凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

講 講師

定 定員

費 費用

申 申し込み

市立博物館

問同館☎７２６・１５３１

ビトレーナ人物
１９６９年

昭和を代表するガラスデザイナー 日２月１７日㈰、２３日㈯、３月３日㈰、９
の 一 人 で あ る 淡 島 雅 吉（１９１３～ 日㈯、１７日㈰、３１日㈰、午後２時～２
１９７９年）の代表作「しづくガラス」 時３０分
を含むガラス作品約１４０点を展示 場同館１階展示室
し、初期から晩年までの淡島のガラ 定各２０人程度（先着順）
ス制作の全体像を紹介します。
【④マルのつく日は缶バッジ・デイ】
会期４月７日㈰まで
会期中、毎月１０日、２０日、３０日（休
休館日月曜日
館日の場合は翌日）に、展覧会の内容
開館時間午前９時～午後４時３０分
にちなんだオリジナルデザインの缶
入館料一般３００円（障がい者１５０円、 バッジを２０人（先着順、１人１日１個）
中学生以下無料）
にプレゼントします。５個集めた方
には更に特大プレミアム缶バッジを
関連催事 
差し上げます。
日会期中の開館時間内
別途入館料が必要です。
◇
※同館にエレベーターはありません。
【①講演会～娘から見た淡島雅吉】 申①③④直接会場へ②２月２０日正午
からイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）
日３月２１日㈷午後２時～３時
場同館２階講堂
またはイベシスコード１９０２２０Ａへ。
講本展監修者・淡島ナナ氏
定６０人
（先着順）
【②体験講座～ガラスに彫ってみよ
う！】
対小学４年生以上の方（小学生は保
護者同伴、
保護者は見学のみも可）
しづくガラスシャンパングラス １９５５年
日４月７日㈰、午前１０時～１１時３０
分、午後２時～３時３０分（各回とも同
一内容）
場同館２階講堂
講ガラス作家・後閑博明氏
定各１６人
（申し込み順）
費３００円
【③学芸員によるギャラリー・トーク】

スポーツ教室

問 問い合わせ
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町田市シルバー人材センター・町田市高齢者福祉課共催

近代ガラスデザインの先駆者 淡島雅吉 展

法政大学と市との連携事業

市HP 町田市ホームページ

シルバー交流まつり

問町田市シルバー人材センター☎７２３・２１４７、町田市高齢者福祉課☎
７２４・２１４１
地域の皆さんへの日頃の感謝を ニック院長・本間昭医師による講
込めて、シルバー交流まつりを開 演「認知症はどこまで防げるか」
（午後１時３０分から）、写真パネル
催します。
日３月２日㈯午前１０時～午後３時 の展示、町田市シルバー人材セン
ター入会相談等
１５分
※詳細は、同センターホームペー
場町田市民フォーラム３階ホール
内「響けまちだの歌声」
（午前１０時 ジをご覧いただくか、お問い合わ
１５分から）、お多福もの忘れクリ せ下さい。

町田市シルバー人材センター会員募集中！
同センターは、高齢者が働くこ
とを通して健康で生きがいを感じ
て暮らせるよう活動を行っていま
す。
【入会説明会】
希望者は、毎月行っている説明
会に参加いただき、所定の手続き
が必要です。
対市内在住の６０歳以上で、健康で
働く意欲のある方

※趣旨に賛同のうえ会員になって
いただきます。
日３月１１日㈪午後１時３０分から、
４月２日㈫午前９時３０分から
場わくわくプラザ町田３階講習室
費２０００円（年間）
※詳細は同センターホームページ
をご覧いただくかお問い合わせ下
さい。

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

問子育て推進課☎724・4468

子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」でご案内しています。 町田市子育てひろばカレンダー 検索
町田市メール配信サー
ビス（ほっとメールま
ちだ）で子育て情報を
配信中 !

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

問連携事業について＝スポーツ振興課☎７２４・４０３６、
教室の詳細について＝
（特）
法政クラブ事務局
☎７８３・２０９０
（受付時間＝祝休日を除く月～金曜日の午前９時～１１時３０分、
午後０時３０分～５時）

場法政大学多摩キャンパス（相原町） 費受講料（講座開始前に全回分を一括払い、
バスケットボール塾のみ２回払い） 申（特）法政クラブホームページで申し込み。
教室名
日時／費用／定員
対 象
５月１８日～１１月９日の土曜日、小・中学生＝午前９時３０分～１０時５０分、１６～６５歳の方＝午前１１時～午後０時２０
テニス塾
分、各全９回／小・中学生＝１万９００円、
１６〜６５歳の方＝１万１９００円／各３０人
（申し込み順）
４月６日～２０２０年２月１５日の土曜日、初心者コース＝午前９時～１０時２０分、中・上級者コース＝午前１０時３０分
バドミントン塾（土曜日）
～１１時５０分、各全２４回／小・中学生＝２万７４００円、
１６～６５歳の方＝２万８４００円／各３０人
（申し込み順）
市内在住、在勤、在学の小学生～６５歳の
１２月８日～２０２０年２月２３日の日曜日、初心者コース＝午前９時～１０時２０分、中・上級者コース＝午前１０時３０分 方
バドミントン塾（日曜日）
～１１時５０分、各全６回／小・中学生＝７６００円、
１６～６５歳の方＝８６００円／各３０人
（申し込み順）
４月７日～２０２０年２月２３日の日曜日、午後１時３０分～３時３０分、全２２回／小・中学生＝２万３０００円、１６～６５歳の
陸上競技（日曜日）
方＝２万４０００円（家族割引有り、
要問い合わせ）
／小・中学生＝１００人、
１６～６５歳の方＝４０人
（申し込み順）
陸上競技（土曜日）
４月１３日～２０２０年２月１５日の土曜日、
午後１時３０分～３時３０分、
全２０回／２万１０００円／４０人
（申し込み順）
市内在住、在学の小学３〜６年生
４月１３日～２０２０年２月１５日の土曜日、小学１・２年生＝午前９時～１０時、小学３・４年生＝午前１０時３０分～１１時
サッカー塾
市内在住、在学の小学１～４年生
５０分、各全２６回／２万９６００円／各２０人
（申し込み順）
４月６日～２０２０年２月１５日の土曜日、午後５時～７時、全２２回／４月～９月分＝２万２０００円、１０月～２０２０年２月分
バスケットボール塾
市内在住、在学の小学４年生～中学生
＝１万７５００円（２回払い）／３０人
（申し込み順）
※上記期間の中で、除外日があります／日程等が変更となる場合がありますので、詳細は同クラブ事務局へお問い合わせいただくか同クラブホームページをご確認下さい／定員に達
しない場合は講座途中からの参加も可能で、残りの講座回数に応じた費用となります／上記費用には保険料を含みます

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
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 まちだ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。

【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5月１５日号です。次回申込締切日＝4
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
検索
田市ホームページでダウンロードも可）。市HP 市民の広場
問広報課☎７２４・２１０１

おいで下さい 特定の期日に行うイベント
催 し 名
芹ヶ谷ひだまり荘つり雛まつりにお越し下さい
オペラ歌手と一緒に歌う歌声喫茶～シングハピネス
第五回落語を気楽に楽しむ会
忍者の気持ちで的に当てる 健康に良い吹矢を体験
懐かしい歌をピアノ伴奏で一緒に歌いましょう
「朗読で楽しむ」つるの会主催のミニ朗読会です
リベラトゥール弦楽合奏団 第１４回定期演奏会
はがき俳画作品展
ベトナム料理入門②バインセオお好み焼きをつくる
ルンバ１日完結体験会～音楽にのって楽しく！！
酒匂川にて室内鑑賞石を探そう会参加者募集気軽に
山の写真展

市役所まち☆ベジ市

日
時
２月１７日～３月３日午前１０時～午後４時
２月２１日㊍午後２時から
２月２４日㊐午後２時３０分～３時３０分
２月２６日㊋午後３時３０分～５時
２月２６日㊋午前１０時３０分から
３月２日㊏午後２時から
３月３日㊐午後１時３０分開場、２時開演
３月５日㊋～１０日㊐午前１０時～午後４時
３月９日㊏午後２時～５時
３月１２日㊋午後７時３０分から
３月１７日㊐午前７時５０分
３月１９日～２４日午前１０時～午後５時

会
場
芹ヶ谷ひだまり荘
生涯学習センター７階
和光大学ポプリホール鶴川
金井クラブ
木曽森野コミュニティセン
ター
和光大学ポプリホール鶴川
和光大学ポプリホール鶴川
生涯学習セン
ターミニギャラリー
生涯学習センター調理室
なるせ駅前市民センター
小田急線町田駅下り待合室
国際版画美術館

費 用
無料
１０００円
無料
無料
１０００円
無料
１５００円
無料
１５００円
５００円
交通費実費
無料

連 絡 先
髙島☎０９０・５５１５・０２６６
堤幸子☎７７０・３０７２ 予約不要
語気楽会☎０９０・５３１７・７０５６
徳永☎７３６・９３５０
高野☎０８０・８８７２・３５０７ 要予約
橋本英子☎７３６・０４５５
川原☎７９５・０４８９
山中☎７２５・２０４７
おいぢ☎０９０・４４７０・２９７５
ヤマサキ☎０９０・９１０７・３７７０
堀泰洋☎０９０・８６８４・４７１６
深澤忠士☎７２２・１７４７

備考（対象等）
駐車場利用不可（工事中）
どなたでもお気軽にどうぞ
落語三席を予定
スポーツ吹矢をご一緒に
声を出して口腔ケアを……
お気軽においでください
前売券１０００円
俳画・かえでの会
ベトナム人講師が指導
踊ったことがない方大歓迎
主催 武相愛石会
初日は午後１時から

日2月18日㈪午前11時〜午後1時
（売り切れ次第終了）
場市庁舎前問農業振興課☎724・2166

