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自由民権資料館
古 文 書 講 座

　江戸時代の古文書等をテキストに
使用し、古文書を読む手掛かりや勉
強の仕方を学ぶ入門講座です。
日５月１７日、３１日、６月１４日、２８日、
７月１２日、２６日、９月２７日、１０月１１
日、２５日、１１月８日、２２日、１２月６
日、いずれも木曜日午前１０時～正
午、全１２回
場同館
講神奈川大学講師・川鍋定男氏
定２０人（市内在住、在勤、在学〔市内
の歴史学習団体等で活動している方
を含む〕の方及び初受講者を優先の
うえ、抽選）
※結果は４月１７日ごろに発送します。
費４０００円
申往復ハガキに講座名・住所・氏名

（ふりがな）・電話番号、在勤・在学の
方はその旨を書き、返信用にも宛先
を明記し、４月９日まで（必着）に自由
民権資料館（〒１９５－００６３、野津田

町８９７）へ。
問同館☎７３４・４５０８
資料寄託記念
中垣ゆたかミニ展示コーナー

　昨年夏に開催した「ことばらんど
でたからさがし！～中垣ゆたか展」
の縁で、市内在住の絵本作家・中垣ゆ
たか氏の絵本や４コママンガ「町田
家、あさって、しあさって。」をはじめ
とする原画約４０００点が、町田市民
文学館に寄託されました。これを記
念してミニ展示コーナーを設置し、
新作絵本の原画等を公開します。
日３月２０日㈫～４月８日㈰、午前１０
時～午後５時（月曜日は休館）
場町田市民文学館１階文学サロン
【関連イベント～ワークショップ「く
るくるプップー　コラージュ絵本を
つくろう！」】
　絵を描いたり、色紙を切ったり貼
ったりしながら、おはなしを考えて
絵本を作ります。
対小学生
日３月２８日㈬午後２時～４時
場同館２階大会議室
講絵本作家・中垣ゆたか氏

定１５人（申し込み順）
申３月１５日正午から電話で同館へ。

◇
問同館☎７３９・３４２０

町田産新鮮野菜の販売
　市内の認定農業者が作った町田産
の新鮮野菜の販売です。いずれも売
り切れ次第終了です。
【４月の日曜朝市】
日４月１日㈰午前７時～８時
場教育センター校庭
問農業振興課☎７２４・２１６６
町田市民文学館
飯 間 浩 明 氏 講 演 会

【ことばが変化するってどういうこ
と？～国語辞典をつくる視点から】
　国語辞典編さん者である飯間氏に
お話しいただきます。
日４月１４日㈯午後２時～３時３０分
場同館２階大会議室
定８０人（申し込み順）
申３月１６日正午～４月１２日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８０３１６Ｃへ（２人ま
で申し込み可）。

問同館☎７３９・３４２０催し・講座催し・講座 情報コーナー
●八王子都税事務所～自動車の移転
・廃車手続きはお済みですか
　自動車税は毎年４月１日現在、車検
証に記載の所有者（割賦販売の場合
は使用者）に課税されます。自動車を
譲渡したときは移転登録、廃車した
ときは抹消登録の手続きが必要で
す。管轄の運輸支局または自動車検
査登録事務所で３月３０日までに手続
きを行って下さい問東京都自動車税
コールセンター☎０３・３５２５・４０６６
●東京都福祉保健局～子育て応援と
うきょうパスポートのアプリ配信が
スタート
　同パスポートホームペー
ジに掲載のアプリページへ
のリンクをクリックしていただく
か、「Google Play ストア」または

「App Store」から、アプリ名で検索
し、ダウンロードして下さい（アプリ
は無料、通信費は利用者負担）問同局
少子社会対策部計画課☎０３・５３２０
・４１１５

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５月１５日号です。次回申込締切日＝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
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 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。

●市立総合体育館～リラッ
クス＆リフレッシュ体操教
室①シェイプアップ②姿勢
改善
対市内在住、在勤、在学の３０歳以上
の方日４月１８日～６月２０日の水曜
日、①午前９時１５分～１０時１５分②
午前１０時３０分～１１時３０分、各全
１０回定各５０人（抽選）費３４００円申
往復ハガキ（１人１枚）に必要事項を
明記し、３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
【小学生スクール１期Ａ～Ｃ
（火・木コース）、Ａ・Ｂ（水コ
ース）】
対小学生日①火コース＝４月１０日～
５月２２日②水コース＝４月１１日～５
月２３日③木コース＝４月１２日～５月
２４日（５月３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～７時
４５分、Ａ・Ｂ各１時間（要問い合わせ）、

①②各全７回③全６回定各６０人（抽
選）費①②５６００円③４８００円申往復
ハガキに必要事項を明記し、３月２２
日まで（必着）に同プールへ
【プール春祭り２０１８】
日３月２５日㈰午前９時～午後９時（イ
ベントにより開催時間が異なる）場
同プール内トレーニング室を含む施
設を無料開放（駐車場は有料）、市内
の授産施設による展示即売会、お子
さん向けの絵本や紙芝居の読み聞か
せ等

◇
問同プール☎７９２・７７６１
●サン町田旭体育館
【はじめてのバスケ教室】
対市内在住、在学の小学４
年生日５月１９日～６月９日の土曜日、
午前１０時３０分～１１時４５分、全４回
定２０人（抽選）費１０００円申往復ハガ
キに必要事項を明記し、４月３０日ま
で（消印有効）に同館へ
【親子体操教室】
対市内在住、在園の２０１４年５月１０

日～２０１５年１１月９日生まれの幼児
とその保護者日５月９日～７月１１日
の水曜日、午前１０時～１１時、全１０回
定２５組（抽選）費１組４７００円申往復
ハガキに必要事項を明記し、４月２０
日まで（消印有効）に同館へ

◇
問同館☎７２０・０６１１
●野津田公園～自然観察教室「冬の
野鳥観察」
対小学生以上の方（保護者同伴の未
就学児の参加も可、大人１人での参
加歓迎）日３月２４日㈯午前９時～正
午場同公園講日本野鳥の会・島津哲
也氏定２０人（申し込み順）費大人
５００円、小学４～６年生３００円（保険
料、材料費込み）／小学４年生未満は
１人まで無料申３月１５日午前９時か
ら電話で同公園管理事務所（☎７３６
・３１３１、受付時間＝午前９時～午後
５時、土・日曜日、祝日も可）へ
●忠生公園～定例自然観察会「春に
息づく花と昆虫」
　ルーペをお持ちの方はご持参下さ

い（同公園で貸し出しも可）日４月１
日㈰午前９時３０分～１１時３０分（雨
天中止）場同公園自然観察センター
（忠生がにやら自然館）内草花や昆虫
を観察問同公園☎７９２・１３２６
●小野路宿里山交流館
【①小野路桜ガイドウォーク】
　桜や里山の風景を楽しみながら小
野路周辺を歩きます日４月３日㈫午
前１０時～午後３時、集合は別所バス
停、解散は同館（小雨実施、荒天中止）
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４月１１日㈬午
前１０時３０分～正午定８人（申し込み
順）費１０００円（材料代）

◇
申①３月１６日正午から②３月２８日正
午から、イベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）またはイベシスコード①
１８０３１６Ｄ②１８０３２８Ａへ問同館☎
８６０・４８３５

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　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
合気道と護身術で暴漢対策自分の身を守る方法 ３月１８日、２５日午前９時３０分 図師小学校体育館 無料 茂野忠昭☎７９８・２３３５ 初心者と子どもが対象
山の写真展 ３月２０日～２５日午前１０時～午後５時 国際版画美術館 無料 深澤忠士☎７２２・１７４７ 初日は午後１時３０分から
朗読会花いかだ　図書館まつりで良い本を読みます ３月２４日㊏午後２時から 中央図書館６階ホール 無料 田中☎７２７・０６６１ 申し込み不要です
ビスケットで遊んで学ぶ！親子プログラミング体験 ３月３１日㊏午後１時～、３時～　８０分 せりがや会館３階大会議室 ７００円 中村☎０８０・７０４３・１６４５　要予約 定員１０組、使用機器は用意
春のフラワーアレンジメント ４月５日、１９日㊍午前１０時～正午 生涯学習センター６階 ２５００円 フラワーズ西川☎０９０・６５０６・５９０７ 要申込・初心者歓迎します
サルビアダンスパーティー（ミキシング有） ４月５日、５月３日午後１時２０分～４時 鶴川市民センターホール ５００円 高瀬☎７３４・１８４８ お気軽においで下さい！！
「朗読で楽しむ」つるの会主催のミニ朗読会です ４月７日㊏午後２時～３時 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
スクエアダンス講習会開催 ４月７日、１４日、２８日午後１時３０分～ 木曽森野コミュニティセン

ター 無料 有村晴美☎７９１・１９８０ 初心者の方、大歓迎
百人一首かるた会（小学生～大人、初心者も可） ４月１４日㊏午後１時３０分～４時３０分 生涯学習センター和室１ ２００円 𠮷川☎返７２２・６３７０ ３月１７日午後１時３０分～も有り
東日本震災チャリティ・津軽三味線＆タブラの世界 ４月１４日㊏午後７時～９時 町田市民フォーラムホール ２５００円 中丸重子☎０９０・５８１３・８５３１　要予約 かしの木山ＮＥＸＴです
講演会「明治１５０年と［西郷どん］」 ４月２１日㊏午後２時３０分～４時３０分 町田市民フォーラム３階 ５００円 まちだ史考会・稲葉☎０９０・７８０５・５１７５ 直接会場へお越し下さい


