
8 2017．1．15 電話（☎042・724・5656）やインターネットのイベント申込システム（ イベシスで検索）
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第１７回まちだ男女平等フェスティバル 詳細は「男女平等推進センターだより」（１月１１日の新聞折り込みのほか、各市民センター

催し・講座催し・講座
消 費 生 活 セ ン タ ー

【学習会～落語で笑って「悪徳商法」
撃退！】
日２月６日㈪午前１０時～正午
講落語家・立川平林氏、東京都消費者
啓発員
定４０人（申し込み順）
申１月１７日正午～２月２日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０１１７A）へ。
【くらしに役立つ料理教室～意外に
簡単！美味しいランチを減塩で】
日２月２３日㈭午前１０時３０分～午後
１時
講町田地域活動栄養士会管理栄養士
・村上律子氏
定２４人（抽選）
費５００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、２月３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。
※２月１６日までに抽選結果が届かな
い場合は、お問い合わせ下さい。

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
問同センター☎７２５・８８０５
生涯学習センター～町田市文化・国
際交流財団、鶴川ショートムービー
コンテスト実行委員会共催

私の動画編集セミナー
　これまで撮りためた未編集の映像
を編集してショートムービーをつく
ることを学ぶ講座です。
対市内在住、在勤、在学の全回参加で

きる、動画を編集できるノートパソ
コンをお持ちの方
日①２月１１日②２月２５日③３月１１
日、いずれも土曜日、①②午後２時～
８時③正午～午後４時
場和光大学ポプリホール鶴川
内①②講義と編集作業③上映会
講映画監督・高橋巌氏
定１０人（申し込み順）
申１月１５日から電話で同センター
（☎７２８・００７１）へ。
さがまちカレッジ
講 座 参 加 者 募 集
　詳細は、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）をご覧下さい（さがま
ちコンソーシアムホームページでダ
ウンロードも可）。
【①日本酒の歴史～口噛

か

み酒から清
酒の誕生まで】
日２月２３日㈭午前１０時３０分～正午
場相模女子大学（相模原市）
内酒の起源から日本酒への発展の歴
史
講相模女子大学非常勤講師・中山仁
氏
費１０００円
【②人間関係の心理学～コミュニケ
ーションを通してより良い関係につ
いて考える】
日２月２５日㈯午後１時３０分～３時
場町田市生涯学習センター
講北里大学健康管理センター講師・
大町知久氏
費７００円
【③春画を旅する～恋をめぐる江戸
文化】
対１８歳以上の女性
日２月２５日㈯午後２時～４時
場ソレイユさがみ（相模原市）
内浮世絵春画の美しさや文化史的背
景などの解説
講多摩美術大学非常勤講師・山本ゆ
かり氏
費１０００円

◇

定①③各３０人②４０人（いずれも抽選）
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、２月１日まで（必着）に郵送
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）。
※申込締切日までに定員に達しない
場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
犬と楽しく暮らすための
基 礎 講 座
対市内在住で犬を初めて飼育する方
日２月１２日㈰午後２時～３時
場町田市保健所（中町庁舎）
内犬のしつけ、飼育マナー等
講スマイルドッグクラブ
定４０人（申し込み順）
申１月２３日正午～２月５日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０１２３A）へ。
問生活衛生課☎７２２・６７２７
女性のための
再就職支援セミナー

【好感度が上がる面接の仕方と押さ
えておきたいビジネスマナー】
対再就職を考えている女性
日２月１４日㈫午前９時３０分～正午
場町田市民フォーラム
内ビジネスマナーの基本、面接のポ

イントを押さえながら、効果的なア
ピールの仕方　
講第一生命保険（株）・矢生しおり氏、
ハローワーク町田職員
定１６人（申し込み順）
申１月１６日正午～２月６日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０１１６A）へ。保育希望者（１歳６か
月以上の未就学児、申し込み順に１０
人）は併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８

市 立 図 書 館 講 演 会
【ＦＣ町田ゼルビアの地域貢献活動～
元・Ｊリーガー星大輔が語る】
日２月１９日㈰午後２時開演
場中央図書館
内ゼルビアの成り立ちや地域とのつ
ながりを重視した活動、ゼルビアが
地域に愛される理由について
※講演会後、図書館活動についての
利用者懇談会（自由参加）を開催しま
す（午後５時まで）。
講（株）ゼルビア事業部営業・ホーム
タウン推進課課長　星大輔氏
定１１７人（申し込み順）
申１月２０日正午～２月５日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０１２０A）へ（申し込みは４人まで）。
問中央図書館☎７２８・８２２０

　「文学散歩」の提唱者・野田宇太郎は、１９７３年から約
１０年間、図師町に暮らしました。彼が敬愛した森鷗外、
木下杢太郎をはじめとする、近代文学者関連資料約
２５０点を通じてその研究者人生を紹介します。
会期１月２１日㈯～３月２０日㈷
休館日毎週月曜日、毎月第２木曜日（ただし、３月２０日は開館）
観覧時間午前１０時～午後５時　※入館料は無料です。

　市では、玉川大学・和光大学の学
生とコラボレーションし、オリジ
ナルの婚姻届と出生届を作成しま
した。
　婚姻届・出生届ともに、提出用と
デザイン入りの記念用からなる２
枚複写式です。

　婚姻届は、玉川大学の髙橋真穂さ
んの作品で、新しい生活への力強さ
や健やかさを表現した、人生の門出
を彩るデザインです。
　出生届は、和光大学の大内翼さん
の作品で、出産という大仕事を成し
遂げたお母さんと頑張って生まれて
きた赤ちゃんを称える、賞状を模し
たデザインです。
配布場所市民課（市庁舎１階、閉庁日
は宿直室）、各市民センター、町田・南
町田・鶴川の各駅前連絡所、玉川学園
・木曽山崎の各コミュニティセンター
※数に限りがあります。無くなり次
第終了です（１人１枚）。
問市民課☎７２４・２８６５

　全国システムがメンテナンスによ
り休止するため、１月２２日㈰はマイナ
ンバーカードの交付を行えません。
　また、住所異動に伴うマイナンバ
ーカードに関する各種手続き（継続
利用・券面事項の変更等）、電子証明

書に関する手続きも行えません。
※通常、マイナンバーカード（個人番
号カード）は、月～金曜日（祝休日を
除く）と第２・４日曜日に市民課（市庁
舎１階）で交付しています。
問市民課☎８６０・６１９５

関 連 イ ベ ン ト
【①講演会～近代文学の復興者・野田
宇太郎のまなざし】
日２月１１日㈷午後２時～４時
場同館
内野田宇太郎の文学研究の方法を検
証
講文芸評論家・川本三郎氏
定６０人（申し込み順）
【②文学散歩～掃苔しましょう！文
士たちの眠る場所】
　同展特別協力者・山田俊幸氏と、江
戸の文人趣味「掃

そう

苔
たい

」に倣って雑司ヶ
谷霊園、谷中霊園を散策し、文学者た
ちの墓所を巡ります。
日２月２５日㈯午後１時～４時３０分
定１５人（申し込み順）
【③文学散歩～馬込文士村を歩く】
　かつて多くの作家や芸術家が住ん
だ大森馬込（大田区）に、住民運動を
通じて自発的に見いだされた「馬込
文士村」を散策します。
日３月４日㈯午後１時～３時３０分
講馬込文士村ガイドの会
定１５人（申し込み順）
費３００円

【④文学散歩～江戸・東京、水辺の文
化圏－日本橋界

かい

隈
わい

を歩く】
　野田が「日本耽美派文学の誕生」で
完成させた、明治末期の文芸サロン
「パンの会」の研究に因

ちな

んで日本橋～
隅田川周辺を散策します。
日３月５日㈰午前９時～午後５時
講法政大学教授・陣内秀信氏、都市史
研究家・野口孝一氏
定１５人（申し込み順）
費１００円
【⑤文学散歩～知っているようで知
らない町田探検ツアー「春を探して
－町田駅前文学散歩」】
　和光大学長尾洋子研究室の皆さん
と、野田の墓所のある青柳寺や、市内
にある身近な文学の痕跡を求めて散
策します。
日３月１８日㈯午後１時～４時
定２５人（申し込み順）
【⑥大人向けワークショップ～「文学
散歩双

すご

六
ろく

」を作ろう！】
日１月２８日㈯午後１時３０分～４時
場同館　
定１５人（申し込み順）

申①１月１７日正午～２月８日にイベントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０１１７Ｂ）へ②～⑤１月１７日正午から電話で同館へ⑥電話で同館へ。

１月２２日はマイナンバーカードの手続きができません

野田宇太郎散歩の愉しみ
－〈パンの会〉から文学散歩まで－展開催

ⓒ北谷しげひさ

問同館☎7３９・３420町田市民文学館

出生届をデザインした大内さん（左）と
婚姻届をデザインした髙橋さん

町田市オリジナル婚姻届・出生届ができました


