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生涯学習センターコンサート事業
まちだフレッシュコンサート
　今春、大学を卒業したばかりの若
手音楽家によるクラシックコンサー
トです。
日４月２１日㈯午後３時開演
場生涯学習センター
出演者出身校桜美林大学、昭和音楽
大学、東京音楽大学　他
定１２３人（申し込み順）
申１次受付＝３月１５日正午～１９日午
後７時にイベシスコード１８０３２０Ｈ
へ／２次受付＝３月２０日正午～４月
１５日にイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）またはイベシスへ。
※附室からの親子鑑賞希望者（未就
学児と保護者、３組）は電話でのみ受
け付けます。
問同センター☎７２８・００７１
市民提案型事業
講座づくり★まちチャレ
　生涯学習センターをはじめとする
市内の公共施設を会場にした講座づ
くりにチャレンジしてみませんか。
シニアの生活、子育て、防災など身近
な課題を考え合うきっかけにご活用
下さい。
※詳細は、募集要項（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、町田市ホームページでダウ
ンロードも可）をご覧下さい。
対市内在住の代表者を含む３人以上
（市内在住、在勤、在学の方が半数以
上）のグループで学習講座の企画・運
営をしてみたい方
※市民企画講座で、２０１７年度に採
用された団体は申し込みができませ
ん。
申申込書（説明会で配布）に記入し、
５月５日午後５時まで（必着）に直接ま
たは郵送で生涯学習センターへ。
【説明会を開催します】
　説明会で申込書を配布します。申
込希望者は出席して下さい。説明会
に参加できない場合は、必ずお問い

合わせ下さい。
日４月１４日㈯午前１０時～正午（受け
付けは午前９時３０分から）
場生涯学習センター６階視聴覚室
内選考基準やスケジュールの説明、
質疑応答
※５月１２日㈯にヒアリングを行いま
す。説明会時に希望の時間帯を伺い
ます。
問生涯学習センター☎７２８・００７１
生涯学習センター
親と子のまなびのひろば

【きしゃポッポ】
　赤ちゃんと遊びながら、お母さん
同士で育児の工夫や、子育ての情報
を共有できるひろばです。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の月末まで）とその保護者、妊婦
の方
日３月２０日、４月３日、１０日、１７日、５
月１日、８日、１５日、いずれも火曜日
午後２時～４時（自由遊びを含む）
※参加は月２回までです。
【パパと一緒にきしゃポッポ】
　育児に参加したいお父さんのため
のひろばです。赤ちゃんと手遊びや、
簡単なおもちゃを手作りします。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の月末まで）とその父親
日３月２５日、４月２２日、５月２７日、い
ずれも日曜日午後２時～４時（自由遊
びを含む）

◇
場生涯学習センター６階保育室
問同センター☎７２８・００７１
乳幼児の保護者向け講座
未来をえがくママの楽

がっ

校
こう

・保育付
対市内在住の未就学児の保護者
日５月２３日㈬、６月１日㈮、６日㈬、１３
日㈬、２０日㈬、２７日㈬、７月４日㈬、午
前１０時～正午、全７回
場生涯学習センター
内保育面接・オリエンテーション、
「遊びで育むコミュニケーション
力」、「子どもを守るちから」、「色々話
してみよう！」、「子どもの運動と発
達」、「まちだで子育て」、「未来をえが
こう」

定２５人（抽選）
費４００円（おやつ代。保育不要の方は
５０円）
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
（５月１日現在、８か月以上の未就学
児、２０人）は子どもの名前（ふりが
な）・生年月日を明記し、４月１０日ま
で（必着）に、直接または郵送で生涯
学習センター（〒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

生涯学習センターまつり
【つながる、ひろがる、はじまる！】
　熱いステージと工夫をこらした展
示や新たな体験ができるワークショ
ップなど盛りだくさんです。来場者
の皆さんも参加できるプログラムが
充実しています。お子さんも楽しめ
ます。
日３月２３日㈮～２５日㈰、午前１０時～
午後５時（２３日は午後０時３０分から）
場同センター６・７階
内オープニング（２３日午後０時３０分
から）＝生演奏ジャズ・カルテットラ
イブ、発表＝ダンス・和太鼓・ウクレ
レ・合唱・大正琴等、展示＝町田の歴
史・陶芸・折り紙・絵画・生け花・書道
等・模擬店（２５日のみ）、ワークショ
ップ＝スピードボール・ロコモ体操
・防災試食体験・防災グッズ体験、フ
ィナーレ（２５日午後４時３０分から）
＝南粋連による阿波踊り・町田コダ
ーイ合唱団による合唱

※一部の催しで材料費がかかります。
問同センター☎７２８・００７１
ご家族で、図書館へ！
まちだ図書館まつり
　市民団体でつくる「まちだ図書館
まつり実行委員会」と各市立図書館
の共催で行います。
日程３月２２日㈭～２５日㈰
場各市立図書館、町田市民文学館
※堺図書館は工事中のため、今年度
は開催しません。
内おはなし会、映画会、各種ワークシ
ョップ、講演会等
※詳細は町田市立図書館ホームペー
ジ、またはチラシ等をご覧下さい。
問中央図書館☎７２８・８２２０、または
各市立図書館
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４月６日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内「たぬきのにゅうがくしき」（脚本
／桂文我、絵／伊藤秀男）、「おだんご
ころころ」［大型紙芝居］（作／坪田譲
治、画／二俣英五郎）　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３月１５日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。

催し・講座催し・講座

問子育て推進課☎７２４・４４６８

町田市メール配信サー
ビス（ほっとメールま
ちだ）で子育て情報を
配信中!

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

　子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」でご案内しています。

町田市子育てひろばカレンダー 検索

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

4月、5月の母子健康案内　お気軽にご相談下さい� ※プレママクッキングを除き、各日とも同一内容です。　※詳細はまちだ子育てサイトでもご覧いただけます。

事業名 対　象 会　場 開催日 時　間 内　容／その他 問い合わせ

プレママ・パパクラス（申し込み制）
申イベントダイヤル（☎724・5656）
ま た は イ ベ シ スコードＡコ ー ス
=180228Ａ、Ｂコース＝180228Ｂへ

16～35週の妊
婦とその夫 健康福祉会館

Ａコース
4月6日、5月11日㈮ 午後1時30分～

4時
妊娠中の過ごし方、歯の衛生等

保健予防課
地域保健係

☎725･5127

4月13日、5月18日㈮ 分娩経過とリラックス法等

Ｂコース 4月21日、5月26日㈯ 午前10時～正午 もく浴実習、妊婦体験等

乳幼児・母性相談
※母子健康手帳をお持ちのうえ、直
接会場へおいで下さい。

2か月以上の未
就学児とその保
護者

健康福祉会館 4月9日、23日、5月14日、28日㈪

受け付け＝午前
9時45分～11時
30分、午後1時
30分～3時

身長･体重測定、保育相談、栄養
相談、歯科相談、母親のからだ
や気持ちの相談

鶴川保健センター 4月3日㈫、5月7日㈪

子どもセンターばあん 4月13日、5月11日㈮

忠生保健センター 4月16日㈪、5月23日㈬

小山市民センター 5月9日㈬

母性保健相談、母乳育児相談
申来所相談と乳房マッサージは要
予約、電話で保健予防課へ

市 内 在 住 の 方
（里帰り中の方
の参加も可）

健康福祉会館 4月5日、12日、19日、26日、5月10
日、17日、24日、31日㈭

午 前10時 ～ 正
午、午後1時～3
時

助産師による相談、乳房マッサ
ージ～電話相談は随時可、健康
福祉会館（☎725・5419）へ

プレママクッキング（申し込み制）
申イベントダイヤル(☎724･5656）
またはイベシスコード180314Ｐへ

16～35週の妊
婦 健康福祉会館 4月26日、5月24日㈭ 午前10時～午後

1時
調理実習、会食、妊娠中の食生
活の話
費500円（食材費）

保健予防課
保健栄養係

☎722・7996
離乳食講習会(初期・後期）、幼児食
講習会(いずれも申し込み制)
申イベントダイヤル(☎724･5656）
またはイベシスコード初期=1803 
14Ｓ、 後 期=180314Ｋ、 幼 児 食
=180314Yへ

4～6か 月 児 の
保護者

健康福祉会館

初期 4月10日㈫、23日㈪、5月
9日㈬、22日㈫

午前10時5分～
11時45分 離乳食の話と試食

8～10か月児の
保護者 後期 4月19日㈭、5月14日㈪、

30日㈬
午前10時5分～
11時40分 離乳食後期の話と試食、歯の話

1歳6か月～2歳
0か月児の親子 幼児食 5月15日㈫ 午前9時55分～

11時45分 親子遊び、幼児食の話と試食


