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8月1日～31日「スポーツを楽しもう」 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 まちテレ 検索

芥川賞作家・小野正嗣講演会
巣作りとしての文学

　「読書とは、他者の言葉を手がかり
に、想像力によって自分だけの居場
所（＝巣）を作る行為である」という
小野氏に、文学作品を例に挙げて「巣
作り」としての読書・創作について語
っていただきます。
※町田立教会（立教大学校友会）と共
催です。
日１０月８日㈰午後２時～４時
場町田市民文学館
講作家・小野正嗣氏
定１０８人（抽選）
申往復ハガキ（１枚につき２人まで）

にイベント名「芥川賞作家講演会」・
代表者の住所・氏名・電話番号・同伴
者がいる場合は同伴者の氏名を明記
し、９月１０日まで（必着）に、同館「芥
川 賞 作 家 講 演 会 係 」（ 〒１９４－
００１３、原町田４－１６－１７）へ。
問同館☎７３９・３４２０
大学図書館を
使 っ て み よ う！
対市内在住、在勤、在学または相模原
・八王子・府中・調布・日野・多摩・稲
城・川崎市在住の高校生以上の方
日９月３０日㈯午前１０時～正午
場和光大学附属梅根記念図書・情報
館
内館内見学、インターネットでの情
報検索等の講習
講和光大学職員

定１５人（申し込み順）
申８月２５日午前１０時から直接また
は電話で中央図書館４階メインカウ
ンター（☎７２８・８２２０）、または鶴川
駅前図書館（☎７３７・０２６３）へ（２人
まで申し込み可）。
町田市民文学館～保育付き紙芝居上
演会
紙 芝 居・ 大 人 の 時 間

　大人のための紙芝居です。
※保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日９月１日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内「たべられたやまんば」〔大型かみ
しばい〕（作／松谷みよ子、画／二俣
英五郎）、「オオカミおとこはかわい

そう」（作／菊池俊、絵／田中秀幸）　
他（予定）
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は８月１５日午前９
時から電話で同館へ。
問同館☎７３９・３４２０
町田産新鮮野菜の販売
市役所まち☆ベジ市

　市内の認定農業者
が作った新鮮野菜を
販売します。
日８月２１日 ㈪ 午 前
１１時～午後１時（売
り切れ次第終了）
場市庁舎前
問農業振興課☎７２４・２１６６

おいで下さい　特定の期日に行うイベント

市民の広場 　「市民の広場」は、市民の皆さんの交流や、仲
間づくりを応援するコーナーです。
　サークル活動のイベントをお知らせする「お

【コーナー掲載の申込方法】
●必ず「掲載ルール」をご覧下さい。
●おいで下さい：毎月１５日号です。掲載された場合、次は３か月後以降
に申し込めます。申込期間＝掲載したい月の前月の１日～２０日
●仲間に：年２回掲載で、次回は１１月１５日号です。申込期間＝８月１５
日～１０月２０日
　申込用紙と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
問広報課☎７２４・２１０１

いで下さい」のコーナーと、会員募集を掲載する「仲間に」があり、「おい
で下さい」は毎月１５日号、「仲間に」は年２回掲載しています。
※ 活動内容の確認やトラブルの解決は、当事者間でお願いします（市は関与

していません）。また、各開催施設へのお問い合わせはご遠慮下さい。
※ 市民サークルに関しての情報は 施設案内予約システム 検索 の「団体・サ

ークル紹介」でもご案内しています。

●市立総合体育館
【ニュースポーツ体験教室
（ネオテニス・ミニテニス・
ソフトバレー）】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日９月１５日～１１月１０日の金曜
日（１０月１３日、１１月３日を除く）、午
前１０時～１１時３０分、全７回定２０人

（抽選）費２３００円申往復ハガキ（１人
１枚）に必要事項を明記し、８月２２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
【町田ゼルビアタッチラグ
ビー教室】
対①２０１１年４月２日～２０１２年４月１
日生まれの幼児②小学生日９月５日
～１０月１０日の火曜日（９月１９日を
除く）、①午後３時４５分～４時３０分②
午後４時４０分～５時５０分、各全５回
定各２０人（ 抽 選 ）費①３０００円 ②
３５００円／体験参加は６００円（１人１
回まで）
【初級ヨガ教室】
対市内在住、在勤、在学の４０歳以上
の方日９月２６日～１１月２８日の火曜
日、午前１０時～１１時３０分、全１０回
定５０人（抽選）費３４００円

◇
申往復ハガキに必要事項を明記し、

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。

８月２２日まで（消印有効）に同館へ
問同館☎７２０・０６１１
●野津田公園
【女性限定～ゆったりと過
ごすリフレッシュヨガ教室】
対市内在住、在勤、在学の２０歳以上
の女性（お子さん同伴も可）日①９月
２５日～１２月４日の月曜日（１０月９日
を除く）②２０１８年１月１５日～３月
２６日の月曜日（２月１２日を除く）、い
ずれも午前１０時１５分～１１時４５分、
各 全１０回定各２０人（ 抽 選 ）費各
５０００円申往復ハガキに必要事項を
明記し、①９月１５日まで②１２月１日
～３１日（いずれも消印有効）に同公
園管理事務所へ（同公園ホームペー
ジで申し込みも可）問同公園管理事
務所☎７３６・３１３１（受付時間＝午前
９時～午後５時、土・日曜日、祝日も
可）
●町田市フォトサロン～写真でめぐ
る世界の旅２０１７作品募集
　世界各地の街並み、自然、人々の生
活など、心に残った情景を募集しま
す／写真展は１０月１１日～１６日に同
サロンで開催します定３０人（先着
順）費５００円申Ａ４サイズの写真裏面
に応募用紙（同サロンホームページ
でダウンロード可）を貼付し、９月３
日午前１０時から直接同サロンへ（１
人２点まで）問同サロン☎７３６・

８２８１
●小野路宿里山交流館
【里山農業体験】
　地元農家の指導を受け、冬野菜の
植え付けから収穫までの農業体験を
しませんか（家族での参加も歓迎）。
作業は４・５回程度行い、年内に収穫
予定です／農作業ができる服装でお
いで下さい日・内説明会及び植え付
け作業＝９月３日㈰午前１０時～正午

（雨天時は９月１０日に延期）定１０組
（申し込み順）費１組７０００円（苗、種、

肥料代等を含む）申８月２２日正午か
らイベントダイヤル（☎７２４・５６５６
コード１７０８２２Ｃ）へ
【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９月２０日㈬午
前１０時３０分～正午定８人（申し込み
順）費１０００円（材料代）申９月６日正
午からイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６コード１７０９０６Ａ）へ

◇
問同館☎８６０・４８３５

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
朗読の会「花いかだ」名作の朗読・高瀬舟　他！！ ８月１７日㊍午後２時～４時 中央図書館６階ホール 無料 田中敏雄☎７２７・０６６１ 直接会場へおいでください
町田市民ミュージカル「長靴を履いちゃった猫」 ８月１９日㊏午後１時～、５時～ 町田市民ホール １５００円 小池☎０８０・９８８８・４５６１要電話 町田市民ミュージカルの会
秋津書道会　作品展 ８月２２日～２５日午前１０時～午後６時 生涯学習センター７階 無料 松井絢子☎７９６・６１７６ ご自由においで下さい
講演「井伊直虎とその時代」歴史研究家三池純正氏 ８月２６日午後１時３０分～３時３０分 玉川学園コミュニティセン

ター ６００円 生涯現役まちだ会・田中☎７３２・０８６１ 要予約電話受付
アコースティック・カーニバル２０１７ ８月２７日㊐午後２時から つくし野コミュニティセン

ター 無料 丸山☎７９６・１０３４ 夏を彩るギター音楽の祭典
ダンテの「神曲」とは　慶應大学　教授　藤谷道夫 ９月５日㊋午後１時３０分～４時３０分 生涯学習センター視聴覚室 ６００円 西川剛紀☎０９０・７８２２・８２８１ 満席になり次第締切ります
壊れたおもちゃの修理～ドクターが「診断治療」 ９月６日㊌午前１０時～午後４時 町田市民フォーラム４階 無料 おもちゃ病院なるせだい☎７２７・０５４３ 部品材料電池交換は実費
社交ダンス新サークル「レベルアップ」発表会 ９月８日㊎午後７時～９時 忠生市民センター ３００円 イズミ☎０９０・２７２５・４６２４ カップルでの参加も歓迎
アンサンブル・ヴァリエ　街の小さなコンサート ９月１０日㊐午後３時から 玉川学園コミュニティセン

ター 無料 こそし☎７２５・９５８５ 上質のクラシック音楽
中東の政治紛争問題を読み解く・池田明史氏 ９月１２日㊋午後１時３０分～４時 生涯学習センター６階 ５００円 森☎７２６・８４２１ ９月１０日迄に電話連絡を
相模川にて室内鑑賞石を探そう会参加者募集気軽に ９月１７日㊐午前８時集合 ＪＲ淵野辺駅南口広場 交通費実費 堀泰洋☎０９０・８６８４・４７１６ 主催　武相愛石会

催し・講座催し・講座

暮らしに関する相談
　予約制の相談は、電話で①～⑤市民相談室（☎７２４・２１０２）⑥八王子少年センター（☎
０４２・６７９・１０８２）⑦消費生活センター（☎７２２・０００１）へ対①③～⑥市内在住の方⑦市
内在住、在勤、在学の方

名　称 日　程 予約方法／相談時間

①法律相談
月～金曜日

（１５日 ～１８日
を除く）

前週の金曜日から電話で予約

②交通事故相談 ２３日、３０日㈬ 相談日の１週間前から電話で予約／午後１時３０
分～４時

③人権身の上相談
（人権侵害などの問題）２５日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④不動産相談 ２２日㈫ 電話予約制（次回分まで受け付け）／午後１時
３０分～４時⑤行政手続相談 ２４日㈭

⑥少年相談 ２２日㈫ 事前に電話で八王子少年センターへ／午前９時
～午後４時

⑦消費生活相談 月～土曜日 来所相談、電話相談ともに随時受付／午前９時
～正午、午後１時～４時※土曜日は電話相談のみ

各種相談別冊タウンページ　町田市わたしの便利帳 ６ ～ ９ ページを参照

市HP 暮らしに関する相談 検索


