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催し・講座催し・講座
ア レ ル ギ ー 教 室

【専門医が教える！食物アレルギー
の知識と対応】
対市内在住で、食物アレルギーやア
トピー性皮膚炎の心配がある乳幼児
の保護者
日１０月１７日㈫午後２時～４時
場健康福祉会館
内講演、スキンケアの実演等
講（独）国立病院機構相模原病院小児
科医長・柳田紀之医師
定５０人（申し込み順）
申１０月４日正午～１２日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７１００４
Ｆ）へ。保育希望者（１歳６か月～３歳
児、１５人）は併せて申し込みを。
問保健予防課☎７２２・７９９６
生涯学習センター～市民提案型事業
“まちチャレ”
自主保育ってなあに？
　子育ての環境は多様化していま
す。何を大事にして、何を選べば良い
のか、学んでみませんか。
※企画団体は自主保育グループ「か
しのこ」です。
対市内在住の全回参加できる未就学
児の保護者
日１１月２日㈭、６日㈪、１４日㈫、３０日
㈭、１２月７日㈭、いずれも午前１０時
～正午、全５回
場成瀬コミュニティセンター、芹ヶ
谷公園ひだまり荘、せりがや冒険遊
び場
内オリエンテーションと自主保育経
験談、「子どもの育ちと外遊び」「野外
で子育て！」「もっと楽しく、自分ら
しく～保育の自由な選択肢」等
講母と子の幸せ応援団～ひなたぼっ
こ・浅井智子氏、成徳大学准教授・神
谷明宏氏
定２５人（申し込み順）
申講座名・氏名（ふりがな）・電話番号
・子どもの年齢・保育希望者（１１月１
日現在、８か月以上の未就学児、５人
まで）は子どもの名前（ふりがな）・生
年月日を明示し、１０月２日午前９時
から電話で生涯学習センター（☎
７２８・００７１）へ。

まちだ動物愛護のつどい２０１７
　犬のしつけデモンストレーショ
ン、愛犬の簡単お手入れなどのイベ

ントを行います。
日１０月１４日㈯午後２時～５時（小雨
実施）
場小田急町田駅ビル東口広場（カリ
ヨン広場）
【「町田動物愛護の会」の会員を募集
しています】
　動物の虐待防止、適正な飼育管理
の知識普及と動物愛護精神の確立及
び高揚を目指して活動しています。
同会の趣旨に賛同し、活動に参加さ
れる方はご連絡下さい。
問町田動物愛護の会☎０９０・１７０９・
２３２１（受付時間＝月～金曜日〔祝休
日を除く〕）、町田市生活衛生課☎
７２２・６７２７
生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催
３水スマイルラウンジ

【講演会と現地散策「大山みちと小野
路宿の歴史」】
　府中と街道でつながり、古来交通
の要衝として栄えた小野路宿の歴史
を学んだ後、小野路へ移動し、実際に
現地を散策します。
※交通費、施設入館料は自己負担で
す。
日・内１０月１８日㈬、講演会＝午前１０
時～１１時、現地散策＝午後１時～３
時
講小島資料館館長・小島政孝氏
【生涯学習ボランティア出前講座～
朗読講座・やさしい気功講座】
　生涯学習ボランティアバンクは、
さまざまな知識や経験、特技などが
ある方に登録いただいており、町内
会・自治会等のイベントや地域のサ
ークル活動などを支援しています。
今回は地域で初となる出前講座です。
日１０月１８日㈬①午後１時～２時②午
後２時～３時
内①朗読講座～一人ひとり声を出し
て「小泉八雲」の世界を味わう②気功
講座～体に優しくて、覚えて実践し
やすい気功法を紹介
講①生涯学習ボランティア・津﨑れ
い子氏②同ボランティア・中村マコ
ト氏

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場和光大学ポプリホール鶴川
定各１５人（申し込み順）
申１０月１日午前９時から電話で生涯
学習センターへ。
※生涯学習ボランティア出前講座
は、両講座の申し込みもできます。

問生涯学習センター☎７２８・００７１
生涯学習センター～幼児の保護者向
け講座
ときめくママＴｉｍｅ　
自 分 へ の 贈 り 物
対市内在住で原則全回参加できる２
歳以上の未就学児の保護者
日１１月１７日、２４日、１２月１日、８日、
いずれも金曜日午前１０時～正午、全
４回
場同センター
内保育面接・オリエンテーション、
「らくになるこころ」、「ゆったりする
からだ」、「こころとからだの深呼吸」
講親子遊び研究家・篠秀夫氏、整体ボ
ディワーカー・山上亮氏
定２１人（抽選）
費２００円（保育希望者のみ）
申ハガキまたは用紙（様式は不問）
に、講座名・住所・氏名（ふりがな）・電
話番号・子どもの年齢・保育希望者
（１１月１日現在、８か月以上の未就学
児、１５人）は、「保育希望」と書き、子ど
もの名前（ふりがな）・生年月日を明記
し、１０月２０日午後５時まで（必着）に、
直接または郵送で同センター（〒１９４
－００１３、原町田６－８－１）へ（所定の
用紙〔同センターに有り〕に記入し、直
接同センターへ申し込みも可）。
問同センター☎７２８・００７１
地産地ＳＨＯＷコンサート
バ イ オ リ ン と ピ ア ノ で�
贈るランチタイムコンサート
　市内在住のバイオリニスト・盛川
奈々さんと、ピアニスト・坂牧春佳さ
んによるコンサートです。
日１０月２６日㈭正午～午後０時５０分
（開場は午前１１時４５分）
場市庁舎３階アトリウム
曲目Ｊ．Ｓ．バッハ「Ｇ線上のアリア」「主
よ人の望みの喜びよ」、ブラームス
「ハンガリー舞曲第５番」　他（予定）
定１１９席（先着順）
問文化振興課☎７２４・２１８４

町 田 市 民 文 学 館
【①児童文学講座～三浦佑之氏講演
会　語りとしての「古事記」　子ども
に語るはじまりの物語】
　「語り」の文学としての「古事記」に
ついての講演と、（特）まちだ語り手
の会による「天の岩屋」「スサノオと
ヤマタノオロチ」の語りです。

日１１月１２日㈰午後２時～４時
講古事記研究者・三浦佑之氏
【②文学講座～漱石生誕１５０年記念
・小森陽一氏講演会　新聞小説家と
しての漱石　「自己本位」の文学とは
何か】
　新聞小説として発表された多くの
作品に、漱石はどのようなメッセー
ジを込めたのか、漱石研究の第一人
者が分析・解読します。
日１１月１９日㈰午後２時～４時
講東京大学大学院教授・小森陽一氏

◇
場町田市民文学館
定８０人（抽選）
申往復ハガキ（１人１枚）に講演会名
・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
年代を明記し、１０月１６日まで（必
着）に町田市民文学館①「三浦佑之児
童文学講演会係」②「小森陽一文学講
演会係」（〒１９４－００１３、原町田４－
１６－１７）へ。
問同館☎７３９・３４２０
町田市民文学館・文学館まつり実行
委員会共催
文学館まつり関連イベント

【①前日祭～マンドリンコンサート】
　町田を拠点に活動する岩田マンド
リーノ・シンフォニカによるスペシ
ャルコンサートです。
日１０月２１日㈯午後２時～３時
【②映画「しゃべれどもしゃべれど
も」上映会】
　１９９７年度「本の雑誌」ベスト１０の
第１位になった佐藤多佳子の長編小
説を、国分太一主演で映画化した作
品です。
日１０月２２日㈰午前１０時３０分～午
後０時２０分
【③落語会～ことばらんど寄席】
日１０月２２日㈰午後２時～３時
内落語「雑俳」、新作落語「根岸の宗
匠」　他
出演春風亭朝太郎、春風亭正太郎、八
塚一靑

◇
場町田市民文学館
定①６０人②③３０人（いずれも申し
込み順）
申１０月６日正午～１９日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード①
１７１００６Ａ②１７１００６Ｂ③１７１００６
Ｃ）へ（申し込みは２人まで）。
問同館☎７３９・３４２０

　　出張認知症カフェ（Ｄカフェ）
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

自由民権資料館　２０１７年度第２回特別展

民権家の創作と精神世界
問同館☎７３４・４５０８

　市は、認知症の方や家族、支援者な
どが気軽に集まり、情報交換や交流
を行う場「出張認知症カフェ（Ｄカフ
ェ）」の取り組みを行っています。
　気軽にＤカフェへ参加していただ

くために、スターバックスコーヒー
と連携し、１０月から市内全店舗で開
催します（下表参照）。
対認知症の方やその家族、支援者等
※飲食代は自己負担です。

　民権家の創作に光を当て、作品に
表れる民権家の思考、物事の感じ方
に迫ります。
会期１０月７日㈯～１１月２６日㈰
休館日月曜日（祝日の場合は開館し、
翌日休館）、１０月３日～６日（展示準
備期間）
観覧時間午前９時～午後４時３０分
場同館企画展示室
関連イベント�
【講演会】
日①１０月２２日②１１月１２日、いずれ
も日曜日午後２時～４時
場同館閲覧室
内①多摩の豪農と在村文化②大沼枕
山と多摩の豪農との交流
講①中央大学人文科学研究所客員研

究員・清水裕介氏②中央学院大学講
師・安田吉人氏
定各４０人（先着順）
【同館展示担当学芸員によるミニレ
クチャー】
日①１０月１５日②１１月１９日、いずれ
も日曜日午後２時～３時１５分
場同館閲覧室
内①細野喜代四郎の漢詩を読む②松
村弁治郎の漢詩を読む
定各４０人（先着順）
【同館展示担当学芸員によるギャラ
リートーク】
日１０月１４日、２８日、１１月１１日、２５
日、いずれも土曜日午後２時から１時
間程度
場同館企画展示室

市内スターバックスコーヒー各店の開催日（１０月・１１月）
日　時

※いずれも午前１０時～正午 会　場 定員
（先着順）

１０月１０日㈫、１１月７日㈫ 町田金森店（金森３－１－１０） １０人
１０月１３日㈮、１１月９日㈭ ルミネ町田店（原町田６－１－１１） ６人
１０月１６日㈪、１１月２日㈭ 小田急町田駅店（原町田６－１２－２０） ８人
１０月１８日㈬、１１月２９日㈬ 鶴川店（能ヶ谷１－５－１） ６人
１０月２０日㈮、１１月２８日㈫ 町田パリオ店（森野１－１５－１３） ８人
１０月２３日㈪、１１月１３日㈪ 町田東急ツインズ店（原町田６－４－１） ６人
１０月２６日㈭、１１月１５日㈬ 多摩境店（小山ヶ丘３－２－８） ８人
１０月３０日㈪、１１月２０日㈪ ぽっぽ町田店（原町田４－１０－２０） ８人


