
92017．10．15対対象 日日時 場会場 内内容 講講師 定定員 費費用 申申し込み 問問い合わせ凡例 市HP町田市ホームページ

ご利用下さい！ 移動図書館 “そよかぜ号” 詳細はお問い合わせ下さい。 問さるびあ図書館　722・3768☎ 町田市立図書館 検索

催し・講座催し・講座
開催します
まちエコ・フリーマーケット
　家庭で不用になった物をリユース
（繰り返し使う）するフリーマーケッ
トを開催します。
日１１月５日㈰午前９時～午後２時
場町田リサイクル文化センター隣接
地
※混雑時は、駐車できない場合もあ
ります。
※詳細は、（一財）まちだエコライフ
推進公社（☎７９７・９６１７）へお問い
合わせいただくか、同公社ホームペ
ージをご覧下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

高齢運転者安全運転講習会
　町田ドライヴィングスクールの教
官による実車指導のほか、動体視力
測定やシミュレーターによる講習も
行います。
※運転免許証の更新時に受講する講
習とは異なります。
※同スクールの送迎バスをご利用い
ただけます。送迎バスのルート、時間
等の詳細は、同スクールホームペー
ジをご覧下さい。
対市内在住の車を運転する６５歳以
上の方
日①１１月１５日②１２月２０日、いずれ
も水曜日午前９時１０分～午後０時３０
分
場同スクール（南大谷１－５５）
内交通安全講話、運転適性検査、運転
実習等
定各２４人（申し込み順）
申１０月１７日正午から①１１月５日ま
で②１２月７日までに、イベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６コード１７１０１７
Ｃ〔①②共通〕）へ。

問市民生活安全課☎７２４・４００３
もっと図書館を知ろう！
図 書 館 入 門 講 座
対市内在住、在勤、在学の高校生以上
の方
日１１月１３日㈪午後１時～３時
場中央図書館
内貸出方法から資料の並び方、検索
パソコンの使い方、普段公開してい
ない書庫や選定室等の館内見学
定１０人（申し込み順）
申１０月１９日午前１０時から直接また
は電話で同館４階メインカウンター
（☎７２８・８２２０）へ（２人まで申し込
み可）。
まちだ市民大学ＨＡＴＳ
公 開 講 座

【市域の発展と町田の文学～ゆかり
作家が紡ぐ土地の記憶】
　東京の南西部に位置する町田市に
は、明治以降、多くの作家が居を求め
ました。彼らの作品に描かれている
町田の移り変わりについて、町田市
民文学館学芸員がお話しします。
日１１月２１日㈫午後６時１５分～８時
１５分
場町田市民文学館２階大会議室
定５８人（申し込み順）
申１０月１８日正午～１１月１６日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６コー
ド１７１０１８Ｄ）へ。
問生涯学習センター☎７２８・００７１
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１１月１０日㈮午前１０時３０分～１１
時３０分
場同館２階大会議室　

内「まつりのばん」（原作／宮沢賢治、
脚本／川崎大治、画／福田庄助）、「な
ぞなぞむこどん」（脚本／佐藤義則、
画／久米宏一）　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、１０月１５日午
前９時から電話で同館へ。
問同館☎７３９・３４２０
さがまちカレッジ
講 座 参 加 者 募 集

【お酒の味わい～造り方でこんなに
変わる！味わい・香り・楽しみ方】
対２０歳以上の方
日１１月２８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・中山　
仁氏
定３０人（抽選）
費１３００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、１１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

鶴見川源流ウォークと芋ほり
　治水防災・自然再生拠点として整
備中の鶴見川源流保水の森を、ガイ
ドと共に探訪し（アップダウン有り、
約４㎞）、さつま芋ほりをします（雨
天時は内容を変更）。
※雨具をお持ちのうえ、汚れてもよ
い服装でおいで下さい。
対小学生以上の方（小学生は保護者
同伴）
日１１月５日㈰午前９時３０分～午後０
時３０分、集合は上小山田みつやせせ
らぎ公園丸池（小山田バス停から徒
歩１分）
定３０人（申し込み順）
費１０００円（小学生５００円）
申催し名・実施日・参加者全員の住所
・氏名・連絡先を明記し、１０月３１日
まで（必着）に、ハガキ、ＦＡＸまたはＥ
メールで（特）鶴見川源流ネットワー
ク事務局（〒１９４－０２０４、小山田桜
台２－４－１４－１０５、返８６０・０８３０
遍ｇｅｎｒｙｕｔｏｕｒ２０１７＠ｏｆｆｉｃｅ．ｅｍａｉｌ．
ｎｅ．ｊｐ）へ（鶴見川ネットワークホー
ムページで申し込みも可）。
問同事務局☎７９８・２６９３、町田市北
部丘陵整備課☎７２４・２１６４

文化財展示　縄文のデザイン　アートへの昇華

　土砂災害から生命・身体を守る
ために、２００１年４月に施行された
「土砂災害防止法」に基づく、土砂
災害警戒区域等の指定に関する説
明会を開催します。
対①金井、金井町、薬師台②旭町、
本町田③玉川学園にお住まいの方
日・場①１１月７日㈫、午後３時か
ら、午後７時から＝鶴川市民セン
ター②１１月９日㈭、午後３時から、

　文化の日を中心に、東京都全域で開催される「東
京文化財ウィーク２０１７」の関連企画として、文化
財展示を実施します。
　町田市からは、日本でも有数の質と量を誇る縄
文土器が発見されています。優れた造形美の土器
等を写真と実物で紹介します。
日１０月３０日㈪～１１月１０日㈮、いずれも午前８時
３０分～午後５時（土・日曜日、祝日を除く）
場イベントスタジオ（市庁舎１階）

午後７時から＝木曽山崎コミュニ
ティセンター③１１月１５日㈬、　午
後３時から、午後７時から＝玉川学
園コミュニティセンター、いずれ
も１時間程度（各回とも同一内容）
※駐車場に限りがあります。
※託児サービス希望者（６か月以
上の未就学児）は、東京都南多摩東
部建設事務所へお問い合わせ下さ
い。

開催します

土砂災害警戒区域等の指定に関する説明会
問東京都南多摩東部建設事務所工事課☎７２０・８６７１、（公財）東京都公園
協会立川事務所☎０４２・５２７・９７６１、町田市防災課☎７２４・３２１８

問生涯学習総務課☎７２４・２５５４

催し名/主催団体 公演日/会期 時間／費用等
民謡の集い/町田市民謡協会

10月29日㈰

午前10時～午後3時
わくわく秋のコンサート/町田楽友
協会 午後5時30分～7時15分

親子で親しむ茶会/町田茶道会
午前11時、午後2時費500円（小
学生以下無料）※要予約。往復ハガ
キまたはＥメールで申し込み。詳
細は同茶道会（☎745・9956）へ。

映画上映/映像文化研究会 午後1時30分～4時30分（午後1
時開場）

囲碁大会/町田市囲碁連盟 午前10時～午後7時

絵画・写真展/町田市美術協会 10月29日㈰～
31日㈫ 午前10時～午後5時（初日は午後

1時から、最終日は午後4時まで）俳句展/町田市俳句連盟 10月29日㈰～
11月2日㈭

ハンギングバスケットの展示/花の
町田サンタンカの会

10月29日㈰～
11月3日㈷

午前10時～午後5時（最終日は午
後4時まで）

吟詠大会/町田市吟詠連盟
10月30日㈪

午前10時～午後3時
町田市民文化祭40周年特別イベン
ト～桜美林大学【NO DANCＥ NO 
LIFＥ 2017】

午後7時～8時30分

人形美術展/町田市人形文化連盟

10月30日㈪～
11月3日㈷

午前10時～午後5時（初日は午後
1時から、最終日は午後4時まで）

パッチワークつるし飾り展/パッチ
ワークキルト研究会
陶芸展/紅土会
いけばな展/町田華道協会
ハワイ音楽のバンド演奏とフラの
集い/ハワイ音楽と舞踊研究会 10月31日㈫ 午前11時～午後2時20分

こと・三絃・尺八演奏会/町田市三曲
協会 11月1日㈬ 正午～午後2時30分

歌唱の集い/宮川哲夫研究会 午後4時30分～8時

書道展/町田市書道連盟 11月1日㈬～3
日㈷

午前10時～午後5時（最終日は午
後4時まで）

舞踊の集い/町田市舞踊連合会 11月2日㈭ 午前11時～午後3時
唄と踊りの集い/町田市民踊親和会 午後4時～7時

フラの集い/東京町田フラ協会

11月3日㈷

午前11時15分～午後3時（正午
～午後1時に記念式典有り）

シャンソンが流れる街・町田/町田
市シャンソン文化協会 午後5時30分～8時30分

リコーダー・アンサンブルをご一緒
に/町田楽友協会

午前10時～11時45分費300円
（教材費）※要予約。10月26日ま
でに同協会（☎748・5077）へ。

美しい日本の歌を楽しみましょう/
町田楽友協会

午後1時30分～3時費300円（教
材費）※要予約。10月26日までに
同協会（☎732・9378）へ。

茶会/町田茶道会 午前10時～午後4時費500円（小
学生以下無料）

場町田市民ホール

第４０回　町田市民文化祭　秋の催し
問町田市民ホール☎７２８・４３００、町田市文化振興課☎７２４・２１８４


