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催し・講座催し・講座
生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催～３水スマイルラウンジ

災害時のサバイバル講座
　防災意識を持ち続け、いざという
ときに的確な行動がとれるような準
備等について学びます。
※持参できる方は、空のペットボト
ルと牛乳パックをお持ち下さい。
対市内在住、在勤、在学の方
日９月１９日㈬午後１時～３時
場和光大学ポプリホール鶴川
講（特）たまりば・大脇秀雄氏
問生涯学習センター☎７２８・００７１
和光大学ポプリホール鶴川

和光大学連続市民講座
【ドキュメンタリー映像とくらし】
日①１０月２日②１０月９日③１０月１６
日④１０月２３日、いずれも火曜日午
後６時３０分～８時３０分、全４回
場和光大学ポプリホール鶴川
内①障がい者がともにいる日常から
~ドキュメンタリー映画「放課後」

「ちょっと青空」を鑑賞②米占領期沖
縄で制作された米国製映像に見る戦
後沖縄③見えないものを見る見方④
美術家のアトリエから
講①和光大学教授・小林茂氏②同大
学准教授・名嘉山リサ氏③同大学教
授・松枝到氏④同大学教授・三上豊氏
定５０人（申し込み順）
費２０００円（小～大学生は無料）
申「連続市民講座２０１８映像とくら
し」と書き、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９月２５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
文学館でたのしむ

おとなのためのおはなし会
　保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日９月２０日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分
場町田市民文学館２階大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「依田逸
夫」／おはなし＝「ダイヤモンドの
谷」（「船乗りシンドバードの冒険」か
ら）、「屋根がチーズでできた家」（ス
ウェーデンの昔話）、「鷹の婿さん」

（山形の民話）
語り手（特）まちだ語り手の会
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は、９月１日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。

町田市民文学館
「 風 土 記 」入 門 講 座

【古代の日本を地方から読む】
対全回出席できる方
日１０月３日、１１月７日、１２月５日、いず
れも水曜日午前１０時～正午、全３回
場同館２階大会議室
講千葉大学名誉教授・三浦佑之氏
定５０人（抽選）
申往復ハガキ（１人１枚）に講座名・住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・年代
を明記し、９月１４日まで（必着）に町
田市民文学館（〒１９４－００１３、原町
田４－１６－１７）へ。
問同館☎７３９・３４２０
舘野鴻絵本原画展関連イベント
読み語り＋弦楽三重奏、 
ふたたび、舘野鴻の世界

　舘野鴻展のオープニングイベント
で大盛況だった舘野さんによる読み
語りと弦楽三重奏の演奏を大人向け
にアレンジして再演します。
日９月２３日㈷午後２時～３時３０分
場町田市民文学館２階大会議室
講絵本作家・舘野鴻氏、ケラトポゴー
ニ弦楽三重奏団
定８０人（申し込み順）
申９月７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１８０９０７Ａへ。
問同館☎７３９・３４２０

国 際 版 画 美 術 館
【①開館３０周年記念～プロムナード
・コンサート　版画と音楽から見つ
ける　愛・不思議・驚き】
　常設展「～まちだゆかりの作家～
赤瀬川原平・岡崎和郎・中里斉」とと
もにお楽しみ下さい。
※直接会場へおいで下さい。
※立ち見での鑑賞です。
日・内９月８日㈯、午後１時から＝桜美
林大学芸術文化学群音楽専修による
演奏、午後３時から＝玉川大学芸術
学部芸術教育学科による演奏（各３０
分程度）

【②ピックアップ技法講座（銅版画）
～メゾチント】
対全回参加できる１５歳以上の初心
者（中学生を除く）
日１０月１２日、１９日、２６日、いずれも
金曜日午後１時３０分～４時３０分、全
３回
内あらかじめ目立てした銅版を使
い、メゾチント技法で単色刷りの小
品を制作（道具、材料は同館で用意）
講版画家・馬場知子氏
定１５人（抽選、結果は９月２１日ごろ
郵送）
費６０００円
申９月１７日までにイベントダイヤル

（☎７２４・５６５６）、またはイベシス 
コード１８０８３０Ｈへ（同館ホームペ
ージで申し込みも可）。

◇
場同館①エントランスホール②版画
工房
問同館☎７２６・２８８９
生涯学習センターコンサート事業
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三 線 コ ン サ ー ト

　沖縄の景色にピッタリの三線の音
色で、今年の夏を締めくくりましょう。
日９月２４日（振休）午後２時開演
場生涯学習センター
曲目「花～すべての人の心に花を」

「安里屋ユンタ」「涙そうそう」　他
出演東風平高根（三線・うた）、たつの
すけ（ピアノ・アコーディオン）
定１５８人（申し込み順）
申１次受付＝９月１日正午～３日午後
７時にイベシスコード１８０９０４Ｃへ
／２次受付＝９月４日正午～１９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、８人まで）は電話で併せて申し
込みを。
問同センター☎７２８・００７１
乳幼児の保護者向け講座

ハ ッ ピ ー 子 育 て 
きほんの木・保育付き
対市内在住の全回参加できる乳幼児
の保護者
日１０月１７日、２４日、３１日、１１月７
日、１４日、２８日、１２月５日、いずれも
水曜日午前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、

「応急手当の講義と実習」「分かって
いますか？『怒

いか

る』と『叱る』の違い」
「グループワーク・色々話してみよう
！」「脳をグングン育てる生活習慣」
「子どもの運動と発達」、まとめ「ハッ
ピー子育て！」
定保育付き＝２０人、保育無し＝５人
／昨年度と今年度前期に乳幼児講座
と幼児講座を受講していない方を優
先のうえ、抽選
費３５０円（保育利用者のみ）
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

（１０月１日現在、８か月以上の未就学
児）は子どもの名前（ふりがな）・生年
月日を明記し、９月２１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（〒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
親と子のまなびのひろば

【きしゃポッポ】
　お母さん同士で育児の工夫等を語
り合いましょう。
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９月～１１月の第１～３火曜日、午後
２時～４時（月２回まで参加可）

【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。赤ちゃんと遊んだり、
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９月２３日㈷、１０月２８日㈰、１１月
２５日㈰、午後２時～４時

◇
場同センター６階保育室
問同センター☎７２８・００７１
ひなた村

外あそびワークショップ（ロープ）
　アウトドアで役立つ外遊びを知
り、親しむための大人向けの会です。
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方
日９月１７日㈷午前１０時～午後３時
内ロープを使った遊具作りを通じ
て、結び方や安全について学び合う
定１５人（申し込み順）
費３００円
申９月１日午前１０時から電話でひな
た村（☎７２２・５７３６）へ。

大地沢青少年センター
【①青空アトリエ】
　電動糸のこや、のこぎりなどを使
い、木やまゆ等で椅子やクラフトを
作ります。９月の特別プログラムは

「まゆ玉クラフト　お月見バージョ
ン」を予定しています（開催時間内で
あれば、何時からでも参加可）。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日９月９日㈰午前１０時～午後３時（雨
天実施）
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）

【②ピザ窯・薫製箱利用講習会】
　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（中学生を除く）
日９月２３日㈷午前１０時～午後３時
定２０人（申し込み順）
費４００円
申９月１日午前９時から電話で同セン
ターへ。

◇
場同センター①研修棟②野外炊事場
問同センター☎７８２・３８００

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
【ことばであそぼう！３・４歳児あつま
れ！】
対３・４歳児とその保護者日９月８日
㈯午前１０時３０分～１１時４０分場同
館２階大会議室内紙芝居、絵本、わら
べうた、ことば遊び等上演桃の木工
房
●ひなた村☎７２２・５７３６
【①ひなた村シアター】
日９月３０日㈰午前１０時３０分～１１時
３０分場ひなた村第１レクルーム内

５日～１０月３１日の水曜日（９月１９日
を除く）、午後３時３０分～５時、全８回
／１１月４日㈰に都大会出場予定定
１５人（申し込み順）
【④糸のこ教室】
　初心者も歓迎です対市内在住、在
勤、在学の小学２年生～１８歳の方（小
学２年生は保護者同伴）日９月２２日
㈯午後２時～４時内電動糸のこ盤を
使って木のおもちゃ作り定１０人（申
し込み順）費３００円（糸のこ１台につ
き）

「きまりのないくに」「森のはずれシ
ャックリのぼうけん」　他
【②つくったりあそんだり】
日９月～１２月の第１～３水曜日、午後
３時３０分～４時３０分（雨天中止）
場ひなた村てっぺん広場内小学生向
けの遊べる工作
【③キンボールスポーツ教室】
　直径約１２０ｃｍの大きなボール（キ
ンボール）を使ったスポーツでゲー
ムを楽しみませんか対市内在住、在
勤、在学の小学４年生以上の方日９月

【⑤ひなた村デイキャンプ】　
対市内在住、在学の小学生とその家
族日１０月６日㈯午前９時３０分～午後
３時内野外炊事や森での外遊びを家
族みんなで楽しむ定４０人（申し込み
順）費１人３００円

◇
申①②直接会場へ③④⑤９月１日午
前１０時から電話でひなた村へ／④
は、９月１５日以降定員に空きがあれ
ば１９歳以上の方も電話で受け付け
ます


