武
利☎735・8518／初心者の方もど
うぞ！
●町田写真研究会　講師は熊切圭介
先生／奇数月第4㊍午後6時から／
生涯学習センター／入会1000円・
月1500円／孫田☎793・9115／偶
数月は撮影会です

移動図書館「そよかぜ号」
問①さるびあ図書館☎722・3768②堺図書館☎774・2131

① ②

15日、
2９日㈫

10時10分 市立博物館前、10時20分 東玉川学
園1丁目児童公園→1時50分 成瀬台公園→3時
10分 玉川学園やすらぎ公園、南つくし野やなぎ
公園

10時30分 上小山田町はなみ
ずき公園→2時 小山市民セン
ター横→3時20分 小山ヶ丘小
学校前

16日、
30日㈬

10時10分 三輪中央公園、10時20分 金井中央
ふれあい公園→1時50分 山王塚公園、2時 鶴川
台緑の里公園→3時10分 金井森の丘公園、鶴川
台丘の里公園

10時30分 福音会→2時10分
武蔵岡住宅→3時20分 ゆくの
き学園前

17日㈭ 2時 本町田住宅給水塔前、鶴間三角公園→3時
10分 日向台北公園、3時20分 鶴間公園

2時 常盤団地→3時20分 都営
八幡平

18日㈮
10時20分 薬師台青空公園、藤の台住宅管理組
合前→2時 小山田桜台→3時20分 図師小学校
前、シーアイハイツ町田

10時30分 小山ヶ丘一丁目→2
時 小山観音谷戸→3時10分 小
山小学校前

21日㈪ 3時 金井関山公園

22日㈫
10時20分 境川住宅管理事務所前、成瀬熊ケ谷
戸公園→1時50分 市立総合体育館駐車場入口、
2時 四ツ木橋児童公園→3時10分 つくし野セ
ントラルパーク、三輪沢谷戸かえで公園

10時30分 小山ヶ丘こもれび
公園→2時 マイライフ尾根道
→3時20分 矢部八幡

24日㈭
1時50分 都営町田中里橋アパート、2時 小野路
公会堂→3時10分 都営山崎町アパート、薬師ヶ
丘住宅

2時20分 ヴィラ町田→3時30
分 相原中央公園

25日㈮
10時20分 木曽ほがらか公園横、10時30分 セ
ルシオヒルズすずかけ台→2時 鶴間風の子公
園、2時10分 南町田ハイタウン→3時10分 鶴
間ガーデンセシア

10時30分 町田荘→1時50分
馬場児童公園前→3時20分 小
山中央小学校前

28日㈪ 3時 ゆうき山公園

子どものイベントカレンダー
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子どもセンターただＯＮ　〒194－0035　忠生1－11－1　☎794・6722

バイオリンとわくわくおはなし会 乳幼児とその保護者 11月17日㈭午前11時～11時45分 バイオリニスト・永井由里氏の生演
奏とひろば文庫のおはなし ⇨会場へ

ひなた村　〒194－0032　本町田2863　☎722・5736

リース作り 市内在住、在学の小学2
年生～中学生 11月26日㈯午前10時～正午 自然素材のリース作り／15人（申

し込み順）／200円
T11月16日午前10時からひな
た村へ

たきびのじかん どなたでも（小学3年生
以下は保護者同伴）

12月3日、17日、いずれも土曜日午前10
時～11時30分（正午に消火、雨天中止）

たき火を囲む。焼きたい食材・アル
ミホイル・軍手持参も可 ⇨会場へ

ひなた村科学クラブ講座～よく飛ぶ！模型
のヘリコプターを作って、飛ばしてみよう!!

市内在住、在学の小学3
年生～中学生 12月23日㈷午前９時30分～正午

飛行についての学習、ヘリコプター
の制作、飛行実験　他／15人（申し
込み順）／400円

T11月16日午前10時からひな
た村へ

大地沢青少年センター　〒194－0211　相原町5307－2　☎782・3800

親子でハイキング＆リース作り 市内在住、在学の小・中学
生の親子

11月27日㈰午前10時～午後3時（相原
駅から無料送迎バスを運行） 30人（申し込み順）／1人500円

T11月16日午前９時から同セン
ターへ

親子陶芸教室 市内在住、在学の小学生
で陶芸初心者の親子

12月4日、2017年1月15日、いずれも日
曜日午前10時～午後3時、全2回（相原駅
から無料送迎バスを運行）

粘土成型から絵付けまで行う／30
人（申し込み順）／大人800円、小学
生400円

町田市民文学館　〒194－0013　原町田4－16－17　☎739・3420

子ども向け年賀状講座 小・中学生 12月4日㈰午前10時～正午 色付きのアートペーパーで年賀状
作り／18人（申し込み順）／200円 T11月15日午前９時から同館へ

子どもセンター合同事業

中高生合宿～ティーンズ企画「サンライズ
＆サンセットツアー」

市内在住、在学の中学生
～18歳の方

12月26日㈪～27日㈫、1泊2日、集合・解
散は子どもセンターまあち（悪天候時は
27日～28日に延期）／まあち、江の島・
鎌倉周辺

朝日・夕日観賞、江ノ電謎解きラリ
ー、鎌倉散策等／30人（申し込み
順）／1800円（交通費、夕食代等）
※朝・昼食代は別途各自負担

ばあん☎788・4181、つるっこ☎
708・0236、ぱお☎775・5258、
ただON☎7９4・6722、まあち☎
7９4・7360／T・⇨11月16日午
前10時30分～12月5日に各子ど
もセンターへ

おいで下さい　特定の期日に行うイベント

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集


