
10 2017．10．15 電話（☎042・724・5656）やインターネットのイベント申込システム（ イベシスで検索）
で申し込みができます。コード＝インターネットで24時間申し込みができます。イベント申込システム 町田市イベントダイヤル

10月19日㈭には、違反建築の10月15日㈰～ 21日㈯は違反建築防止週間です。

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。次回申込期間＝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～ジュニ
アＨＩＰＨＯＰダンス教室
対市内在住、在学の小学１
～３年生日１１月２４日～１２月２２日の
金曜日、午後４時３０分～５時３０分、全
５回定３０人（抽選）費１４００円申往復
ハガキ（１人１枚）に必要事項を明記
し、１０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～障が
い者卓球教室
対市内在住、在勤、在学の
１８歳以上で、体育館まで通える障が
いのある方日１１月１８日～１２月１６
日の土曜日、午後１時～２時３０分、全
５回定２０人（抽選）費７００円申往復ハ
ガキに必要事項を明記し、１０月３１
日まで（消印有効）に同館へ問同館☎
７２０・０６１１
●市立室内プール
【小学生スクール４期Ａ～Ｃ
（火・木コース）、Ａ（水コース）】
対小学生日①火コース＝１１月７日～
１２月１９日の火曜日②水コース＝１１
月８日～１２月２０日の水曜日③木コ
ース＝１１月９日～１２月２１日の木曜
日（１１月２３日を除く）①③午後４時
３５分～７時４５分、Ａ～Ｃ各１時間（要
問い合わせ）②午後５時４０分～６時
４０分、①②各全７回、③全６回定各６０
人（抽選）費①②各５６００円③４８００

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。

円申往復ハガキに必要事項を明記
し、１０月２６日まで（必着）に同プー
ルへ
〈室内プールのお知らせ〉
　インターナショナルスポーツネッ
トワーク杯のため、１１月１９日㈰は
プールの一般利用はできません（ト
レーニング室は通常どおり利用可）。
なお、大会前日は、５０ｍプールが高
水位（１．４ｍ～１．７ｍ）となり、水温
が１～２度ほど低くなりますのでご
注意下さい
【スタート専用コースとして開放】
　高水位時に、５０ｍプール採暖室側
の１コースをスタート専用の練習コ
ースとして開放します対２０歳以上
の方日１１月１８日㈯午後６時１０分～
８時４５分費施設利用料申直接スター
ト専用コース前で受け付け／プール
の満水状況により、開放時間が変更
となる場合があります。なお、飛び込
みには危険が伴いますので、誓約書
に署名をお願いします

◇
問同プール☎７９２・７７６１
●野津田公園
【月替わりのテーマで体づ
くり～アクティブヨガ教室】
対２０歳以上の方日１１月７日、１４日、
２１日、いずれも火曜日午前１０時１５
分～１１時４５分定１２人（申し込み順）
費１５００円申電話で同公園管理事務

所へ／１２月、１月も開催。詳細は同公
園ホームページをご覧下さい
【自然観察教室～秋の植物観察】
　大人１人での参加も歓迎です対小
学生以上の方（保護者同伴の場合は
未就学児の参加も可）日１１月４日㈯
午前９時～正午場同公園内植物の観
察とドングリ等を使った簡単なクラ
フト講（有）植生技術・石森佳子氏定
２０人（申し込み順）費大人５００円、小
学４～６年生３００円（保険料）／小学４
年生未満は１人まで無料申１０月１５
日午前９時から電話で同公園管理事
務所へ
【フリーマーケット開催】
　キッチンカーも出店します日１０
月２２日㈰午前１０時～午後４時場同
公園陸上競技場周辺の園路・広場

◇
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）
●相原中央公園～美大生の
スケッチ教室
対市内在住、在学の小学生
以上の方日１０月２９日㈰午前１０時～
午後３時場同公園芝生広場周辺（雨
天時は管理棟内）内公園内で花や風
景を描き、物の見方、発想、画材の使
い方を勉強する（画材は公園が用意）
講多摩美術大学生、東京造形大学生
定２０人（申し込み順）費３００円申１０

月２４日までに同公園管理事務所（☎
７７２・１４４９、受付時間＝午前９時～
午後８時）へ
●小野路宿里山交流館
【①歴史ガイドウォーク】
　まちだ観光案内人のガイドのも
と、新撰組とゆかりのある小野路を
歩いて歴史の片鱗に触れてみません
か日１１月８日㈬午前９時３０分～午後
３時（小雨実施）場同館、小野路エリ
ア定２０人（申し込み順）費１５００円
（ガイド料、保険料、昼食代）
【②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１１月１５日㈬
午前１０時３０分～正午定８人（申し込
み順）費１０００円（材料代）

◇
申①１０月２５日正午から②１１月２日
正午からイベントダイヤル（☎７２４
・５６５６コード①１７１０２５Ａ②１７１１
０２Ｃ）へ問同館☎８６０・４８３５
●町田市美術工芸館～美工フェステ
ィバル
　仮装での来場も歓迎です日１０月
２８日㈯午前１０時～午後３時場同館
内各種模擬店、体験ブース（手作りキ
ャンドル、マグネット色付け）、子ど
も向けゲームコーナー、ハロウィン
製品の販売、大抽選会等問同館☎
７９３・２２２７

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
第４２回萌美展　油彩・水彩他 １０月１７日～２２日午前１０時～午後５時 国際版画美術館 無料 エビスヤ☎７３５・１４７０ 初回は午後１時から
東京写真表現塾　第１回作品展（第１期生写真展） １０月１８日～２３日午前９時３０分から 町田市フォトサロン 無料 松島義行☎７２４・０９３６ 塾生による自主的な写真展
自作ビデオ映像の発表会　笑いと感動のひと時を！ １０月２０日午後１時～４時２０分 町田市民フォーラム３階 無料 町田映像クラブ・鳥井☎７９２・２９８１ 手作りビデオ仲間　募集中
景信山でお餅をついてランチ　さわらび山の会 １０月２２日㊐午前７時 ＪＲ町田駅集合 ８００円 篠原☎０９０・１６１５・６５７８　要電話 高尾山～景信山パンフ有
語り読みの会　賢者の贈りもの　樋口一葉日記 １０月２２日㊐午後３時１５分～４時 町田市民文学館第６会議室 無料 衛藤☎８１４・３８３０ 文学館まつり３階にて開催
長唄合同演奏会　唄と三味線の発表会 １０月２３日㊊午前１１時～、午後１時３０分～ 町田市民フォーラム３階 無料 長唄を学ぶ会・岡部☎７３５・７０８８ 長唄は歌舞伎の伴奏音楽
第１０回パレット展（水彩画） １０月２４日～２９日午前１０時～午後５時 国際版画美術館 無料 村田☎７２２・０７０５ 初日午後１時～、２９日午後４時迄
「かたり」をたくさん聞いてみましょう～ １０月２６日㊍午後１時３０分～４時４５分 中央図書館６階ホール 無料 瓶子（へいし）☎０９０・３５２１・３６３６ 語りに興味のある方はぜひ
陶朋会「陶芸ミニ展示会」 １０月２７日～２９日午前１０時～午後４時 生涯学習セン

ターミニギャラリー 無料 金沢☎０９０・７２８４・５９１０ 初日は午後０時３０分から
町田母親大会～宮沢勝之コンサート（うたと語り） １０月２８日㊏午後１時３０分～４時 町田市民フォーラムホール ３００円 寺澤敏子☎７３５・３７００ 命の尊さをうたいましょう
時代小説読み語り・山本周五郎著「夜の辛夷」 １０月２９日㊐午後２時から 中央図書館６階ホール ５００円 池内正幸☎０７０・２８１６・６６７２ ご来場お待ちしております
「第４回鶴川朗読会」つるの会主催の朗読会です １０月３１日㊋午後１時３０分～３時３０分 和光大学ポプリホール鶴川 無料 橋本英子☎７３６・０４５５ お気軽においでください
第２２回水彩画サークル作品展 １０月３１日～１１月５日午前１０時～午後５時 国際版画美術館市民展示室 無料 森☎７２７・２２８１ 初日は正午から
町田友の会　家事家計講習会～家計簿つけてみよう １１月９日㊍午前１０時～正午 町田市民フォーラム和室 ４００円 長沼☎７２４・２９１８　要予約 託児有・他日程、場所も有
第６回陶成会展 １１月１０日～１２日午前９時～午後５時 町田市民ホール 無料 卯月功☎７９７・８３７６ 初日午後１時～、１２日午後４時迄
俳句や歌謡吟詠などの楽しい発表会です １１月１９日㊐午後１時～３時頃 成瀬コミュニティセンター 無料 吟照流町田吟誠会・宮﨑☎７２３・３７０１ 小学生～高齢者どなたでも
講演「こどもと空気」開成中学高校校長柳沢幸雄氏 １１月１９日㊐午前１０時～正午 町田市民フォーラム４階 ５００円 香害チーム☎０９０・３６８１・９９１８ あなたも香害の加害者！？
講演会「親なきあと」を「親あるあいだ」に考える １１月２０日㊊午後２時～４時 町田市民フォーラムホール 無料 富士すその会事務局☎７９１・７９５５ 『親心の記録』差上げます
はまなすダンスパーティー（創立２５周年記念） １１月２３日㊗午後１時～４時３０分 町田市文化交流センター １０００円 星山☎７２６・４９７３　要電話 プロのデモ・リボン等有り
お米づくりの収穫祭～おもちつき～親子も歓迎 １１月２３日㊗午前９時３０分から ひなた村野外炊事場 ５００円 草たんぼ☎０７０・５５６８・３３８６ １１月３日迄に連絡下さい
三輪の里山と地下６０ｍの防災施設見学ガイドツアー １１月２４日㊎午前９時～午後３時３０分 鶴川駅北口改札口集合 ５００円 ガイドボランティアの会☎７２７・４２４９ 約６㎞の散策です・要申込

催し・講座催し・講座
大地沢青少年センター
ピザ窯・薫製箱利用講習会

　石窯とドラム缶窯でピザを焼き、
薫製箱で基本的な薫製をして、その
利用について学びます。講座受講後
は、ピザ窯・薫製箱の個人利用ができ
ます。
対高校生以上の方

日1０月２８日㈯午前1０時～午後３時
場同センター
定２０人（申し込み順）
費４００円
申1０月15日午前９時から電話で同
センター（☎７８２・３８００）へ。

食 育 ツ ー リ ズ ム
【乳しぼり体験と創作ミルクうどん
を作ろう】
　食への関心を高め、食に対する感
謝の心を育むことを目的に、農業と

商業が協働して「食育ツーリズム」を
実施します。
対市内在住の３歳～中学生とその保
護者（親子参加必須）
日1２月９日㈯午前９時～午後３時、集
合・解散はＪＲ横浜線相原駅（雨天実
施）
※専用バスで移動します。
場北島牧場（相原町）、うどん屋開都

（相原町）、大地沢青少年センター
内牛の乳しぼり体験、製麺所の見学、
調理人を講師に招き創作ミルクうど

んの調理体験、バター作り
定２４人（申し込み順）
費２０００円（各体験費、食材費、バタ
ー手作りキット代、保険料）
申参加者住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・生年月日・性別を明記し、ＦＡＸで
町田ツーリストギャラリー（返８5０・
９３1２）へ（町田市観光コンベンション
協会ホームページで申し込みも可）。
問同ギャラリー☎８5０・９３11（受付
時間＝午前1０時～午後７時）、町田市
保健予防課☎７２２・７９９６


