
8 2018．5．15 催しや講座など、申込方法の記載がない場合は直接会場へおいで下さい。

5月1日～31日「町田文化遺産」５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます

消費生活センター
くらしに役立つ料理教室

【夏に向けて、しっかり食べて免疫力
アップ！】
　食材の効能を知り、食べる工夫を
学びながら調理・試食をします。
対市内在住、在勤、在学の方
日６月６日㈬午前１０時３０分～午後１
時
場町田市民フォーラム
講町田地域活動栄養士会・村上律子
氏
定２４人（申し込み順）
費５００円（材料費）
申住所（町名のみ）・氏名・電話番号を
明示し、５月１６日正午～３１日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１８０５１６Ａ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。
問同センター☎７２５・８８０５
和光大学共催講座
エネルギーと私たちのくらし
日６月１５日、２２日、２９日、いずれも
金曜日午後７時～９時、全３回
場生涯学習センター
内「地球温暖化対策の現状から町田
の自然エネルギーを考える」「エネル
ギー問題とシェール革命」、対談「エ
ネルギー問題と私たちの生活」　他
講和光大学教授・岩間剛一氏、同大学
講師・森下直紀氏
定３０人（申し込み順）
申５月１５日午前９時から電話で同セ
ンター（☎７２８・００７１）へ。
犬と楽しく暮らすための
基 礎 講 座
対市内在住の犬を初めて飼育する方
日６月２１日㈭午後２時～４時
場町田市保健所（中町庁舎）
内基本的なしつけやブラッシング等
の手入れ方法を学ぶ
講町田動物愛護の会所属ドッグトレ
ーナー・森本とも子氏、同会所属トリ
マー・小野寺香織氏

定４０人（申し込み順）
申５月１７日正午～６月１４日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８０５１７Ｄへ。
問生活衛生課☎７２２・６７２７

国 際 版 画 美 術 館
【①講座受講生作品展】
　２０１７年度に同館で実施した創作
講座の受講生と講師による展覧会で
す。銅版画及びリトグラフの作品約
４０点を展示します。
日５月２９日㈫～６月３日㈰、午前１０
時～午後５時（５月２９日は午後１時
３０分から、６月３日は午後４時まで）
【②銅版画一日教室（ドライポイン
ト）】
対１５歳以上の初心者（中学生は不
可）
日６月１５日㈮、１６日㈯、午前１０時３０
分～午後４時（各回とも同一内容）
内銅版画のドライポイント技法で単
色刷りの小品（約１５㎝×１２㎝）を制
作（道具、材料は同館で用意）
講版画家・馬場知子氏
定各１４人（抽選、結果は５月３１日ご
ろ郵送）
費３０００円
申５月２７日までにイベントダイヤル

（☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード１８０５１１Ｈへ（同館ホームペー
ジで申し込みも可）。

◇
場同館①市民展示室Ｂ②版画工房
問同館☎７２６・２８８９
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６月１日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内「でんでん虫」（作／新美南吉、構成
・絵／鈴木徹）、「箱根用水」（脚本／
川崎大治、画／久米宏一）　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５月１５日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。
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１５歳以上の方（中学生は不可）
日５月２７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５月１６日午前９時から電話で同セ
ンター（☎７８２・３８００）へ。

まちエコ・フリーマーケット
　いずれも詳細は、（一財）まちだエ
コライフ推進公社（☎７９７・９６１７）
へお問い合わせいただくか、同公社
ホームページをご覧下さい。
【まちエコ・フリーマーケットを開催
します】
　家庭で不用になった物をリユース

（繰り返し使う）するフリーマーケッ
トを開催します。包丁研ぎもありま
す（正午まで）。
日６月１０日㈰午前９時～午後２時
※混雑時は、駐車できない場合もあ
ります。
【車ごと出店できる！～まちエコ・フ
リーマーケット出店者募集】
日７月８日㈰午前９時～午後２時
定４０台（申し込み順）
費２０００円

申６月１日～２０日に直接または電話
で（一財）まちだエコライフ推進公社

（木曽東２－１－１）へ。
◇

場町田リサイクル文化センター隣接
地
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

食育月間ミニイベント
　６月は食育月間です。市庁舎食堂
にて食に関するクイズ、パネル展示、
リーフレット配布などのミニイベン
トを行います。また、イベント開催日
に合わせて、主食・主菜・副菜をそろ
えたヘルシーランチを提供します。
※クイズに参加いただいた先着５０
人の方に、野菜料理レシピ集または
クリアファイルをプレゼントしま
す。
対市庁舎食堂をご利用の方
日６月８日㈮、１５日㈮、１９日㈫、２９日
㈮、午後０時３０分～１時１５分
場市庁舎２階食堂
問保健予防課☎７２２・７９９６

町田産新鮮野菜の販売
　市内の認定農業者が作
った町田産新鮮野菜の販
売です。いずれも売り切
れ次第終了です。
【市役所まち☆ベジ市】
日５月２１日㈪午前１１時～午後１時
場市庁舎前
【６月の日曜朝市】
日６月３日㈰午前７時～８時
場教育センター駐車場

◇
問農業振興課☎７２４・２１６６

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）

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。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
健康促進のための発声体験学習・講習会 ５月１７日㊍午後１時 成瀬コミュニティセンター 無料 茂呂☎０４４・９８９・４８７６ 大きい声が出ない人歓迎
外国料理教室～スペイン料理４品を作ります ５月１７日㊍午後１時～５時 生涯学習センター調理室 ２０００円 大澤☎７９１・４１１４　要電話 オレンジと鶏肉入サラダ等
壊れたおもちゃの修理～ドクターが「診断治療」 ５月１７日㊍午後１時～４時 町田市民フォーラム４階 無料 おもちゃ病院なるせだい☎７２７・０５４３ 部品電池代などは実費
相模川にて室内鑑賞石を探そう会参加者募集気軽に ５月２０日㊐午前８時集合 ＪＲ淵野辺駅南口広場 交通費実費 堀泰洋☎０９０・８６８４・４７１６ 主催　武相愛石会
視覚にハンディのある人とのハイキング ５月２０日、６月１７日午前８時３０分 小田急線町田駅西口集合 １０００円 木目田☎７９６・４８４６　要申込 五日市・鎌倉
ニューファインダンスパーティー ５月２０日㊐午後１時３０分～４時 健康福祉会館 ５００円 黒木☎７２２・５１２８ お一人でもいらして下さい
社交ダンス講習会　ステップ・ジョイ ５月２１日㊊午後１時～２時３０分 つくし野コミュニティセン

ター 無料 髙橋☎７９９・６３２５ 基礎から楽しく学べます
きものパーティ「気軽にお茶会」 ５月２１日㊊午後２時～４時 生涯学習センター和室 １５００円 斎藤☎７９２・２３５１
健康ストレッチピラティスをしませんか？ ５月２３日、３０日㊌午前９時～、１１時～ 鶴川団地五丁目集会所 ５００円 ヤハタ☎０５０・５８８４・３５４８　要電話予約 体無理なく動かしましょう
映画「明日へ―戦争は罪悪である―」 ５月２５日㊎午前１０時、午後２時、６時 町田市民ホール １０００円 土屋☎７９３・５５５０ 反戦僧侶（中原丈雄）の実話
社交ダンス講習会　初心者・中級以上は時間別 ５月２８日㊊午後１時～４時 南市民センター 無料 永山文子☎７９５・５９６６ 初めての方大歓迎お気軽に
ピースフラワーコーラス　第７回コンサート ６月２日㊏午後２時～４時 和光大学ポプリホール鶴川 １０００円 土屋慶子☎７２８・１７７３
町田友の会　生活講座　暮らし上手に！住と家計 ６月８日、１５日㊎午前１０時～１１時４５分 町田市民フォーラム３階 ７００円 木村☎７３４・８６０１ 託児要予約　保険、軽食付
カントリ＆ウェスターン音楽演奏会 ６月１０日㊐午後１時３０分開場～４時頃 鶴川市民センター大ホール 無料 ＨＴＭ成澤☎０９０・９２０８・６３０８ カントリーダンス有り
ほがらかコーラス　４５周年記念演奏会 ６月１０日㊐午後２時から 町田市民ホール 無料 田坂☎７３２・８９８９ お気軽においで下さい
くるみ会ダンスパーティー　ミキシング有 ６月１７日㊐午後１時３０分～４時 木曽森野コミュニティセン

ター ５００円 北村☎０９０・３２３２・７３２７ お待ちしてます


