凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

催し・講座
町田市民文学館・まちだ雑学大学共
催

講

演

会

【“連句”の世界へようこそ！―連句は
雑学のかたまり―】
複数の人が五七五（長句）と七七
（短句）を交互に付け合い１つの作品
を作る
「連句」
。伝統文芸の世界を紹
介します。
日１月１６日㈫午後２時～４時
場町田市民文学館
講俳諧師・佛渕雀羅氏
定８０人
（申し込み順）
申１２月２２日正午～１月１１日にイベ
ントダイヤル
（☎７２４・５６５６コード
１７１２２２Ｃ）
へ。
問同館☎７３９・３４２０
「本をめぐる美術、
美術になった本」
展
関連イベント

講

演

会

【
「本は文明の旗だ」
造本家・恩地孝四
郎とその時代】
「造本家」
を名乗り、近代装幀史に
足跡を残した版画家・恩地孝四郎の
仕事を紹介し、作家や画家との交友
について語ります。
日１月２７日㈯午後２時～３時３０分
場町田市民文学館
講ドイツ文学者・池内紀氏
定７０人
（申し込み順）
申１２月２２日正午～１月２３日にイベ
ントダイヤル
（☎７２４・５６５６コード
１７１２２２Ｂ）
へ。
問同館☎７３９・３４２０
そう てい

食 育 ツ ー リ ズ ム
【野菜収穫＆「ゼルビア×キッチン」で
自分だけのオリジナル献立を作ろう】
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。
対市内在住の小・中学生とその保護
者
（親子参加必須）
日１月２８日㈰午前９時～午後２時３０
分、集合・解散は小田急線鶴川駅（雨
天実施）
※専用バスで移動します。
場まちだ里山農の会
（小野路町）、ゼ
みのり

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

ルビア×キッチン（野津田町）
内野菜収穫体験、簡単な調理体験、栄
養士の講話をもとにＦＣ町田ゼルビ
アのスタッフとゲーム感覚でオリジ
ナル献立作り
定２４人（申し込み順）
費１人２０００円（収穫体験費、食事代、
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
町田の元気を作るカラダとココロの
健康学！

健康づくり体験教室

対市内在住、在勤の５０歳以上の方
日１２月２０日㈬午後１時～３時
場市立総合体育館
内暮らしの中の健康プログラム
講健幸まちづくり研究所・肥後梨恵
子氏
定３０人（申し込み順）
費３００円
申１２月１８日までに電話で
（特）
町田市
レクリエーション連盟（☎返７２９・
０７２０遍ｅｖｅｎｔ＠ｍａｃｈｉｓｐｏ．ｎｅｔ）
へ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

消 費 生 活 セ ン タ ー
【学習会～知っているようで知らな
い介護保険の仕組み 町田市の介護
保険の最新情報を知る】
日１月２６日㈮午前１０時～正午
定４０人（申し込み順）
申１２月１９日正午～１月２１日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１２１９Ａ）へ。保育希望者（１歳以上
の未就学児、申し込み順に６人）は併
せて申し込みを。
【講演会～葬儀・お墓、どうしたら？
自分らしいかたちを選ぼう】
日１月３１日㈬午後２時～４時
内最近の葬儀・お墓の事情を知る
講（株）第一生命経済研究所主席研究
員・小谷みどり氏
定１８８人（申し込み順）
申１次受付＝１２月１５日正午～１８日
午後７時にイベシスコード１７１２１９

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
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 まちだ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HP 町田市ホームページ

問 問い合わせ

Ｇへ／２次受付＝１２月１９日正午～１
月２５日にイベントダイヤル（☎７２４
・５６５６）またはイベシスへ。保育希
望者（１歳以上の未就学児、申し込み
順に１０人）は併せて申し込みを。
※親子室利用希望者（１歳未満児と
保護者のペア、申し込み順に３組）は
電話のみで受け付けます。
【くらしに役立つテスト教室～減塩
生活を目指そう！お宅のみそ汁塩分
測ってみよう】
日２月８日㈭午前１０時～正午
内自作のみそ汁や加工品の塩分を測
定し、減塩の工夫を学ぶ
講町田市消費生活センター運営協議
会会長・小林好教氏
定１６人（申し込み順）
費１００円（検体費）
申１２月１９日正午～２月１日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１２１９Ｂ）へ。保育希望者（１歳以上
の未就学児、申し込み順に６人）は併
せて申し込みを。
◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
問消費生活センター☎７２５・８８０５
さがまちカレッジ

講 座 参 加 者 募 集

【パーソナル・ムービーをみんなでつ
くろう！～この街を生きる「私」の物
語をビデオカメラで記憶する】
この街での思い出を題材に、参加
者同士が撮影した１人ずつの映像作
品を制作するワークショップです
（撮影経験や知識は不問）。
※撮影機材は用意します。
※完成作品上映会を２月１８日に行い
ます。
日１月２８日㈰午前１０時３０分～午後
４時３０分
場町田市生涯学習センター
講東京造形大学映画専攻非常勤講師
・川部良太氏、同大学映画専攻非常
勤講師・橋爪慧氏
定６人（申し込み順）
費１５００円
【日本画の材料に親しむ～小作品を
作ってみましょう】
絵巻の一場面を写し取り、岩絵の
具や箔などの日本画材料を使って作
品にする、初心者向けの講座です。
対全回参加できる高校生以上の方
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日２月１１日㈷、１２日（振休）、午後１時
～４時、全２回
場町田市生涯学習センター
講女子美術大学非常勤講師・木村
みな氏
定１２人（申し込み順）
費６０００円（材料費込み）
◇
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、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）。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
親と子のまなびのひろば

きしゃポッポ＠南市民センター

子育て情報や育児の工夫を話し合
ったり、赤ちゃんとの遊びを見つけ
られるひろばです。
対市内在住の０～１歳児とその保護
者、妊婦の方
日１月２２日㈪午後２時～４時
場南市民センター
定１５組（申し込み順）
申１月４日午前９時から電話で生涯学
習センター（☎７２８・００７１）へ。
和光大学ポプリホール鶴川

和光大学レクチャーコンサート

【身近な音楽「ＪＡＺＺ」の楽しみ方～
モダンジャズ・はっぱふみふみ】
フレーズを自由につなぎ合わせて
音楽を表現する「音のことば遊び」を
題材に、ジャズの楽しみ方をレクチ
ャーします。
日１月２２日㈪午後６時３０分～８時３０
分
場和光大学ポプリホール鶴川
講ＭＪＱ
（Ｍａｃｈｉｄａ Ｊａｚｚｏｏ Ｑｕｉｎｔｅｔ）
定２５０人（申し込み順）
費１０００円
申住所・氏名（ふりがな）
・電話番号を
明記し、ハガキ、ＦＡＸまたはＥメール
で１月１５日まで（必着）に、和光大学
企画係大学開放フォーラム（〒１９５
－８５８５、金井町２１６０、☎０４４・９８８
・１４３３返０４４・９８８・１５９４遍ｏｐｅｎ
＠ｗａｋｏ．ａｃ．ｊｐ）へ。
問文化振興課☎７２４・２１８４

【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５月１５日号です。次回申込期間＝２月
１５日～４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
検索
田市ホームページでダウンロードも可）。市HP 市民の広場
問広報課☎７２４・２１０１

おいで下さい 特定の期日に行うイベント
催 し 名
サルビアダンスパーティー（ミキシング有）
マジック基礎講座～何か地域活動を考えている方
百人一首かるた会
「探鳥会」野鳥観察、冬鳥を探そう！
人を育てるわらべうた～あそびは心のごはんです
月蓉会新春ダンスパーティ
そば打ち体験をして試食します 初めての方歓迎
視覚にハンディのある人とのハイキング
「ロコモ度体力測定会」ロコモ予防対策してます？
講演会北条氏照の戦争と平和～関東戦国史を見直す
チャイム＆コーラス成瀬台ドルチェ コンサート

町田市メール配信サービス

日
時
１月４日、２月１５日午後１時２０分～４時
１月１１日㊍、３１日㊌午後６時３０分から
１月１３日㊏午後１時３０分～４時３０分
１月１４日、２月１１日午前９時３０分から
１月１４日午後１時３０分から
１月１５日㊊午後１時１５分～４時
１月２０日㊏午前１０時～午後１時
１月２１日、２月１８日午前８時３０分
１月２５日㊍午前１０時～正午
２月１７日㊏午後２時～４時
２月１８日㊐午後１時３０分～３時

会
場
鶴川市民センターホール
町田市民フォーラム
生涯学習センター和室１
かしの木山自然公園
玉川学園コミュニティセン
ター
木曽山崎コミュニティセン
ター
町田市民フォーラム調理室
小田急線町田駅西口集合
生涯学習センター学習室
町田市民フォーラム３階
和光大学ポプリホール鶴川

費 用
５００円
５００円
無料
無料
無料
５００円
８００円
１０００円
５００円
５００円
無料

連 絡 先
高瀬☎７３４・１８４８
チャーリー☎０９０・７８３０・６４５６ 要申込
𠮷川☎返７２２・６３７０
かしの木山野鳥クラブ高畠☎７２７・６０３０
長谷川☎７８８・３４３０
松本☎７３５・７４５６
じゃおクラブ玉木☎０８０・１２８４・２４２９
木目田☎７９６・４８４６（要申込）
長野☎０９０・４２０２・３４６０
まちだ史考会・稲葉☎０９０・７８０５・５１７５
吉原☎７２４・５９３６

備考（対象等）
お気軽においで下さい！！
どっきりマジッククラブ
初心者の方もどうぞ
中央広場集合、雨天中止
３～５歳幼稚園児の親子
次回２月５日㊊
おやじクラブ 要電話申込
七福神・羽根木公園
真向法と貯筋で健康長寿！！
直接会場へお越し下さい
電話申し込み

防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 ! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス

検索

