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催し・講座催し・講座
消費生活センター

くらしに役立つ料理教室
【国産大豆で手作り味噌】
対市内在住、在勤、在学の方
日１月２６日㈭午後１時～３時
場町田市民フォーラム
内遺伝子組み換え食品の現状と表示
について学び、味噌作りを体験
講コンシューマー技術教育研究会・
福岡ひとみ氏
定２４人（抽選）
費８００円（材料費）
申往復ハガキ（１人１枚）に、講座名・
住所・氏名・電話番号・在勤または在
学の方はその旨を明記し、１２月２６
日まで（消印有効）に同センター（〒
１９４－００１３、原町田４－９－８、町田
市民フォーラム３階）へ。保育希望者

（１歳以上の未就学児）は、保育希望
の旨と子どもの氏名・年齢（２歳以下
は月齢まで）・性別を併せて明記して
下さい。

※１月１９日までに抽選結果が届かな
い場合は、同センターへお問い合わ
せ下さい。
問同センター☎７２５・８８０５
１２月は野菜がいっぱい！ 
～直売します

ま ち ☆ ベ ジ 冬 野 菜
　いずれも直接会場へおいで下さい。

【①日曜朝市】
　認定農業者と名産品の店が参加
し、野菜や菓子等を販売します。
日１２月４日、１８日、いずれも日曜日
午前７時３０分～８時３０分

【②ＪＡ町田市青壮年部会冬野菜市】
　市内の若手農業従事者が集合し、
採れたて野菜を販売します。
日１２月９日㈮午前１０時３０分～午後
２時（売り切れ次第終了）

【③市役所まち☆ベジ市】
　認定農業者が新鮮な野菜を販売し
ます。
日１２月１９日㈪午前１１時～午後１時

（売り切れ次第終了）
◇

場①教育センター校庭②③市庁舎前
問農業振興課☎７２４・２１６６

12月1日～31日「ちょうどいい町田暮らし」　 町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます５分でわかる町田のストーリー

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

1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

2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

5日㈪ 3時 金井関山公園

6日㈫
10時20分 境川住宅管理事務所前、成瀬熊ヶ谷戸公
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

7日㈬
10時20分 鶴川さくら病院前、三輪第一住宅バス停前
→1時50分 西田橋公園、2時 南つくし野なかむら公
園→3時10分 鶴間橋児童公園、3時20分 天神原公園

10時20分 小山白山公園
→2時 小山田会館→3時10
分 谷戸クラブ

8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

9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

12日㈪ 3時 ゆうき山公園

13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

14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

国際版画美術館市民展示室
催し名 開催期間 問い合わせ先

遊彩会第5回水彩二人展 12月6日㈫～11日㈰ 茂木☎090・7283・3264

●野津田公園お楽しみファミリー駅伝大
会
対小学生以下の子どもとその家族（父母ま
たは祖父母）で構成される3～4人のチー
ム日3月18日㈯午前9時～正午（小雨実施、
雨天時は25日に延期）場市立陸上競技場
定50組（申し込み順）費1チーム4000円

（保険料込み）申募集要項（同公園に有り、
同公園ホームページでダウンロードも可）
を参照し、参加費を添えて直接同公園管理
事務所（☎736・3131）へ
●町田市フォトサロン
【２０１６年　私のこの一枚写真展作品募集】
　1月開催の本展に展示します定60人（先
着順）費300円（1人1点、Ａ4・6つ切り・ワ
イド可）申12月11日午前10時から直接同
サロン1階受付へ
【ダリア作品展～町田ダリア園に咲く鮮や
かなダリアの写真による公募展】
　直接会場へ日12月21日㈬～2017年1
月9日㈷場同サロン2階展示室

【秋の薬師池公園作品展】
　直接会場へ日12月21日㈬～2017年1
月9日㈷（12月26日、1月7日、午前10時～
11時30分に作品講評会を開催）場同サロ
ン1階展示室

◇
問同サロン☎736・8281
●町田市自然休暇村～川上スキーツアー
対市内在住、在勤、在学の方とその同行者
日1月28日㈯午前7時～29日㈰午後5時ご
ろ、1泊2日、集合は町田ターミナルプラ
ザ、解散は町田駅周辺定40人（申し込み
順、最少催行人数は35人）費中学生以上
1万8800円、小学生以下1万6800円申12
月1日午前9時から電話で自然休暇村（錆
0120・55・2838、1月17日以降の取り消
しはキャンセル料が必要）へ

●市立総合体育館�
【初心者気功教室】
対市内在住、在勤、在学の18歳以上の方日

1月12日～3月16日の木曜日、午前10時
～11時30分、全10回定50人（抽選）費
3400円
【親子ふれあい体操教室】
対市内在住、在園の4～6歳の未就学児と
その保護者日1月14日～3月25日の土曜
日（1月21日、28日を除く）、午前9時30分
～11時、全9回定30組（抽選）費4300円

◇
申往復ハガキに記入し、12月8日まで（消
印有効）に同館へ（同館ホームページで申
し込みも可）問同館☎724・3440

●サン町田旭体育館�
【親子体操教室】
対市内在住、在園の2013年1月12日～
2014年7月11日生まれの幼児とその保護
者日1月11日～3月15日の水曜日、午前
10時～11時、全10回定25組（抽選）費
4700円

【小学生体操教室】
対市内在住、在学の跳び箱・鉄棒・マット運
動が苦手な小学生日1月11日～3月15日
の水曜日、午後4時30分～6時、全10回定
30人（抽選）費1400円

◇
申往復ハガキに記入し、12月15日まで（消
印有効）に同館へ問同館☎720・0611

●市立室内プール�
～５０ｍプールにフィン専用コース
開放
　直接会場へ（フィンの無料貸し出し有
り、フィンゴーグル用シュノーケルの持ち
込み可）対中学生以上で50ｍ以上の泳力
がある方日12月2日～2017年3月19日の
月・水・金・日曜日の午前9時～午後9時（休
館日を除く）費施設利用料問同プール☎
792・7761

●町田市民文学館～クリスマスおたのし
み会
対5歳～小学生とその保護者日12月23日
㈷午前10時30分～11時30分場同館内リ
ズムに合わせた言葉遊びや朗読、クリスマ
スソングの合唱講リトミック講師・定成淡
紅子氏定80人（申し込み順）申12月1日午
前9時から電話で同館（☎739・3420）へ。
●小学生のための国際理解体験～遊びな
がら世界の国を知ろう！
　世界の貿易の仕組みを、ゲームをしなが
ら楽しく学ぼう。スタンプラリーや国旗づ
くりもあるよ！対小学4～6年生日12月
26日㈪午後1時30分～4時場町田市民フ
ォーラム定20人（抽選）費300円申往復ハ
ガキに住所・氏名（ふりがな）・電話番号・学
校名・学年・保護者氏名を明記し、12月11
日まで（必着）に町田国際交流センター「小
学生の国際理解」係（〒194－0013、原町
田4－9－8、町田市民フォーラム4階）へ。
※申し込み、内容に関することは同センタ
ー（☎722・4260）へ。問文化振興課☎724
・2184
●ひなた村
【①たきび　あそび　よろこび～焼き芋】
対市内在住、在学の小学3～6年生日12月
10日㈯午後1時～4時内森に入って薪

たきぎ

集
め、たき火体験、ゲーム定20人（申し込み
順）費100円
【②糸のこ教室】 
対・日市内在住、在学の小学2年生～18歳
の方（小学生は保護者同伴）＝12月10日㈯
午後1時～2時30分、市内在住、在学の方＝
12月10日㈯午後3時～4時30分内電動糸
のこ盤を使ってパズル等の木のおもちゃ
作り講町田糸鋸の会定各10人（申し込み
順）費300円（糸のこ1台につき）

【③こどもおはなしフェスタ】
日12月11日㈰午前11時～午後3時30分

（午前10時30分開場）場ひなた村カリヨン
ホール・第1レクルーム内人形劇やお話の
鑑賞、あそび・工作コーナー等
【④たきびのじかん】
　小学3年生以下のお子さんは保護者同伴
でおいで下さい。日12月17日㈯午前10時
～11時30分（正午に消火、雨天中止）内た
き火を囲む（焼きたい食材・アルミホイル
・軍手持参も可）
【⑤凧

た こ

作り教室】
対市内在住、在学の小学生日12月23日㈷
午前10時～正午内凧作り、凧揚げ講まち
だ史考会定10人（申し込み順）
費200円
【⑥ひなた村で夕暮れを過ごす～イヴニン
グ・キャンプ】
対市内在住、在学の小学生とその家族日
12月23日㈷午後1時～6時30分（雨天中
止）内外遊び、かんたん野外調理、薪

たきぎ

を集め
て冬のキャンプファイア定40人（申し込
み順）費1人300円
【⑦ひなた村シアター】
日12月25日㈰午前10時30分～11時30
分場ひなた村第1レクルーム内「スノーマ
ン」「うそつきの羊飼い」「アリとキリギリ
ス」
【⑧チャレンジ大道芸】
対市内在住、在学の小学3年生～18歳の方
日12月27日㈫午前10時～正午内自分で
作った道具で皿回しに挑戦定15人（申し
込み順）費200円

◇
申①②⑤⑥⑧12月1日午前10時から電話
でひなた村へ③④⑦直接会場へ問ひなた
村☎722・5736

子どものイベントカレンダー

イベントカレンダー 詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、各施設ホームページをご覧下さい。

親子で遊びにおいでよ！子育てひろば事業
　子育てひろばは、地域の保育園等で親子同士、子ども同士の交流や情
報交換ができる場です。子育て相談も行っています。親子で遊びながら
子育ての楽しさを感じてみませんか。

　子育てひろばでの催しは、毎月２５日発
行の「子育てひろばカレンダー」でご案内
しています。各保育園や公共施設等で配
布しています。
　また、町田市ホームページでもご案内
しています。
市HP 子育てひろばカレンダー 検索

問子育て推進課☎７２４・４４６８

町田市メール配信サー
ビスで子育て情報（ほ
っとメールまちだ）を
配信中！

子育てひろばカレンダー

　詳細は、お問い合わせいただくか、町田市ホームページをご覧下さい。


