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国際版画美術館
創作講座　リトグラフ
　リトグラフ特有のデリケートな表

現に挑戦してみませんか。
　この技法では、描いたとおりのト
ーンやタッチを、そのまま版にする
ことができます。
対高校生以上の初心者
日２０１８年１月１９日～３月２３日の金
曜日、午後１時３０分～４時３０分、全

対市内在住、在学、在園の５歳～小学
４年生とその保護者（小学生は子ど
ものみの参加も可）日１２月３日㈰午
前１０時～正午内砂・石の観察、滑

な め し

石
を用いたネックレス作り、鉱物の鑑
定法の紹介等講まちだ実験し隊定
２０人（申し込み順）費３００円
【⑥科学クラブ～身近にある金属や
調味料で電気を発生させてみよう！】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生日１２月１７日㈰午前１０時～正午
内各種電池の仕組みについての講
義、電気発生器の製作と実験等講ス
バルサイエンスクラブ主任指導員・
鵜飼孝治氏定１５人（申し込み順）費
３００円

◇
申①②直接会場へ③～⑥１１月１５日
午前１０時から電話でひなた村（☎７２２
・５７３６）へ／③は、定員に空きがあ
れば１１月１６日午前１０時から、１９歳
以上の方も電話で受け付けます
●玉川学園子どもクラブ　ころころ
児童館～ころころ小春祭２０１７　子
ども達よ、さあ飛びたとう！
日１１月２５日㈯午前１０時～午後３時
内模擬店、ステージプログラム、遊び
コーナー問同館☎７１０・１４７５

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１２月９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
●サン町田旭体育館～初心
者太極拳教室
対市内在住、在勤、在学の
１８歳以上の方日２０１８年１月９日～３
月１３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、１２月１５日まで（消印有効）に同
館へ問同館☎７２０・０６１１
●町田市自然休暇村～スキー・スノ
ーボードツアー
　スキー・スノーボード教室（自費）
もありますので、初心者でも安心で
す。スキーのレンタルもできますの
で、受付時にお申し込み下さい／添
乗員は同行しません。現地係員が対
応します対市内在住、在勤、在学の方
とその同行者日２０１８年１月１３日㈯
午前７時～１４日㈰午後５時ごろ、１泊
２日、集合は町田ターミナルプラザ、
解散は町田駅周辺（予定）場町田市自

１０回
場同館
内アルミ版を用いた多色刷りのリト
グラフ作品を制作
講版画家・根岸一成氏
定１０人（抽選、結果は１２月１５日ごろ
郵送）

●大地沢青少年センター
【親子でハイキング＆リース作り】
対市内在住、在学の小・中学生の親子
日１１月２６日㈰午前１０時～午後３時
場同センター周辺定３０人（申し込み
順）費５００円
【親子陶芸教室】
　世界にひとつだけのマグカップや
お皿を作りませんか対市内在住、在
学の両日参加できる小学生で、陶芸
初心者の親子日１２月３日、２０１８年１
月２１日、いずれも日曜日午前１０時
～午後２時、全２回場同センター内１
日目＝粘土成型、２日目＝絵付け定
３０人（申し込み順）費大人８００円、小
学生４００円

◇
申１１月１５日午前９時から電話で同
センター（☎７８２・３８００）へ／ＪＲ横
浜線相原駅西口～同センター間の無
料送迎バスを運行します
●中央図書館～親子で楽しむ本と科
学実験　紫外線ってなんだろう？Ｕ
Ｖチェックストラップをつくろう
　ＵＶチェックビーズでストラップ
を作って紫外線の量を確認しよう対
小学生とその保護者（小学生のみの
参加も可）日１２月３日㈰午後２時か

然休暇村（長野県南佐久郡川上村）定
４０人（申し込み順）／最少催行人数
は３５人です費中学生以上１万８８００
円、小学生以下１万６８００円（交通費、
宿泊費、リフト代、１日目夕食～２日
目昼食、保険料含む）／旅行条件書、
振込先は申込者に別紙でご連絡しま
す旅行企画・実施ＪＷＴジャパンウイ
ンズツアー（株）、長野県知事登録第２
－３９９号、全国旅行協会会員・長野県
旅行業協会会員（長野県佐久市今井
５３３－１、☎０２６７・６６・１２６８〔代〕）、
利用バス会社＝信濃バス（長野県南
佐久郡川上村樋沢２３４）申１１月１５日
午前９時から電話で自然休暇村（錆
０１２０・５５・２８３８）へ（１月３日以降の
取り消しはキャンセル料が必要）
●町田市フォトサロン
【ツバキ展開催】
　日本ツバキ協会町田支部の出展協
力により、ツバキの花々を写真と生
花で紹介します日１２月９日㈯、１０日
㈰場同サロン２階展示室

【２０１７年　私のこの一枚写真展作
品募集】
　２０１８年１月に開催する本展に展
示する写真を募集します定６０人（先
着順）費３００円（１人１点）写真サイズ

費２万円
申１１月１７日正午～１２月１１日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６コー
ド１７１１１７Ｈ）へ（同館ホームページ
で申し込みも可）。
問同館☎７２６・２８８９

ら場同館講科学読物研究会会員・坂
口美佳子氏定５０人（申し込み順）申
１１月２１日正午～２８日にイベントダ
イ ヤ ル（ ☎７ ２ ４・５ ６ ５ ６コード
１７１１２１Ａ）へ（申し込みは２人まで）
問同館☎７２８・８２２０
●町田市民文学館～コラージュで作
るカルタ風年賀状教室
　お正月の挨拶と絵を考え、カルタ
札のような年賀状をコラージュ技法
で作成します対小・中学生日１２月
１０日㈰午前１０時～正午場同館講造
形作家・萱沼明美氏定１８人（申し込
み順）費２００円（材料費）申１１月１５
日午後１時から電話で同館（☎７３９・
３４２０）へ
●国際版画美術館～子ども講座　雪
やこんこ。あられやこんこ。犬はよろ
こび庭かけまわる。
対小学生日１２月１６日㈯午後１時３０
分～４時３０分場同館内来年の干支で
ある「犬」を題材に版画を作る講版画
家・竹上妙氏定１５人（抽選、結果は
１１月３０日ごろ郵送）費５００円申１１
月１６日正午～２６日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６コード１７１１１６
Ｈ）へ（同館ホームページで申し込み
も可）問同館☎７２６・２８８９

Ａ４、６つ切り（ワイド可）申応募票に
記入し、曲がらないよう封筒などに
入れて、１２月１０日午前１０時から直
接同サロン１階受付へ

◇
問同サロン☎７３６・８２８１
●小野路宿里山交流館
【小野路の秋みつけた！～アートコ
ンテスト作品募集】
　小野路及びその周辺を舞台にした
「秋」を感じさせる写真や絵画等の作
品を募集します。１２月１日～２０日に
同館へ来場した方の投票で入賞者を
決定し、コンテストの結果は、１２月２３
日に発表します（入賞者には賞状及
び図書カードの贈呈も有り）／詳細
は、募集要項（同館で配布、町田市ホ
ームページでダウンロードも可）を
ご覧下さい申作品の裏に氏名・作品
名を書き、募集要項裏面の応募用紙
に必要事項を記入し、１２月１５日ま
で（必着）に直接または郵送で同館へ
【年忘れ小野路宿寄席】
日１２月７日㈭午後１時３０分開演、２
時間程度（受け付けは午後１時から）
場同館内真打・柳家一九氏の落語、江
戸芸かっぽれ師範・櫻川櫻お伴氏と
社中の踊り等
【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１２月１３日㈬
午前１０時３０分～正午定８人（申し込
み順）費１０００円（材料代）申１１月２９
日正午からイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６コード１７１１２９Ａ）へ

◇
問同館☎８６０・４８３５

●ひなた村
【①ひなた村シアター】
日１１月２６日㈰午前１０時３０分～１１
時３０分場ひなた村第１レクルーム内
「リスとカメラマン」「三ねん寝太郎」
【②たき火のじかん】
　小学３年生以下のお子さんは保護
者同伴でおいで下さい／アルミホイ
ルや軍手が必要な場合は持参して下
さい日１２月２日、１６日、いずれも土
曜日午前１０時～１１時３０分（正午に
消火、雨天中止）内薪

たきぎ

拾い、たき火体
験
【③糸のこ教室】
　初心者も歓迎です対市内在住、在
学の小学２年生～１８歳の方（小学２
年生は保護者同伴）日１１月２５日㈯
午後２時～４時内電動糸のこ盤を使
ってパズル等組み木のおもちゃ作り
講町田糸鋸の会定１０人（申し込み
順）費３００円（糸のこ１台につき）
【④たきびあそびよろこび】
対市内在住、在学の小学３～６年生日
１２月９日㈯午後１時～４時内たき火
で焼き芋、森で外遊び定２０人（申し
込み順）費１００円
【⑤科学クラブ～ “ぷち”地球のかけ
らを宝石にしよう！】

●市立総合体育館
【①ビューティーボディ体
操教室】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
６０歳未満の女性日２０１８年１月１０日
～２月７日の水曜日、午前９時１５分～
１０時１５分、午前１０時３０分～１１時
３０分、各全５回定各５０人（抽選）費
１７００円
【②親子ふれあい体操教室】
対４～６歳の未就学児とその保護者
日２０１８年１月６日～３月２４日の土曜
日（１月１３日、１月２０日を除く）、午前
９時３０分～１１時、全１０回定３０組（抽
選）費４７００円

◇
申往復ハガキ（①１人１枚②１組１枚）
に必要事項を明記し、１１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
●市立室内プール
【キッズダンス５期】
対Ａ＝小学１～３年生、Ｂ＝
小学４～６年生日１２月５日～２０１８年
１月３０日の火曜日（除外日有り）、Ａ
＝午後４時３０分～５時３０分、Ｂ＝午
後５時４０分～６時４０分、各全７回定
各２０人（抽選）費５６００円申往復ハガ
キに必要事項を明記し、１１月２２日
まで（必着）に同プールへ
〈お知らせ〉
　第８２回関東支部マスターズスイ
ミングフェスティバルのため、１２月
１０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

子どもの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、町田市ホームページをご覧下さい。

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。

催し・講座催し・講座


