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催し・講座催し・講座
さがまちカレッジ
講 座 参 加 者 募 集

【ビデオでデッサン～自分と他人の
眼
まな

差
ざ

しを交え、街を感じてみよう】
　街でビデオ撮影を行い、その映像
を鑑賞し、感想を話し合うワークシ
ョップです（ビデオカメラの貸し出
し有り）。
対高校生以上の方（撮影経験不問）
日１月２８日㈯午前１０時３０分～午後
４時３０分
場町田市生涯学習センター
講東京造形大学映画専攻准教授・高
橋直治氏、同大学非常勤講師・橋爪慧
氏、同大学非常勤講師・川部良太氏
定８人（申し込み順）
費１５００円
【日本画の材料に親しむ～小作品を
作ってみましょう】
対高校生以上の方
日２月１１日㈷、１２日㈰、いずれも午
後１時３０分～４時３０分、全２回
場町田市生涯学習センター
内絵巻の一場面を写し取り、岩絵の
具や箔

はく

などの日本画材料を使って、
小作品を作る初心者向けの講座
講女子美術大学非常勤講師・木村み
な氏
定１２人（申し込み順）
費６０００円（材料費含む）
【ミュージカルの心理劇Ⅱ～より深
い楽しみ方を求めて】
日２月１４日～３月１４日の毎週火曜
日、午後１時３０分～３時（２月２８日の
み午前１０時３０分～正午）、全５回
場相模女子大学（相模原市）

内ミュージカル作品を取り上げ、映
像も参照しながら、その内容を掘り
下げる
講相模女子大学メディア情報学科教
授・田畑雅英氏
定５０人（申し込み順）
費３０００円

◇
申講座案内チラシ（生涯学習センタ
ー、各市民センター、各市立図書館等
で配布）裏面の受講申込書に記入し、
郵送またはＦＡＸでさがまちコンソ
ーシアム事務局へ（同コンソーシア
ムホームページで申し込みも可）。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
大地沢青少年センター
春の七草寄せ植え作り
対市内在住、在勤、在学の方（中学生
以下は保護者同伴）
日１２月２３日㈷、午前１０時～正午、午
後２時～４時（雨天実施）
場同センター
講木育・森林インストラクター　遠
藤正氏
定各１５人（申し込み順）
費１人５００円
申１２月１５日午前９時から電話で同
センター（☎７８２・３８００）へ。
※ＪＲ横浜線相原駅西口～同センタ
ー間の無料送迎バスを運行します。
相原駅西口発午前９時３０分と午後１
時３０分、同センター発午後０時１５分
と午後４時１５分の予定です。

中 央 図 書 館
【市立図書館講演会～教材としての
昔話にみる民具】
日１月１５日㈰午後２時開演
場中央図書館

内市立博物館で開催する「昔話の道
具－むかしむかしにあったとさ－」
展（２月１２日まで開催）の内容と、明
治期以降の教科書に採用された昔話
に登場する民具の解説
定１１７人（申し込み順）
申１２月２０日正午～１月１０日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１６１２２０Ａ）へ（申し込みは４人まで）。
【展示会作品募集】
　５月から同館４・５階展示コーナー
で展示する作品を募集します。
対絵、写真等で展示可能な作品が２２
点以上ある、市立図書館の利用登録
要件に該当する方、またはその方を
代表とする団体
申申込用紙（各市立図書館に有り、応
募は１人〔１団体〕１件のみ）に記入し、
作品の写真１枚以上（サービス判で
可、返却はしません）を添えて、１月
３１日まで（必着）に直接または郵送
で同館４階カウンターへ（結果は２月
中に通知）。

◇
問同館☎７２８・８２２０
冬休みは図書館へ行こう！

忠生図書館冬休みイベント
　いずれも直接会場へおいで下さい。
【ブックトーク】
対小学校低学年以上の方
日１２月２０日㈫午後３時～３時３０分
場同館おはなしのへや
内テーマに沿った、本の紹介
【大人も楽しめる紙芝居】
日１月６日㈮午前１１時～正午
場同館多目的室

内町田かみしばいサークル「ふわふ
わ座」による紙芝居公演

◇
問同館☎７９２・３４５０

町 田 市 民 文 学 館
【２歳児あつまれ！「お正月」をあそ
ぼ！】
　直接会場へおいで下さい。
対２歳児とその保護者
日１２月２２日㈭午前１０時３０分～１１
時３０分
場同館２階大会議室
内絵本・紙芝居、わらべうた遊び
【ことばらんどでお正月！】
対①③中学生以上の方②小学生④小
学生以上の方
日①１月７日㈯午後２時～４時②１月８
日㈰午前１０時～正午③１月８日㈰午
後１時３０分～３時３０分④１月９日㈷
午後２時～４時３０分
場同館
内①百人一首カルタ会（１人参加も
歓迎）②初めての人の百人一首カル
タ会③はじめての短歌創作教室～参
加者による実作と発表④新年を寿

ことほ

ぐ
！はじめてのお能体験教室
講①町田かささぎ会代表・児玉文子
氏②③歌人・天野慶氏④シテ方金春
流能楽師・井上貴覚氏
定①１６人②２５人③１５人④小・中学
生８人、高校生以上７人（いずれも申
し込み順）

◇
申１２月１５日午前９時から直接また
は電話で同館へ。
問同館☎７３９・３４２０

市民の広場

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

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

第７回富澤先生となかまたち展 １２月１５日㈭～１８日㈰ 齊藤☎０８０・２２６８・２４１６
第４回「絵を描く天使たち」展 １２月２４日㈯～２５日㈰ 矢野☎０４２・３１２・４５１１

●かおり会ダンスパーティー／１２
月２０日、１月２４日、３０日午後１時／
健康福祉会館４階講習室／５００円／
赤堀☎７２５・５３７８／リボン有お一
人でもどうぞ
●太極拳　拳　初心者の方もお気軽
にどうぞ／１２月２３日㊗午前９時３０
分～正午／わくわくプラザ町田講習
室／無料／三木☎７２２・０５６７／随
時見学可
●サルビアダンスパーティー（ミキ
シング有）／１月５日、２月２日午後１
時２０分～４時／鶴川市民センターホ
ール／５００円／高瀬☎７３４・１８４８
／お気軽においで下さい！！
●「探鳥会」野鳥観察、冬鳥を探そう
！／１月８日、２月１２日午前９時３０分
から／かしの木山自然公園／無料／
かしの木山野鳥クラブ高畠☎７２７・
６０３０／中央広場集合、雨天中止

　市民の広場は、毎月１５日号に掲載しています。申込用紙・掲載ルールは、広
報課（市庁舎４階）で配布しています（町田市ホームページでダウンロードも可）。
市HP 検索市民の広場
【申込期間】掲載希望号の前月１日～２０日
【抽選】２０件を超える場合、申込締切日の翌開庁日に抽選します。
【申込間隔】前回の掲載から６か月経過後以降に受け付けます。
※活動内容の申し込みや確認、トラブルの解決は、当事者間でお願いします。
※市民サークルの情報は、施設案内予約システムのホームページや各施設の利
用端末からもご覧いただけます。

●いきいき薬膳「薬膳でいつまでも
若々しく」／１月１２日㊍午前１０時～
正午／生涯学習センター／２２００円
／藤田☎７２４・９７２９／町田栄養士
薬膳研究会
●真向法：若さを保つ股関節柔軟体
操でロコモ予防！！／１月１２日㊍午
後２時～４時／町田市民フォーラム３
階／５００円／長野☎０９０・４２０２・
３４６０／真向法と貯筋で健康長寿！！
●社交ダンスパーティ　あんず／１
月１９日午後１時／健康福祉会館４階
講 習 室 ／５００円 ／ 小 川 ☎０９０・
２７４４・９５８５／リボン有　お待ちし
てます
●腹式呼吸と大声で脳活性化・健康
で詩吟を楽しむ／１月２０日、２７日㊎
午前１０時～正午／成瀬コミュニテ
ィセンター／無料／鈴木☎７２６・
５５７５／声の衰え気になる方は是非

●子育て応援生活講座　住まいとお
金を整えよう！／１月２０日㊎午前
１０時～正午／和光大学ポプリホー
ル鶴川／８００円／鈴木真佐世☎７３４
・３９６４／託児有　要予約
●サークル“モア”主催　新春ダンス
パーティ－／１月２１日午後１時３０分
～４時／木曽山崎コミュニティセン
ター／５００円／福田みどり☎０９０・
６１７４・１４９０／お一人で歓迎、お気
軽に

●オペラ歌手と一緒に歌う歌声喫茶
・シングハピネス／１月２４日㊋午後
２時から／生涯学習センター７階／
１０００円／堤幸子☎７７０・３０７２　予
約不要／どなたでもお気軽にどうぞ
●そば打ち体験をして試食します　
初めての方歓迎／１月２９日㊐午前
１０時～午後１時／町田市民フォーラ
ム調理室／８００円／じゃおクラブ玉
木☎０８０・１２８４・２４２９／おやじク
ラブ、要電話申込

●男性料理教室クック・マスターズ
／毎月第２㊌午前９時～午後３時／町
田市民フォーラム３階／入会１０００円
・月１０００円／橋本☎返７２５・９５０７
／会社リタイア組男性の会
●～ドイツ語・ビッテ～歌も歌いま
す／毎月第１・３㊍午後１時から／町
田市民フォーラム他／入会１０００円
・月１０００円／吉岡☎７９７・６４８８／
ＮＨＫテキストを使用
●たかんな句会　俳句は一生の友／
毎月第３㊋午後１時から／わくわく
プラザ町田／入会無料・月１０００円
／鈴木☎０８０・５０８９・６６９０／初心
者も経験者も大歓迎
●モダンとラテンでストレッチ・唱
歌／月３回㊎午前１０時～午後０時１５
分／生涯学習センタープレイルーム
他／入会無料・月１５００円／グリー
ンスリーブ・山口☎７２５・９８０６／中
高年女性初心者歓迎

●桜台太極拳クラブ　初心者の方ど
うぞ／毎週㊌午後１時３０分～３時３０
分／忠生市民センター／入会無料・
月１５００円／髙橋☎７９７・８４８８／土
曜日コースもあります
●６０歳以上の混声合唱　アルモニ
ー／月２回㊎午後２時～４時／生涯学
習センター他／入会無料・月１５００
円／原☎７９９・３４９２／初心者歓迎、
楽しく歌を
●アカペラを楽しむ会２０１６年度下
期講座／月２回㊋午後１時３０分～３時
１０分／鶴川いちょう会館／入会５００
円・月２８００円／大嶋眞之助☎７３５・
３０８６／混声合唱・見学☎申込歓迎
●ギター・ウクレレソロ弾き愛好会
／月１回㊋午後１時～３時３０分／鶴
川市民センター／入会１０００円・月
３００円／スターダスト・カラサキ☎
７３４・４７２７／ソロ弾き入門教室も
併設


