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催し・講座催し・講座
中 央 図 書 館

【夏休みイベント～みて・きいて・た
のしむ絵本　マルチメディアＤＡＩＳＹ
上映会】
　学習障がいや知的障がい、視覚障
がい等のある方も読書を楽しむこと
ができるマルチメディアDAISY（デ
イジー）の上映会です。ＣDを読み込
めるパソコンがあれば再生が可能
で、読み上げ音声に合わせて文字や
絵、写真等が楽しめます。
※直接会場へおいで下さい。
日①８月２１日㈫午後３時～４時②８月
２３日㈭午前１１時～正午
場中央図書館６階ホール
内①「ケーキ・ケーキ・ケーキ」「クス
クェーのおはなし」「タカとハルの江
の島のたび～小田急ロマンスカーに
のって」②「ハチの恩返し」「パパンが
パン」「ホシオくん　天文台へゆく」
定各１１７人（先着順）
【絵本の読み聞かせ講座（応用編）】
対市内の小学校で読み聞かせをして
いる保護者
日９月２１日㈮、２５日㈫、午前１０時１０
分～正午（各日とも同一内容）
場中央図書館
内高学年を対象にした本の選び方、
プログラムの組み方等
※講義形式です。お子さん連れでの
参加はご遠慮下さい。
定各３０人（抽選）
申往復ハガキ（１枚につき３人まで申
し込み可）に、代表者の住所・氏名（ふ

りがな）・電話番号・お子さんの通っ
ている小学校名・希望日（第１・２希
望、どちらでも可の場合はどちらで
も可と記載）・代表者以外の参加者が
いる場合は氏名、返信用にも代表者
の宛先を明記し、９月３日まで（必着）
に、中央図書館児童担当（〒１９４－
００１３、原町田３－２－９）へ。

◇
問同館☎７２８・８２２０

ふ れ あ い 落 語
対６歳以上の方
日１１月１７日㈯午後２時３０分～３時
３０分
場なるせ駅前市民センター
出演春風亭正太郎、柳家圭花
定１７０人（申し込み順）
費５００円（全席自由）
申８月２９日正午～１１月１５日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１８０８２９Aへ。
問町田市民ホール☎７２８・４３００、町
田市なるせ駅前市民センター☎７２４
・２５１１
町田市障がい者福祉センター
ひかり療育園センターまつり
日８月２５日㈯午後５時～７時１５分

（小雨実施）
場ひかり療育園
内盆踊り、和太鼓演奏、各種ゲームコ
ーナー、模擬店等　
問ひかり療育園☎７９４・０７３０返
７９４・０７７２

南市民センターまつり
　当日は、同センター１階ロビーで

プログラムを配布します。
※南共栄会商店街と子どもセンター
ばあんの夏祭りも同時開催されます。
日８月２６日㈰午前１０時２０分～午後
４時
場南市民センター①１階ロビー②ホ
ール
内①展示＝水彩画、栽培洋蘭の展示、
あんしんキーホルダー登録会、簡易
体力テスト、おもちゃ製作等②発表
＝吹奏楽演奏、日本剣道形（演武）、リ
ズム体操、音楽アンサンブル
問南市民センター☎７９５・３１６５
大地沢青少年センター
大 地 沢 夏 ま つ り
日８月２５日㈯午前１０時～午後３時
場同センター
内地元の相原町に伝わるお囃

はや

子
し

の披
露、和太鼓の演奏、ゲームコーナー、
模擬店（有料）等
※当日は、ＪＲ横浜線相原駅西口及び
京王相模原線多摩境駅～同センター
間で、送迎用シャトルバスを運行し
ます。
問同センター☎７８２・３８００
子どもセンターつるっこ～子ども委
員会企画夏イベント
鶴 涼 祭
日８月２６日㈰午後１時～４時（各コー
ナーは午後３時３０分まで、その後、太
鼓の演奏も有り）
場つるっこ
内水鉄砲的当て、おばけやしき、ペン
立て作り、スタンプラリー、木っ端を
使った木工作、つるっこカフェ（かき
氷等、有料）

問つるっこ☎７０８・０２３６
子どもセンターただＯＮ
夏 祭 り

　子ども委員会「Ｔ・Ｈ・D！！！」を中心
に楽しいイベントを行います。
日８月１９日㈰午前１０時～午後３時

（模擬店は午前１１時から）
※午後３時～６時は一時閉館します。
場ただＯＮ
内ステージ発表、ゲーム、簡単工作、
水遊び、読み聞かせ、地域の方による
模擬店（有料）等
※当日、駐車場は使えません。
問ただＯＮ☎７９４・６７２２
忠生公園
定 例 自 然 観 察 会

【草むらの昆虫と秋の草花】
日９月２日㈰午前９時３０分～１１時３０
分（雨天中止）
場同公園
※集合は同公園自然観察センター

（忠生がにやら自然館）です。
問同公園☎７９２・１３２６

町田産新鮮野菜の販売
　市内の認定農業者が作った新鮮野
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８月２０日㈪午前１１時～午後１時
場市庁舎前
【９月の日曜朝市】
日９月２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

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。

●町田市民文学館☎７３９・３４２０
【秋の子ども俳句教室】
　同館に集合後、バスで各施設へ移
動し、散策しながら俳句を創作しま
す対小学生日９月１５日、１０月２０日、
１１月１７日、いずれも土曜日午前９時
～正午、全３回（雨天実施）場同館、９
月＝寺家ふるさと村（横浜市青葉

時１５分場ひなた村カリヨンホール
内親子体操、手遊び、体遊び、お話等　
／開催日等の詳細はお問い合わせ下
さい
●スポーツ振興課☎７２４・４０３６
【スポーツにチャレンジ！】
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（小学１～３年生は保護者同伴）

区）、１０月＝小野路周辺、１１月＝小
山田緑地講俳人・市村栄理氏、庄原明
美氏定１２人（申し込み順）申８月１５
日午前９時から電話で同館へ
●ひなた村☎７２２・５７３６
【げんきっず】
対乳幼児とその保護者日９月６日㈭
から原則木曜日午前１０時３０分～１１

日９月２２日㈯午後０時３０分～２時３０
分場サン町田旭体育館内トランポリ
ンを中心とした複合種目等を実施講
町田市スポーツ推進委員定６０人（申
し込み順）費１人２００円（保護者も参
加費が必要）申８月２１日正午～３１日
にイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）へ

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）

秋津書道会　作品展 ８月２１日～２５日午前１０時～午後６時 生涯学習センター７階 無料 松井絢子☎７９６・６１７６ ご自由においで下さい

老人ホーム慰問の為のバイオリンわらべうた練習会 ８月２６日午前９時３０分～正午 生涯学習センターホール 無料 羽矢秀美☎０９０・６６５８・４８４７

介護アロマ体験会（ハンドトリートメント） ８月２６日㊐午前９時３０分～正午 町田市民ホール第１会議室 ３０００円 坂内☎０８０・１１２１・６９８１ どなたでも参加できます

原発事故から学び原発ゼロへの展望を語る ８月３０日㊍午後１時３０分から 町田市民文学館大会議室 ５００円 さようなら原発・柏木☎７３４・８８３１ 講師は当日福島から来ます

第５６回まちだ写好会秋季写真展～風景花スナップ等 ９月５日㊌～１０日㊊ 町田市フォトサロン 無料 小林伸太郎☎０９０・４０２６・７７６６ 初日午後１時～最終日３時

年金まちだ歌声　元ともしび　バクさん出演 ９月１３日㊍午後１時３０分～４時３０分 町田市民フォーラムホール １０００円 年金歌声の会・酒井☎７３５・３６９４ １１月５日、１２月３日㊊開催

成瀬尾根緑地「ナンバンギセル」を観る会　雨天中止 ９月１４日㊎午前９時３０分～正午 成瀬台庚申塚公園集合 無料 成瀬の自然を守る会・塚本☎７２７・２３３５ 最寄バス停は成瀬台２丁目

ベトナム料理入門①フォー、生春巻他をつくる ９月１５日㊏午後２時～４時 町田市民フォーラム３階 １０００円 おいぢ☎０９０・４４７０・２９７５ ベトナム人講師が指導

相模川にて室内鑑賞石を探そう会参加者募集気軽に ９月１６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

障害のあるなしに関わらず一緒に踊ろう！！ ９月１９日㊌午後６時３０分から 玉川学園コミュニティセン
ター １０００円 森本☎０９０・８６４４・８１６０ 心と身体の学級主催

プリザーブドフラワーアレンジメント講習会 ９月２０日㊍午前１０時～正午 生涯学習センター６階 ３５００円 飯田☎０８０・３３６５・２９５１ 申し込みは８月３１日まで

朗読の会ゆうゆう第４回発表会 ９月２９日㊏午後１時３０分～３時３０分 町田市民ホール第３会議室 無料 船原☎７２３・９５５２ お気軽にお越し下さい


