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催し・講座催し・講座
生涯学習センター～市民提案型事業
“まちチャレ”
子どもの「貧困」に向きあう

【地域での見守り、生活・学習の支援
をとおして】
　子どもの貧困を取り巻く情勢を理
解し、必要な支援や手立てを考えま
しょう。
対原則全回参加できる方
日１０月２１日、１１月１１日、１８日、１２
月２日、１６日、いずれも土曜日午前
１０時～正午、全５回
場同センター
内子どもの貧困の現状～育ちを支え
るために、町田市の状況、地域を変え
る・子どもが変わる・未来を変える～
子ども食堂の可能性、無料塾「猫の足
あと」で学習支援を続けて、まとめ懇
談
講日本大学教授・井上仁氏、（特）豊島

子どもＷＡＫＵＷＡＫＵネットワーク
理事長・栗林知絵子氏、学び塾「猫の
足あと」代表・岸田久恵氏、にこにこ
清風食堂
定３０人（申し込み順）
申９月１５日午前９時から電話で生涯
学習センターへ。保育希望者（２歳以
上の未就学児、申し込み順に８人）は
１０月１０日までに併せて申し込みを。
問同センター☎７２８・００７１
さがまちカレッジ
講 座 参 加 者 募 集

【大人のための絵本講座～新たな魅
力との出会い】
　「３びきのこぶた」を題材に、大人
目線ならではの絵本の読み解き方、
楽しみ方を紹介します。
日１０月２３日㈪午前１０時３０分～正
午
場相模女子大学（相模原市）
講相模女子大学非常勤講師・申明浩
氏
定３０人（申し込み順）

費１０００円
申講座案内チラシ裏面の受講申込書

（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、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）に記入し、１０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（さが
まち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

肝 臓 病 講 演 会
【新薬インターフェロンフリー薬（飲
み薬）のその後】
　千葉大学医学部附属病院消化器内
科教授である加藤直也医師（前勤務
先＝東京大学医科学研究所附属病
院）による講演会です。
日１０月８日㈰午後１時３０分～４時
場健康福祉会館４階講習室
内Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎・肝硬変・肝がん
の治療法
定２００人（先着順）
問町田肝臓友の会☎７２９・４３００（受
付時間＝月・水・金曜日の午前１１時
～午後２時）、町田市健康推進課☎
７２４・４２３６

お食事ともだちをつくろう
対市内在住の５０歳以上でストレッ
チなどの軽い運動ができる方
日１０月３日㈫午前１０時～午後１時
３０分
場忠生公園、忠生市民センター
※公園から市民センターへは徒歩で
移動します。
内太極拳を取り入れたストレッチ、
町田産野菜を使った「まちだすいと
ん」の調理実習

講町田市食育ボランティア
定２０人（申し込み順）
費３００円（食材費）
申９月２０日正午～２６日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コード
１７０９２０Ｆ）へ。
問保健予防課☎７２２・７９９６
ロコモ予防！
歩 く 力 測 定 会
対市内在住の６５歳以上の方
日９月２６日㈫午後２時～４時
場木曽山崎コミュニティセンター
内立つ・歩く等の移動に必要なバラ
ンス能力や筋力を測定し、測定結果
を今後の生活や運動習慣につなげる
講健康運動指導士・青島海樹氏
定３０人（申し込み順）
申９月１５日午前９時から電話で忠生
第２高齢者支援センター（☎７９２・
１１０５）へ。
※当日の詳細については、忠生第２
高齢者支援センターへお問い合わせ
下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
ゲートボール審判員資格認定
講 習 会
対市内在住の両日参加できる初心者
教室修了者で、ゲートボール経験が
１年以上の方
日１０月１０日㈫、１１日㈬、いずれも午
前９時～午後３時、全２回（予備日は
１２日）
場芹ヶ谷公園
費１０００円
申所定の用紙（町田市ゲートボール
協会に有り）に記入し、費用と顔写真
２枚（３㎝×３㎝）を添えて、９月２９日
午後３時までに、直接同協会（せりが
や会館内、☎７２２・２２５３）へ（月・土・
日曜日は除く）。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

開催します　市庁舎リサイクル広場

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＝１０月２０
日まで
　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。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
まちだ写好会秋期写真展　風景　花　スナップ８５枚 ９月２０日～２５日午前９時３０分～午後４時 町田市フォトサロン 無料 小林伸太郎☎０９０・４０２６・７７６６ 初日午後１時から最終日３時迄
キッズ＆大人英語パーティー ９月２０日㊌午後４時から 都営金森一丁目第２集会所 ５００円 カズ☎７２６・８８１６ 英語で歌って踊ります
ＧＥＮＢＩ展 ９月２０日～２４日午前１０時～午後５時 国際版画美術館市民展示室 無料 齊藤☎７３６・６７２８
第５回小田急・横浜沿線複音ハーモニカコンサート ９月２１日㊍開演午後０時３０分 和光大学ポプリホール鶴川 無料 沿線実行委員会☎７２７・１９７９ うたいましょうふるさと他
日常会話の楽しい英語劇 ９月２２日㊎午前９時１５分、１０時４５分 なるせ駅前市民センター 無料 スワマ☎０４４・４５５・４４８７ 要予約・英語が好きになる
成瀬尾根「ナンバンギセルを観る会・於山吹緑地」 ９月２２日㊎午前９時３０分集合 成瀬台庚申塚公園 無料 成瀬の自然を守る会・塚本☎７２７・２３３５ 雨天中止、成瀬台２丁目
くるみ会ダンスパーティ　ミキシング有 ９月２４日㊐午後１時３０分～３時３０分 木曽森野コミュニティセン

ター ５００円 北村☎０９０・３２３２・７３２７ 直接会場へお待ちしてます
よりよい高校教育を考える～市内全都立高校の紹介 ９月２４日㊐午前１０時～正午 都立町田総合高校大会議室 無料 高校説明会実行委員会☎７２７・７５７３ 会場の都合で先着２００名
安心安全の無農薬の野菜や調味料をつかった料理 ９月２５日㊊午前１０時３０分～午後２時 忠生市民センター料理室 １０００円 加茂☎０９０・６１６０・７６３５
第１回町田落語会（素人落語の会） ９月３０日㊏午後２時から 生涯学習セン

ター６階視聴覚室 無料 橋本☎０９０・６１９６・８９７１ ３席を予定（１時間程度）
サルビアダンスパーティー（ミキシング有） １０月５日、１１月２日午後１時２０分から 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！！
歌おう会　傾聴グループならではの歌を楽しむ １０月６日㊎午後１時３０分開演 町田市民ホール第４会議室 無料 つがわ☎０９０・６３０６・９２９４ 要電話　予約優先
初心者民謡講座　全１０回 １０月６日㊎から午後１時３０分から 忠生市民センター １回２００円 勝又竹時☎０９０・６１８９・２４６７　要申込 １２月まで毎月２～４回㊎開催
第１４回「小さな秋の音楽会」 １０月７日㊏午後４時から 町田市民フォーラムホール 無料 吉岡☎０８０・１１３２・３８５８ どなたでも楽しめます
語りよみ五十葉舎「山本周五郎作」不断草 １０月７日㊏午後２時 町田市文化交流セン

ター５階 １０００円 渡辺☎７９３・６２６６
肝炎のつどい　Ｂ型Ｃ型肝炎　何でも語りましょう １０月８日㊐午前１０時～１１時４５分 健康福祉会館 無料 阿曽☎０９０・２３１９・４０５９　事前申込不要 誰でも参加自由です
町田野鳥の会　第６回写真展 １０月１０日～１５日午前１０時～午後４時 生涯学習セン

ター７階ギャラリー 無料 相本☎７９７・７５８２ 初日正午から最終日午後２時迄
第１７回みずゑ会水彩画展 １０月１１日～１５日午前１０時～午後５時 国際版画美術館 無料 北村☎７２２・０６１７ 初日は正午から　会員も募集
ソフトテニス講習　藤の台ソフトテニスクラブ １０月１４日・２１日㊏午前９時３０分～正午 藤の台テニスコート 無料 関谷☎７３４・２３３６　要電話 中学生以上　ラケット貸与
町田グラウス山の会公開講座　やさしい山登り １０月１４日㊏午前１０時～午後５時机上 町田市民フォーラム活動室 １０００円 渋谷☎７２３・１１０３返７２１・１１０３ １０月１５日㊐実践山行
町田女声合唱団　第１２回演奏会 １０月１４日㊏午後２時開演 町田市民ホール １０００円 大久保☎７２４・０８８７
健康に良い詩吟発声法の実践と講演会 １０月１６日㊊午前１０時～正午 成瀬コミュニティセンター 無料 川添☎７２８・０４６８ 声の衰え誤嚥ストレス解消
町田ヴィヴァーチェ管弦楽団　第７回定期演奏会 １０月２８日㊏午後２時開演 町田市民ホール ５００円 町田ヴィヴァーチェ☎０９０・９６８２・７０８７ 町田市民ホールにて販売中

　ご家庭で不要になった下記の対
象品目を無料で持ち込んでいただ
けます。当日市庁舎で開催するエ
コフェスタでは、スケルトン収集
車「みえるくん」を展示します。
日１０月１日㈰午前１０時～午後３時
場市庁舎
対象品目陶磁器・ガラス食器、フラ
イパンなどの家庭金物、ビデオテ
ープ、廃食用油、ヨーグルトなどの
紙容器、洗剤の計量スプーン、ペッ
トボトルのふた、パン袋の留め具、
インクカートリッジ、小型家電
市HP リサイクル広場 検索
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

みえるくん

　「エコフェスタ」についての詳細
は、９月１５日の朝刊に折り込まれ
ている「ｅｃｏまちだ」をご覧下さい。
問環境政策課☎７２４・４３７９


