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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。

2019．2．15

催し・講座
町田市民文化祭春の催し

町 田 市 民 美 術 展

日２月２３日㈯～３月３日㈰、午前１０
時～午後５時（入場は終了の１時間前
まで、
２月２５日は休館）
場国際版画美術館企画展示室・市民
展示室
内絵画・デザイン・版画・彫刻部門、手
芸・工芸・写真部門、書道部門の公募
作品を展示
※２月２４日㈰午後１時から絵画体験
「楽しく絵を描こう」、３月２日㈯午後
１時から「席上揮毫」をエントランス
ホールで行います
（見学自由）。
※出品申し込みは既に締め切りまし
た。
※美術展の内容については、町田市
き

ごう

民美術展事務局〔町田市美術協会〕
（☎０９０・２５５２・０６９０）へお問い合
わせ下さい。
問文化振興課☎７２４・２１８４
謎解きゲームに挑戦

ま

ち

ク

エ

Ⅱ

図書館内を巡って、本や図書館に
関する謎解きに挑戦します。
※詳細は町田市立図書館ホームペー
ジをご覧下さい。
対市内在住、在学、または相模原・川
崎・八王子・日野・多摩・調布・府中・稲
城市在住の中学生～１８歳の方
日３月２５日㈪午後２時～４時
場中央図書館
定２０人（申し込み順）
※５人以下のグループ参加も可。
申２月１５日午前１０時から直接中央
図 書 館５階 視 聴 覚 資 料 カ ウ ン タ ー
へ。または電話で中央図書館（☎７２８

団地の新しい魅力を体感しませんか？

「遊団地ｖｏｌ.２ 〜団地はスゴロクである」
「ＤＡＮＣＨＩ Ｃａｒａｖａｎ ｉｎ 町田山崎」
問住宅課☎７２４・４２６９

市では、大規模団地の再生と活性
化に向け、団地の魅力発信に取り組
んでいます。
「山崎団地センター」バ
ス停を中心に、団地同士が隣り合う
木曽山崎団地地区で２つのイベント
を同時開催します。

遊団地ｖｏｌ．２
 ～団地はスゴロクである

町田市メール配信サービス

ＤＡＮＣＨＩ Ｃａｒａｖａｎ
 ｉｎ 町田山崎～防災まつり
もしものときに備えて災害への知
識や心構えを楽しく学べるイベント
です。
日３月９日㈯午前１０時～午後６時、
１０日㈰午前１０時～午後４時（予定、
小雨実施）
※荒天時等、予告なく内容を変更し
たり中止する場合があります。
場町田山崎団地
内日用品を災害時に活用する料理体
験ワークショップ、防災訓練、キャン
プファイア等
問ＵＲ都市機構防災まつり事務局☎
０９０・２２５２・８１７４

「町田市立博物館４５年－
美 術・ 工 芸 － 」展 開 催
市立博物館のコレクションのあゆ
みを紹介するミニ展示です。
岩田糸子のガラス作品３点と過去
に開催した展覧会のポスターを展示
します。また、過去の展覧会図録もご
覧いただけます。
日２月２６日㈫～３月８日㈮、午前８時
３０分～午後５時（土・日曜日を除く）
※最終日は正午までです。
場イベントスタジオ（市庁舎１階）

岩田糸子 《作品＇９９》 １９９９年
市立博物館所蔵

今年も開催が決定しました！

大相撲町田場所

問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

昨年４月に開催された大相撲町田 詳細はお問い合わせ下さい。
場 所 で は 約５０００人 の 観 客 が 来 場 申電話で大相撲巡業チケット事務局
し、大賑わいとなりました。
（☎０５７０・００・５５４０、受付時間＝午
横綱をはじめ、そうそうたる力士 前10時～午後6時、土・日曜日、祝休
の迫力ある取組をご期待下さい。
日を除く）へ（同局ホームページで申
※お目当ての力士が休場することも し込みも可）。
あります。あらかじめご了承下さい。
日４月２８日㈰午前８時開場、午後３時
打ち出し（終了）
場市立総合体育館
費タマリS席1万4000円、タマリA
席 1 万 3000 円、 ペ ア マ ス 席 2 万
2000円、椅子S席9000円、車椅子席
1万8000円（2人分）、2階椅子A席
6500円、
2階椅子B席3500円
※お土産セットも用意しています。
３月１１日 午後７時～８時

ライトダウンにご協力を
ばん

そう

こう

まちだ・さがみはら絆・創・光

問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

まもなく、東日本大震災から８年
が経ちます。震災後は電力不足で節
電意識が高まりましたが、時が経つ
につれ、その意識も低下しています。
市では、節電や地球温暖化につい
て意識を高めるため、３月１１日に町
田市・相模原市全域で一斉に消灯を
実施します。また、関連イベント等を
町田市・相模原市会場で行います。詳
細は町田市ホームページをご覧下さ
い。
○中央図書館─────
【地球温暖化特集】
地球温暖化に関連した図書を特集
コーナーで紹介します。
日程３月１３日㈬まで
場中央図書館５階
【映画会】
日３月８日㈮午後２時から（午後１時
３０分開場）
場中央図書館６階ホール
内「サイレント・ランニング」
（８９分）

定１１７人（先着順）
※当日午前１０時から中央図書館５階
視聴覚カウンター前（午後１時以降
は６階ホール前）で整理券を配布し
ます。
○相模原市立図書館────
家庭での省エネ節電について改め
て考える機会として、地球温暖化対
策のための国民運動「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩ
ＣＥ」普及啓発やライトダウンのご案
内・省エネ対策などの関連書籍の展
示を行います。
日程３月１０日㈰まで
場相模原市立図書館（相模原市中央
区鹿沼台２－１３－１）

昨年、外灯看板を消灯し
た大型店舗

広い団地が巨大なスゴロクに大変
身！子どもも大人もアートで遊ぶイ
ベントです。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。イベント内容については町
田パリオ（☎７２５・３７１０）へお問い
合わせ下さい。
日３月９日㈯午前１０時～午後４時（小
雨実施）
※荒天時は１０日㈰に順延します。
場町田木曽団地名店街広場
交通町田バスセンター４番・５番乗り
場から「山崎団地」行きバス等で「山
崎団地センター」
下車、徒歩1分
○メインイベント
市内在住のイラストレーター・本
田亮さんが作成した地図を手に、サ
イコロを振って団地を探検し、ゴー
ルを目指そう！
○アートのワークショップ
スゴロクの各ポイントでは、町田
木曽団地の夏祭りをアートで再現し
たり、双眼鏡や缶バッジ等を作りま
す。
○サイコロ団地箱
スゴロクをゴールするか、団地名
店街で買い物をすると、団地の形を
したボックスから景品が出てくる抽
選ゲームに参加できます。
○マルシェ
地元の作家やお店を中心とした食
べ物や雑貨などが１日限定で出店し
ます。
○音楽ライブ
団地在住のバンドを中心に５組が
出演。世代を超えて楽しめる曲など
を演奏します。
○フードドライブ

家庭で消費しきれない食材を寄附
で集め、地域の子ども食堂へ届けま
す。
○写真展「団地街～写真で巡る団地
の時間～」
町田木曽団地の「日常」の魅力を記
録した、カメラマン・工藤剛史氏の写
真を展示します。
※２月２２日までイベントスタジオ
（市庁舎１階）で開催中の写真展の現
地巡回展です。
○団地 ｄｅ 落語
落語家・立川晴の輔さんが出演し
ます。
○子育て世帯向け住宅紹介
東京都住宅供給公社（ＪＫＫ東京）に
よるオープンルームを実施します。

問同館☎７２６・１５３１

・８２２０）へ。

町田市役所就職セミナー（仕事説明・座談会）
問職員課☎７２４・２518

対象職種
開催日時
会 場
一般事務、 3月10日㈰午前9時
保育士 30分～正午
市庁舎3階
一般事務、 3月10日㈰午後1時 会議室3-2・3
土木技術 45分～4時15分

内 容
定 員
仕事の紹介・求める人物像
等の説明
各90人
※説明の後、希望者に職種 （先着順）
ごとの座談会を行います。

※座談会の定員等、セミナーの詳細は町田市ホームページ「町田市職員採用情報」をご
覧下さい。
※Twitter（ツイッター）で情報発信もしています！Twitterアカウント「町田市職員採
用試験情報
（町田市公式）
」
をフォローして下さい。

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

