
8 2019．1．15 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。

催し・講座催し・講座
障 が い 者 理 解 促 進・ 
差 別 解 消 講 演 会

【合理的配慮って何!？】
　２０１８年１０月に施行された「東京
都障害者への理解促進及び差別解消
の推進に関する条例」では、事業者の
障がい者への合理的配慮の提供が義
務化されました。障がいのある方と
の前向きな対話を通じた適切な対応
について学びます。
対市内在住、在勤、在学の方及び市内
の事業者
日２月１９日㈫午後６時３０分～８時３０
分
場市庁舎
内条例の概要説明、障がい当事者に
よる寸劇等
講東京都福祉保健局障害者施策推進
部計画課課長代理・松川邦夫氏、（特）
東京ユニバーサルデザイン・コミュ
ニケーターズ
申参加申込書に必要事項を記入し、
２月１２日まで（必着）に郵送またはＦ
ＡＸで障がい福祉課総務係（〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２、返０５０・
３１０１・１６５３）へ（電話での申し込み
も可）。
※参加申込書は障がい福祉課（市庁
舎１階）、各障がい者支援センターで
配布します（町田市ホームページで
ダウンロードも可）。
問障がい福祉課☎７２４・２１４７

消 費 生 活 セ ン タ ー
【①講演会～捨てられる新品の服「年
１０億点」この現状どう考えますか？】
　売れ残った大量の洋服がどう処分
されるのか。作る側の責任と使う側
の責任について考えます。　
日２月９日㈯午前１０時～正午
講朝日新聞社社会部記者・仲村和代
氏

【②講演会～日本人が魚を食べる意
味　町田に贈る手早くおいしい魚の
即効料理】

　魚食の大切さ、魚をおいしく食べ
る調理法、日本の漁業の実情等をお
伝えします。
日２月２３日㈯午前１０時～正午
講（株）ウエカツ水産代表取締役・上
田勝彦氏

【③学習会～麹の働きとその作用　
旨みを醸し出す不思議な料理力】
　麹がどんな食品に使われ、料理に
どう生かされているのか、麹の働き
について学びます。
日２月１４日㈭午前１０時～正午
講東京農業大学応用生物科学部醸造
科学科教授・前橋健二氏

◇
対①②小学生以上の方③市内在住、
在勤、在学の小学生以上の方
場町田市民フォーラム
定①②各１８８人③４０人／申し込み
順
申１次受付＝１月１５日正午～午後７時
にイベ シ スコード①１９０１１６Ｆ②
１９０１１６Ｈ③１９０１１６Gへ／２次受付＝
１月１６日正午から①２月３日まで②２月
１７日まで③２月６日までに、イベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスへ。保育希望者（１歳以上の未就学
児、申し込み順に①②１０人③６人）は１
月１５日正午から併せて申し込みを。①
②のみ親子室利用希望者（１歳未満と
その保護者、申し込み順に６人）は、電
話で要予約。
問消費生活センター☎７２５・８８０５

女性のための法律講座
【もしも離婚を選ぶことになったら】
　離婚に関する基礎知識と、財産分
与や慰謝料など、お金にまつわる法
律について、分かりやすくお伝えし
ます。
対女性
日２月１５日㈮午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講弁護士・露木肇子氏
定２０人（申し込み順）
申１月１６日正午～２月７日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０１１６Ｄへ。保育
希望者（１歳６か月以上の未就学児、

申し込み順に５人）は１月３１日まで
に併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８
市民向け学習会

町 田 市 の 図 書 館 を 
デ ザ イ ン し よ う！

　全国の図書館に詳しい専門家の講
演会とディスカッションです。町田
市らしい図書館の未来を考えるため
の市民向け学習会を開催します。
対市内在住、在勤、在学の方
日①２月１７日㈰②３月１０日㈰、午後
１時３０分～４時、全２回
場中央図書館
内講演①「持続可能な図書館のあり
方」、講演②「町田市らしい図書館の
未来」
講アカデミック・リソース・ガイド

（株）　岡本真氏
定３０人（申し込み順）
申１月１７日正午～２月１３日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０１１７Gへ（申し
込みは２人まで）。
問同館☎７２８・８２２０
国際版画美術館
「復刻浮世絵版木」摺り体験

【気軽にＴｒｙ！江戸気分！】
　今年度新たに作成した復刻版木を
用いて、墨一色で簡単に浮世絵の摺

す

りを体験します。
対小学生以上の方（小学生は保護者
同伴）
日２月１６日㈯①午前１１時～１１時５０
分②午後１時３０分～２時２０分③午後
３時～３時５０分（各回とも同一内容）
※③は当日午後２時から同館で整理
券を配布します。
場同館・アトリエ
定各２０人（①②申し込み順③先着順）
費２００円
申①②１月１８日正午～２月１３日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード１９０１１８Ｃへ（２
人まで申し込み可）③直接会場へ。

問同館☎７２６・２８８９
「世界の果てで生き延びろ－芥川賞
作家・八木義德」展

関 連 イ ベ ン ト
【①対談「スミト」は誰？～「しんせか
い」という虚実の狭

はざ

間
ま

で】
　「しんせかい」により第１５６回芥川
賞を受賞した山下氏と、私小説を研
究テーマとする梅澤氏による対談で
す。実体験をどのようにフィクショ
ンに構築していくかなど、創作の過
程や裏側についてお話しします。
日３月３日㈰午後２時～３時３０分
講作家・山下澄人氏、大正大学准教授
・梅澤亜由美氏

【②中村昇朗読会～「劉
りゅう

廣
かん

福
ふう

」を読む】
　元ＮＨＫアナウンサーの中村昇氏
が八木の芥川賞受賞作「劉廣福」を朗
読します。
日３月９日㈯午後２時～３時３０分

◇
場町田市民文学館２階大会議室
定各７０人（①申し込み順②先着順）
申①１月２２日正午～２月２８日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１９０１２２Ａへ②直
接会場へ。
問同館☎７３９・３４２０
町田市文化プログラム

ちゃんぷるーシアター
　「エンとケラとプン」「あらまっ！」
などの絵本や童話を、玉川大学芸術
学部が舞台化しました。
対３歳以上の方
日３月１０日㈰午後２時～３時３０分
場生涯学習センター
定１５０人（申し込み順）
申１次受付＝１月１５日正午～１７日午
後７時にイベシスコード１９０１１８E
へ／２次受付＝１月１８日正午～３月６
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（３歳
未満、申し込み順に８人）は電話で併
せて申し込みを。
問文化振興課☎７２４・２１８４ 

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

「さんあーる広場 ㏌ 町田シバヒロ２０１９」
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

地産地ＳＨＯＷコンサート ｉｎ 生涯学習センター

山田雄万バイオリンリサイタル
問文化振興課☎７２４・２１８４

日２月２日㈯午前１０時～午後２時３０
分
場町田シバヒロ

イベントメニュー
【リサイクル広場】
　以下の対象品目を資源として、無
料で回収します。
○対象品目　陶磁器・ガラス食器、フ
ライパンなどの家庭金物、ビデオテ
ープ、廃食用油、ヨーグルトの紙容
器、洗剤の計量スプーン、ペットボト
ルのふた、パン袋の留め具、インクカ
ートリッジ、小型家電等

【剪定枝たい肥の販売】
　市内で回収した剪定枝をたい肥化
した「剪定枝たい肥（土壌改良材）」を
販売します。

【燃料電池自動車「ＭＩＲＡＩ」の展示】
　写真撮影やパネル展示、外部給電
器を通じた電気製品への電気供給な
どの性能紹介を行います。

【スケルトンごみ収集車「みえるく

ん」の展示】
　運転席に座っての記念撮影やごみ
収集体験なども行います。
※その他にも３Ｒ（リデュース・リユ
ース・リサイクル）に関するブース・
メニューがあります。

　今回は、生涯学習センターで開催
します。バイオリンを演奏するのは、
市内在住の中学生、山田雄万さんで
す。
日２月１６日㈯午後２時～２時５０分
場生涯学習センター
曲目クライスラー「美しきロスマリ
ン」、バルトーク「ルーマニア民族舞
曲」、サラサーテ「チゴイネルワイゼ
ン」　他（予定）
出演山田雄万（バイオリン）、鈴木慎
崇（ピアノ）
定１５８人（申し込み順）

申１次受付＝１月１５日正午～１７日午
後７時にイベシスコード１９０１１８Ｄ
へ／２次受付＝１月１８日正午～２月
１３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（０歳
以上の未就学児、
申 し 込 み 順 に８
人）は電話で併せ
て申し込みを。

山田雄万

大人も子どももホッと一息～まちなかシネマ

「怪盗グルーのミニオン危機一発」

同 時 開 催
まちだ〇

まる

ごと大作戦１8-2０
【食でつながるまちだ○ごとフー
ドチェーン大作戦】
　各家庭で余っている食材を持ち
寄り、集まった食材を福祉団体・施
設などに寄附をするフードドライ
ブを（株）協栄主催で実施します。
　今回集まった食材は、市内の子ど
も食堂へ配布されますので、ぜひ
ご参加下さい。
〇特に喜ばれるもの　調味料、レ
トルト食品、缶詰、お菓子、お茶等
時間午前１０時～午後２時

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。詳細は、町田市ホー
ムページをご覧下さい。

１月２５日㈮午後７時から（雨天実施） 町田ターミナルプラザ市民広場日時 会場

問産業政策課☎７２４・３２９６

※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。


