
8 2018．11．15 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。

防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 ! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス  検索町田市メール配信サービス

催し・講座催し・講座
町田市こどもマラソン大会で

マイボトルキャンペーン 
を 開 催 し ま す
　大会当日に、マイボトルを持参し
た方に、「こどもマラソンオリジナル
マイボトルステッカー」（３㎝×２㎝）
をプレゼントします（マイボトル１
本につき１枚、無くなり次第終了）。
マイボトル持参の方向けの無料給水
コーナーも設置します。
日１２月１日㈯午前８時３０分～午後４
時
配布・給水場所市立陸上競技場２階
コンコース総合案内所付近のマイボ
トルキャンペーンブース
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

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１２月７日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内マッチうりのしょうじょ（原作／
アンデルセン、脚本／川崎大治、画／
藤沢友一）、雪わたり（原作／宮沢賢
治、脚本／川崎大治、画／若山憲）　
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１１月１５日午前
９時から電話で同館（☎７３９・３４２０）

へ。

まちだの体力向上プロジェクト
【越部清美のボディワーク教室】
対介助の必要がなく個人で運動がで
きる６５歳以上の方
日１２月１３日、２０日、いずれも木曜日
午前１０時～１１時３０分
場特別養護老人ホーム椿
内ボディワーク、体ほぐし
講法政大学社会学部准教授・越部清
美氏
定各２０人（申し込み順）
費１００円（保険料込み）
申１１月２０日正午～１２月１１日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード１８１１２０Ａへ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
国際版画美術館

創 作 講 座・木 版 画
　基礎から説明します。
対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）
日２０１９年１月１８日～３月２２日の金
曜日、午後１時３０分～４時３０分、全
１０回
場同館
講版画家・鷲野佐知子氏
定１４人（抽選、結果は１２月１３日ごろ
郵送）
費２万円
申１１月２１日正午～１２月９日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１８１１２１Ｈへ（同

館ホームページで申し込みも可）。
問同館☎７２６・２８８９
忠生公園

定 例 自 然 観 察 会
【冬のいきもの】
日１２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

まち☆ベジ冬野菜を直売
　いずれも売り切れ次第終了です。

【①日曜朝市】
　認定農業者とまちだ名産品の店が
参加し、野菜や菓子等を販売します。
日１２月２日、１６日、いずれも日曜日
午前７時３０分～８時３０分

【②ＪＡ町田市青壮年部会冬野菜市】
　市内の若手農業従事者が集合し、
採れたて野菜を販売します。
日１２月３日㈪午前１０時３０分～午後
１時３０分

【③市役所まち☆ベジ市】
　認定農業者が新鮮な野菜を販売し
ます。
日１１月１９日、１２月１７日、いずれも
月曜日午前１１時～午後１時

◇
場①教育センター駐車場②③市庁舎
前
問農業振興課☎７２４・２１６６

まちなかシネマを開催します
問産業政策課☎７２４・３２９６

　市では、大人や子どもがまちなかで楽
しく過ごせる時間、ホッとできる空間を
増やしています。
　１１月は「モンスター・ホテル」を上映し
ます。詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
※まちなかシネマはふるさと納税を活用
して実施しています。
日１１月３０日㈮午後７時から（雨天実施）
場町田ターミナルプラザ市民広場

ⓒ２01２ Sony Pictures Anima
tion Inc. All Rights Reserved.

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【親子ふれあい体操教室】
対市内在住、在園の４～６歳（２０１２年
４月２日～２０１５年１月９日生まれ）の
幼児とその保護者日２０１９年１月５日
～３月２３日の土曜日（１月１９日、２月
１６日を除く）、午前９時３０分～１１
時、全１０回定３０組（抽選）
【①よちよち親子体操教室②のびの
び親子体操教室】
対①市内在住の１歳６か月～１歳１１
か月（２０１７年１月１０日～７月９日生
まれ）の幼児とその保護者②市内在
住の２歳６か月～２歳１１か月（２０１６
年１月１０日～７月９日生まれ）の幼児
とその保護者日２０１９年１月９日～３
月１３日の水曜日、①午前９時３０分～
１０時２０分②午前１０時４０分～１１時
４０分、各全１０回定各２５組（抽選）

◇
内親子で行うレクリエーション運動
及び器具運動講同館指導スタッフ費
各４７００円申往復ハガキに必要事項
を明記し、１１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）
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【親子体操教室】
対市内在住、在園の２歳６か月～３歳
（２０１５年１月１０日～２０１６年７月９
日生まれ）の幼児とその保護者日
２０１９年１月９日～３月１３日の水曜
日、午前１０時～１１時、全１０回定２５
組（抽選）費４７００円
【脳トレ・軽体操いきいき講習会】

介する「ツバキ展」と、本展示に合わ
せて公募した「ツバキ・サザンカ写真
展」を開催します日①１２月５日㈬～
１０日㈪②１２月８日㈯、９日㈰場同サ
ロン①１階展示室②２階展示室
【「２０１８年　私のこの一枚写真展」
作品募集】
　２０１９年１月に開催する本展に展
示する写真を募集します定６０人（先
着順）費３００円（１人１点）写真サイズ
Ａ４申写真裏面に応募用紙を貼付の
うえ、曲がらないよう封筒などに入
れて、１２月９日午前１０時から直接同
サロンへ
●町田市自然休暇村☎０２６７・９９・
２９１２
【スキー・スノーボードツアー】
　スキー・スノーボード教室（自費）
もありますので、初心者でも安心し
て参加できます。スキー・スノーボー
ドのレンタルもできますので、受付
時にお申し込み下さい／添乗員は同
行しません。現地係員が対応します
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者日２０１９年１月１９日㈯午前７時
～２０日㈰午後５時ごろ、１泊２日、集
合は町田ターミナルプラザ、解散は
町田駅周辺（予定）宿泊先町田市自然
休暇村（長野県南佐久郡川上村）定
４０人（抽選）／最少催行人数は３５人
です費中学生以上１万８８００円、小学
生以下１万６８００円（交通費、宿泊費、
リフト代、１日目夕食～２日目昼食、
保険料含む）／旅行条件書、振込先は
申込者に別紙でご連絡します旅行企
画・実施ＪＷＴジャパンウインズツア
ー（株）、長野県知事登録第２－３９９

対市内在住、在勤、在学の４０歳以上
の方日２０１９年１月９日～３月１３日の
水曜日、午前１０時３０分～１１時３０
分、全１０回定２０人（抽選）費３４００円

◇
申往復ハガキに必要事項を明記し、
１１月３０日まで（消印有効）に同館へ
●相原中央公園☎７７２・１４４９
【①美大生・秋のスケッチ教室】
対市内在住、在学の小学生以上の方
日１１月２５日㈰午前１０時～午後３時
場同公園（雨天時は管理棟内）内公園
内で花や風景を描き、物の見方、発
想、画材の使い方を勉強する（画材は
公園が用意）定２０人（申し込み順）
【②美大生・冬の工作教室～クリスマ
ス大作戦】
対市内在住、在学の小学生日１２月２
日㈰午前１０時～午後３時場同公園内
公園内で材料の入った宝箱を探し、
中にある材料を使ってクリスマスリ
ース作り定３０人（申し込み順）

◇
講多摩美術大学生、東京造形大学生
費各３００円申①１１月２３日まで②１１
月２４日までに、電話で同公園管理事
務所（受付時間＝午前９時～午後８
時）へ
●町田市フォトサロン☎７３６・８２８１
【①「ツバキ・サ
ザンカ写真展」
②「ツバキ展」開
催】
　日本ツバキ協
会町田支部の出
展協力により、
写真と生花で紹

号、全国旅行協会会員・長野県旅行業
協会会員（長野県佐久市今井５３３－
１、☎０２６７・６６・１２６８〔代〕）、利用バ
ス会社＝信濃バス（長野県南佐久郡
川上村樋沢２３４）申１１月１５日午前９
時～１２月２日午後５時に、電話で自
然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ
（２０１９年１月９日以降の取り消しは
キャンセル料が必要）
●小野路宿里山交流館☎８６０・４８３５
【①柚

ゆず

ゆべし作り体験教室】
　小野路産の柚を使用して珍味を作
ります／寒風にさらして乾燥させる
ため、完成まで約１か月かかります
日１２月４日㈫午後１時～４時３０分定
１５人（申し込み順）費１人１５００円
（材料代）
【②年忘れ小野路宿寄席開催】
　同館のお座敷で、恒例の小野路宿
寄席を開催します。落語とかっぽれ
を楽しみませんか日１２月６日㈭午後
１時３０分開演、２時間程度（受け付け
は午後１時から）出演春風亭昇乃進、
萬来亭一柳、花見亭一平、桜川社中定
４０人（先着順）
【③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１２月１２日㈬
午前１０時３０分～正午定８人（申し込
み順）費１人１０００円（材料代）

◇
申①③１１月２１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①１８１１２１Ａ③１８１１２１B
へ②直接会場へ

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。


