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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

　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特別講座　薬・健康市民講座～高
齢化社会の健康サポート　暮らしに

生かす薬局活用術】
日３月５日㈰午前１０時３０分～正午
内在宅医療やセルフメディケーショ
ン等の解説、薬局の活用法
講相模原市薬剤師会会員・荒木理江
氏
定５０人（申し込み順）
【②こころを満たす！コミュニティ
サロンを作ろう】
　コミュニティサロン運営の実例を
紹介し、今、必要とされるコミュニテ
ィサロンは何かを考えます。
日３月１５日㈬午後１時３０分～３時
講（特）相模原エスティアート代表理

事・蛯原惠子氏
定２５人（抽選）
費１０００円
【③「わたし」のストレス対処法～“こ
ころ”と“からだ”の両面からストレ
ス対処を考える】
　ストレスの受け止め方や対処法を
その人の「癖」と捉え、こころとから
だの両面から、その「癖」について考
えます。
日３月２０日㈷午後１時３０分～３時
講北里大学健康管理センター講師・
石塚昌保氏
定５０人（抽選）

費７００円
◇

場①相模女子大学（相模原市）②③ユ
ニコムプラザさがみはら（相模原市）
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①３月３日まで②③２月２０
日まで（いずれも必着）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

●ひなた村
【①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２月４日、
１８日、いずれも土曜日午前１０時～
１１時３０分（正午に消火）内たき火を
囲む（焼きたい食材・アルミホイル・
軍手等の持参も可）

【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２年生は保護者同伴）
＝２月１８日㈯午後１時～２時３０分、
市内在住、在学の方＝２月１８日㈯午
後３時～４時３０分内電動糸のこ盤を
使ってパズル等組み木のおもちゃ作
り定各１０人（申し込み順）費３００円
（糸のこ１台につき）
【③たきび　あそび　よろこび】　
対市内在住、在学の小学３～６年生日
２月２６日㈰午前１０時～午後３時３０
分内野焼きでの土鈴作り定２０人（申
し込み順）費３００円

◇
申①直接会場へ②③２月１日午前１０

時から電話でひなた村へ問ひなた村
☎７２２・５７３６
●町田市民文学館
　いずれも直接会場へおいで下さい。

【ことばであそぼう！３、４歳児あつ
まれ！】
対３・４歳児とその保護者日２月１１日
㈷午前１０時３０分～１１時４０分場同
館２階大会議室内絵本、紙芝居、わら
べうた、ことば遊び、童謡等上演桃の
木工房　

【２歳児あつまれ！ おはなしと絵本
のへや】
対２歳児とその保護者日２月２３日㈭
午前１０時３０分～１１時３０分場同館３
階第６会議室内絵本、わらべうた遊
び、見立て遊び、親子で読書等

◇
問同館☎７３９・３４２０
●大地沢青少年センター

【森林体験塾Ⅲ～しいたけのほだ木
作りと木工作】
対市内在住、在学の小・中学生の親子
日２月２６日㈰午前１０時～午後３時内

しいたけのほだ木作りとその駒打
ち、竹細工を通して里山暮らしを学
ぶ講大戸源流森の会定３０人（申し込
み順）費１人６００円申２月１５日午前９
時から電話で同センターへ

【春の子どもキャンプ】
　キャビンに宿泊し、野外炊事や自
然散策をします対市内在住、在学の
小学４～６年生日３月１８日㈯午前８時
３０分～１９日㈰午後４時、１泊２日定
４０人（抽選）費２０００円申ハガキに住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・性別
・学年・送迎バスの利用の有無を明
記し、２月２４日まで（必着）に同セン
ター（〒１９４－０２１１、相原町５３０７
－２）へ（グループ単位で申し込みも

可）
◇

場大地沢青少年センター／相原駅西
口～同センター間の送迎バスを運行
します問同センター☎７８２・３８００
●生涯学習センター～親と子のまな
びのひろば「きしゃポッポ＠鶴川」
　お母さん同士で子育ての情報を共
有したり、赤ちゃんとの遊びを見つ
けられます対市内在住の０・１歳児と
その保護者、妊婦の方日２月２８日㈫
午後２時～４時場鶴川市民センター
定１８組（申し込み順）申２月２日午前
９時から電話で同センター（☎７２８・
００７１）へ

子どもの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、町田市ホームページをご覧下さい。

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、各ホームページをご覧下さい。

●市立室内プール～幼児運
動スクール３期
対３～６歳の未就学児日２月
１０日～３月２４日の金曜日（３月３日
を除く）、午後３時３０分～４時３０分、
全６回定２０人（抽選）費４８００円申往
復ハガキに必要事項を記入し、２月５
日まで（必着）に同プールへ問同プー
ル☎７９２・７７６１
●野津田公園～元五輪選手
が教えるキッズ陸上競技教室
対市内在住、在学の新小学
１～６年生日４月３日～２０１８年３月
２６日の月曜日（祝休日、５月１日、８月
１４日、１２月～２０１８年２月を除く）、
４～９月＝午後４時１５分～５時４５分、
１０・１１・３月＝午後４時～５時３０分、
全３４回定８０人（抽選）費１回５００円
（シリーズごとに支払い）申往復ハガ
キに必要事項を記入し、２月２８日ま
で（消印有効）に同公園へ問同公園管
理事務所☎７３６・３１３１
●小野路公園～ショートプ
ログラム体操教室
対１５歳以上の方（中学生を
除く）日毎週月・金曜日、①午前１０時
３０分～１０時５５分②午前１１時～１１
時２５分③午後３時～３時２５分④午後
３時３０分～３時５５分（曜日、時間によ
り内容が異なる、要問い合わせ）定①
②各１２人③④各１６人（いずれも申
し込み順）費各１００円（障害者手帳を

お持ちの方は５０円）申参加当日の午
前８時３０分から電話で同公園へ問同
公園☎７３７・３４２０
●成瀬クリーンセンターテ
ニスコート～テニススクー
ル受講者募集
対市内在住、在勤、在学の４歳以上の
方／詳細は、同センターテニスコー
トホームページを参照（無料体験レ
ッスンも有り）問同センターテニス
コート☎７２７・１３５０
●町田市民ホール・和光大
学ポプリホール鶴川からの
お知らせ
　下記以外の公演情報は、２月５日発
行のコンサートガイドＶｏｌ．８９をご
覧下さい。

【藤澤ノリマサ　ＳＰＲＩＮＧ ＣＯＮＣＥ
ＲＴ ２０１７】
対４歳以上の方日５月２０日㈯午後５
時３０分開演場町田市民ホール費
６５００円（全席指定）申２月１４日午前
８時３０分から電話で町田市民ホール
（☎７２８・４３００）へ（発売初日は電話
のみ受け付け、有料保育有り、要問い
合わせ）

【映画上映会「オケ老人！」】
対６歳以上の方日４月２７日㈭午後１
時３０分開演場和光大学ポプリホー
ル鶴川費７００円（全席自由）申発売
中。電話で町田市民ホール（☎７２８・
４３００）へ

【第二十七回鶴川落語会】
対６歳以上の方日５月１３日㈯、昼の部
＝午後１時３０分開演、夜の部＝午後５
時３０分開演場和光大学ポプリホー
ル鶴川出演昼の部＝五街道雲助、春
風亭一朝、夜の部＝桃月庵白酒、春風
亭一之輔費前売り各３２００円、当日各
３５００円（全席指定）申２月８日午前８
時３０分から町田市民ホール（☎７２８
・４３００）へ（発売初日は電話のみ受け
付け、有料保育有り、要問い合わせ）
●小野路宿里山交流館からのお知らせ

【①うどん作り教室】
　小野路の郷土料理である「小野路
うどん」を作ります日２月１５日㈬午
前１０時３０分～正午定８人（申し込み
順）費１０００円（材料代）

【②しいたけ植菌体験】
　原木にドリルで穴をあけて、しい
たけの植菌をします日２月２５日㈯、
２６日㈰、いずれも午前１０時～午後３
時（作業時間は１時間程度）定各１０組
（申し込み順、原則２人１組）／申し込
み時に希望時間を伝えて下さい費１
組２０００円（材料代、飲み物代）

【③北部丘陵エリアの歴史を学ぶツ
アー】
　まちだ観光案内人のガイドのも
と、北部丘陵エリアの小山田、小野
路、野津田の歴史を学びます日３月２
日㈭午前９時～午後３時、集合はＪＲ横
浜線淵野辺駅改札前、解散は野津田

車庫バス停（小雨実施、荒天中止）定
２０人（申し込み順）費１５００円（保険
料、昼食代、資料代）

◇
申①２月１日②２月６日③２月７日、い
ずれも正午からイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６コード①１７０２０１Ｃ
②１７０２０６Ａ③１７０２０７Ａ）へ問同館
☎８６０・４８３５
●忠生公園～定例自然観察会

【冬の野鳥観察】
　双眼鏡をお持ちの方はご持参下さ
い（同公園で貸し出しも可）日２月５
日㈰午前８時～１０時（雨天中止）場同
公園自然観察センター（忠生がにや
ら自然館）内冬の野鳥を双眼鏡やフ
ィールドスコープを使って観察定
１５人（申し込み順）申２月２日午前９
時から電話で忠生がにやら自然館
（☎７９２・１３２６）へ
●野津田公園～自然観察教室・野鳥編

【雑木林や草地で冬鳥を観察しよう！】
対小学生以上の方（保護者同伴で未
就学児の参加も可）日２月２５日㈯午
前９時～正午場同公園講（公財）日本
野鳥の会会員・島津哲也氏定４０人
（申し込み順）費大人６００円、小学４
～６年生３００円（保険料、材料費込
み）／小学３年生以下は１人まで無料
申２月１日午前９時から電話で同公園
（☎７３６・３１３１、受付時間＝午前９時
～午後５時、土・日曜日、祝日も可）へ

　子育てひろばの催しは、各保育園や
公共施設等で配布する「子育てひろば
カレンダー」でご案内しています。
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（ほ
っとメールまち
だ）で子育て情
報を配信中!

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）


