凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

催し・講座
町田市女子

ゲ ー ト ボ ー ル 大 会

対市内在住のゲートボール愛好者で
編成する女性チーム
日５月２５日㈭午前９時～午後４時（予
備日は２６日）
場木曽山崎グラウンド
申所定の用紙（町田市ゲートボール
協会に有り）
に記入し、５月１０日午後
３時までに直接同協会へ。
※同協会未登録の場合は、同協会（せ
りがや会館内、☎７２２・２２５３）へご
相談下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

ずれも申し込み順）
申５月９日正午から①②５月２３日ま
で③６月４日まで④５月３０日までに
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６コ
ー ド ①１７０５０９Ａ②１７０５０９Ｂ③
１７０５０９Ｃ④１７０５０９Ｄ）へ。
問同センター☎７２８・００７１
生涯学習センター

親と子のまなびのひろば

市HP 町田市ホームページ

申５月１日午前９時から電話で同セン
ター（☎７２８・００７１）へ。
国際版画美術館

銅 版 画 一 日 教 室

対高校生以上の初心者
日６月１０日㈯、１１日㈰、午前１０時３０
分～午後４時（各回とも同一内容）
場同館
内銅版画のドライポイント技法で単
色刷りの小品（約１５㎝×１２㎝）を制
作（道具、材料は同館で用意）
講版画家・馬場知子氏
定各１４人（抽選、結果は５月２５日ご
ろ郵送）
費３０００円
申５月２日正午～２１日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６コード１７０５０２
Ｈ）へ（同館ホームページで申し込み
も可）。
問同館☎７２６・２８８９

いずれも直接会場へおいで下さ
い。
【きしゃポッポ】
子育ての情報を共有して育児の工
夫を学び合うひろばです。
対市内在住の０・１歳児（２歳になった
月の月末まで）とその保護者、妊婦の
方
日５月の第１・第３・第５火曜日、６・７月
の第１～第３火曜日、いずれも午後２
生涯学習センター〜町田市民大学
時～４時（月２回まで参加可）
HATS
【パパと一緒にきしゃポッポ】
大地沢青少年センター
公
開
講
座
育児に参加したいお父さんのため
のひろばです。赤ちゃんと遊んだり、 【①青空アトリエ】
【①まちだ市民国際学～アメリカと
簡単なおもちゃを手作りします。
東アジア アメリカの外交政策の変
電動糸のこや、のこぎりなどを使
対市内在住の０・１歳児（２歳になった
化は東アジアにどのような影響を与
い、木やまゆ等で椅子やクラフトを
月の月末まで）とその父親
えるか】
作ります（特別プログラムは、母の日
日５月２８日、６月２５日、７月３０日、い
情勢の分析を聞き、日本はどうす
をイメージした作品を予定）。
ずれも日曜日午後２時～４時
ればいいのかを考えます。
※直接同センター事務室へおいで下
◇
日５月２５日㈭午後７時～９時
さい。
場同センター６階保育室
講元防衛庁長官官房長・柳澤協二氏
日５月１４日㈰午前１０時～午後３時
問同センター☎７２８・００７１
【②環境学～豪雨にそなえる流域思
（雨天実施）
考の水土砂災害】
※毎月第２日曜日に開催（開催時間
和光大学共催講座
近年各地で多発している水害や土
内であれば、何時からでも参加可）
デザインと私たちの生活
砂災害について語っていただき、防
費１００～５００円（参加プログラムに
災について一緒に考えます。
よって異なる）
「デザイン」という単語は、ｄｅｓｉｇｎ
日５月２６日㈮午後７時～９時
＝ｄｅ＋ｓｉｇｎで「当たり前の事柄を否 【②ピザ窯・薫製箱利用講習会】
講慶應義塾大学名誉教授・岸由二氏
石窯とドラム缶窯でピザを焼き、
定して考えてみる」こと、つまり「違
【③町田の歴史Ⅰ～戦国時代の町田
薫製箱で基本的な薫製をして、その
った見方での考え方」と言われてい
人びとの暮らしぶりをさぐる】
利用について学びます。講座受講後
ます。
「 デザイン思考（Ｄｅｓｉｇｎ Ｔｈｉｎ
町田近隣の史料も参考に、郷村と
は、ピザ窯・薫製箱の個人利用が可能
ｋｉｎｇ）」を学んで、デザインと私たち
農民たちに注目した解説をします。
になります。
の生活について一緒に考えてみませ
日６月６日㈫午後６時１５分～８時１５
対高校生以上の方
んか。
分
日５月２８日㈰午前１０時～午後３時
対原則全回参加できる方
講成蹊大学名誉教授・池上裕子氏
定２０人（申し込み順）
日①６月１日②６月８日③６月１５日、
【④人間学～教育の社会的意義を問
費４００円
いずれも木曜日午後７時～９時、全３
い直す】
申５月３日午前９時から電話で同セン
回
若者の非正規雇用の増加など若年
ターへ。
場生涯学習センター
労働者を取り巻く環境は依然厳しい
◇
内①デザインと暮らし〜身近にある
状況です。社会的意義のある教育に
場同センター①研修棟②野外炊事場
モノ・コトのデザイン②デザインと
ついて一緒に考えます。
問同センター☎７８２・３８００
広報〜モノを売るためのデザイン技
日６月７日㈬午後７時～９時
法③デザインと社会〜コトを整える
忠生図書館開館２周年イベント
講東京大学教授・本田由紀氏
ためのデザイン思考
大人も楽しめる紙芝居
◇
講①③和光大学教授・倉方雅行氏②
場同センター
同大学教授・近藤忠氏
町田かみしばいサークル「ふわふ
定①５８人②④各１００人③１０８人（い
定３０人（申し込み順）
わ座」による紙芝居公演です。同館開
館記念日イベントとして行います。
※直接会場へおいで下さい。
ラグビーワールドカップ２０１９開催に向けたシンポジウム
日５月１２日㈮午前１１時～正午
連続シンポジウム企画
場同館多目的室
問同館☎７９２・３４５０

ＲＷＣ２０１９を町田市から盛り上げよう！

【ラグビーワールドカップが日本にやってくる！ その時町田市は…】
手話通訳があります。
日５月２８日㈰午後６時３０分から
場和光大学ポプリホール鶴川
内①講演「ラグビーワールドカップは日本に何をもたらすか」②講演「ラ
グビーワールドカップ２０１９開催と公認キャンプ地の役割」
講①
（公財）
日本ラグビーフットボール協会・永友洋司氏②（公財）ラグビ
ーワールドカップ２０１９組織委員会戦略・レガシー局長 牧野美則氏
定２００人
（申し込み順）
申５月１１日 正 午 ～２４日 に イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コ ー ド
１７０５１１Ａ）
へ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

町田市メール配信サービス
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問 問い合わせ

で下さい。
日５月１８日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分
場町田市民文学館２階大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「山代巴」
／おはなし＝「王さまノミを飼う」
（スペインの昔話）、
「地蔵浄土」
（日本
の民話）、
「ふしぎな胡弓」
（ベトナム
の昔話）
語り手まちだ語り手の会
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は、５月２日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。
町田市民文学館〜「本の雑誌」厄よけ
展－オモシロ本を求めて４２年

関

連

イ

ベ

ン

ト

【①坪内祐三講演会～「本の雑誌」と
いう雑誌】
「本の雑誌」が創刊された１９７０年
代後半の出版事情、特異性や個性的
な執筆陣についてお話しいただきま
す。
日６月３日㈯午後２時～３時３０分
講文芸評論家・坪内祐三氏
【②「本の雑誌」編集者による座談会】
「本の雑誌」ができるまでの編集ウ
ラ話について、雑誌編集の過程や苦
労話も交えてお話しいただきます。
日６月１７日㈯午後２時～３時３０分
講本の雑誌社
【③沢野ひとし×木村晋介 対談～
ぼくらは一緒に大人になった】
高校からの友人で「本の雑誌」の中
心的執筆者だったお２人に、椎名誠
氏との交遊や人生の楽しみ方につい
てお話しいただきます。木村氏によ
る新作落語「椎名の手」の口演もあり
ます。
日６月２４日㈯午後２時～３時３０分
講イラストレーター・沢野ひとし氏、
弁護士・木村晋介氏
◇
場同館２階大会議室
定各８０人（いずれも申し込み順）
申①５月２日正午～６月１日②５月１６
日正午～６月１５日③５月１６日正午～
６月２２日に、イベントダイヤル（☎
７２４・５６５６コ ー ド ①１７０５０２Ａ②
１７０５１６Ａ③１７０５１６Ｂ）へ（いずれ
も申し込みは２人まで）。
検索
市ＨＰ 本の雑誌
問同館☎７３９・３４２０

町田市立博物館
休館のお知らせ
５月８日㈪～７月７日㈮は、館内
整備及び展示替えのため、休館し
ます（事務室は開室〔祝休日を除く
月～金曜日〕）。ご理解ご協力をお
願いします。
問市立博物館☎７２６・１５３１

文学館でたのしむ

おとなのためのおはなし会
保育希望者以外は直接会場へおい

市立図書館5月、6月の催し

絵本・紙芝居・語りなどで、楽しい時間を過ごしましょう！
催

し

日

程

①②5月17日、24日、31
①ちいさい子向けおはなし会
日、6月14日、21日、28日
②おおきい子向けおはなし会
③5月12日、26日、6月9
③乳幼児向けおはなし会
日、23日
④こどもえいが会
④5月10日、6月7日

時

間

会

場

①午後2時から
②午後3時から
中央図書館
③午前10時30分
☎728・8220
から、11時から
④午後3時から

※その他、
各市立図書館でも催しを行っています。詳細は各館へお問い合わせ下さい。
問さるびあ図書館☎722･3768、鶴川図書館☎735･5691、鶴川駅前図書館☎737・
0263、金森図書館☎710･1717、木曽山崎図書館☎793･6767、忠生図書館☎792・
3450、
堺図書館☎774･2131

防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 ! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス

検索

