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ミュージカル「つまづいても」
観 覧 者 募 集

　主人公の大学生が、就職活動やブ
ラックバイトなど複数の悩みを抱え
て追い込まれながらも、保健センタ
ーの相談員や精神科医、友人、家族と
協力して再生を目指す姿を描いたミ
ュージカルです。
　観劇を通して、うつ病の症状や、治
療・回復への道について理解できま
す。
日９月１１日㈬午後３時～５時
場町田市民ホール
公演（特）社会貢献ミュージカル振興
会
定８００人（申し込み順）
申４月３日正午～９月９日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９０４０３Ｄへ。
※当日席に空きがあれば、申し込み
をしていなくても入場できます。
問健康推進課☎７２４・４２３６
生涯学習センター
「まなびテラス」で学び 
な お し て み ま せ ん か

　日常生活で使う文字の読み書きや
計算、小・中学校程度の学力を身に着
けたい方を対象にした学習会です。
このような学習を必要としている方
にもお知らせ下さい。
対１６歳以上の方
日毎週金曜日、午後６時～８時
場生涯学習センター
申電 話 で 同 セ ン タ ー（ ☎７２８・
００７１）へ。
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ

公 開 講 座
【“こころ”と“からだ”の健康学～男
と女のおしゃれ術　色を知って５歳
若返る】
　講師がファッションモデルなどで
培ってきた「色」への知識・経験を、日
本の四季・フランスの絵画などをヒ
ントに分かりやすく解説します。
日５月９日㈭午後２時～４時
場堺市民センター
内おしゃれの講義と即席ファッショ
ンショーの参加型講演
講国際モード協会理事・ファッショ

ンコーディネーター　芹澤紀世美氏
定６０人（申し込み順）
申４月２日正午～２５日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０４０２Ｄへ。

【町田の歴史　地中の文化財を掘る
～縄文・弥生時代のくらし】
　１万年以上続いた縄文時代の後半
を中心に、弥生時代までの市内の様
子について、発掘された町田の遺跡
から考えます。
　田端ストーンサークルと国宝類似
の中空土偶（通称まっくう）との関係
や、呪術性に富んだ縄文晩期のなす
な原遺跡について、文化財の学芸員
が解説します。
日５月１０日㈮午後２時～４時
場生涯学習センター
定１０８人（申し込み順）
申１次受付＝４月１日正午～午後７時
にイベシス（＝インターネット）コー
ド１９０４０２Ｅへ／２次受付＝４月２日
正午～５月７日にイベントダイヤル

（☎７２４・５６５６）またはイベシスへ。
【人間関係学～児童虐待と叩

たた

かない
子育て】
　児童虐待防止や感情的にならない
子育てについて、長年取り組んでい
る高祖氏に語っていただきます。
日５月１５日㈬午後７時～９時
場生涯学習センター
講育児情報誌ｍｉｋｕ編集長・高祖常子
氏
定１０８人（申し込み順）
申１次受付＝４月１日正午～午後７時
にイベシス（＝インターネット）コー
ド１９０４０２Ｇへ／２次受付＝４月２日
正午～５月７日にイベントダイヤル

（☎７２４・５６５６）またはイベシスへ。
◇

問生涯学習センター☎７２８・００７１
さがまちカレッジ

講 座 受 講 者 募 集
　詳細は講座案内チラシ（生涯学習
センター、各市民センター、各市立図
書館等で配布）をご覧下さい（さがま
ちコンソーシアムホームページでダ
ウンロードも可）。

【①合唱を通してみなさまと元気！
笑顔！健康の輪！】
日５月１２日㈰、１８日㈯、６月１日㈯、９
日㈰、午後１時３０分～３時３０分、全４

回
講全日本合唱教育研究会顧問・千葉
佑氏
定１００人（申し込み順）
費３０００円

【②多色使いのオリジナルテキスタ
イルを作りましょう】
　織物に透かし模様をつけるオパー
ル加工でオリジナルテキスタイルを
染め上げましょう。
対１６歳以上の方
日６月１日㈯午前１０時～午後３時
講女子美術大学芸術学部非常勤講師
・眞田玲子氏
定１５人（抽選）
費５０００円（材料費含む）

◇
場生涯学習センター
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①５月９日まで②４月２１日
まで（いずれも必着）に郵送またはＦ
ＡＸでさがまちコンソーシアム事務
局へ（さがまちコンソーシアムホー
ムページで申し込みも可）。
※②は申込締切日までに定員に達し
ない場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
生涯学習センター

若 葉 と そ よ 風 の 
ハーモニーコンサート

【いのちのかずだけおもいがある～
だからみんなちがってもいっしょに
いきる】
　若葉とそよ風のハーモニーコンサ
ートは、障がい者青年学級に集う仲
間たちを中心に、主体的に生きられ
るよう、一人ひとりの思いを多くの
人に伝えるために始めたコンサート
です。
日５月１１日㈯午後１時３０分開演
場町田市民ホール
定６００人（申し込み順）
申１次受付＝４月１日正午～午後７時
にイベシス（＝インターネット）コー
ド１９０４０２Ｆへ／２次受付＝４月２日
正午～５月６日にイベントダイヤル

（☎７２４・５６５６）またはイベシスへ。
問生涯学習センター☎７２８・００７１
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

畦地梅太郎　わたしの山男
　「山の版画家」として広い世代に親
しまれる畦地梅太郎（１９０２～１９９９
年）は、１９７６年に鶴川に移り住み、
そのアトリエは現在「あとりえ・う」
として公開されています。
　国際版画美術館の学芸員が、畦地
の人物と作品について山男シリーズ
を中心にお話しします。
日４月１７日㈬、午前１０時～１１時、午
後１時～２時

場和光大学ポプリホール鶴川３階多
目的室
問生涯学習センター☎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共
有しましょう。
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４月２日、９日、１６日、５月７日、１４
日、２１日、６月４日、１１日、１８日、７月
２日、９日、１６日、いずれも火曜日午
後２時～４時（自由遊びを含む）
※参加は月２回までです。
内自由遊び、スキンシップ遊び、ミニ
ミニ井戸端会議等

【パパと一緒にきしゃポッポ】
　お父さんが赤ちゃんと楽しく過ご
すためのヒントが見つかるひろばで
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４月２８日、５月２６日、６月２３日、７
月２８日、いずれも日曜日午後２時～
４時
内自由遊び、スキンシップ遊び、手作
りおもちゃ制作等

◇
場生涯学習センター６階保育室
問同センター☎７２８・００７１

大地沢青少年センター
【①ピザ窯・薫製箱利用講習会】
　石窯とドラム缶窯でピザを焼き、
薫製箱で基本的な薫製をして、その
利用について学びます。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４月２０日㈯午前１０時～午後３時
定２０人（申し込み順）
費４００円
申４月１日午前９時から電話で同セン
ターへ。

【②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（開催時間内であれば何時
からでも参加可）。特別プログラム
は、「青空おままごとセット」を予定
しています。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日４月２１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）

◇
場同センター①野外炊事場②研修棟
問同センター☎７８２・３８００

出張認知症カフェ（Ｄカフェ）
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

　認知症の方や家族、支援者など
が気軽に集まり、情報交換や交流
を行う場「出張認知症カフェ（Ｄカ
フェ）」を開催します。
対認知症の方や家族、支援者等

※飲食代は自己負担です。
※事前予約は必要ありませんが、
参加者多数の場合は参加できない
場合もあります。
市HP Ｄカフェ  検索

市内スターバックスコーヒー各店の開催日（４月・５月）
会　場 日　時

町田パリオ店（森野１－１５－１３） ４月１０日㈬、５月１３日㈪

午前１０時～正午町田金森店（金森３－１－１０） ４月１２日㈮、５月１０日㈮

町田東急ツインズ店（原町田６－４－１） ４月１５日㈪、５月２４日㈮

多摩境店（小山ヶ丘３－２－８） ４月１７日㈬、５月２０日㈪ 午前９時～１１時

ぽっぽ町田店（原町田４－１０－２０） ４月１９日㈮、５月２２日㈬

午前１０時～正午
ルミネ町田店（原町田６－１－１１） ４月２２日㈪、５月１７日㈮

鶴川店（能ヶ谷１－５－１） ４月２４日㈬、５月２７日㈪

小田急町田駅店（原町田６－１２－２０） ４月２６日㈮、５月２９日㈬

問子育て推進課☎72４・４４68

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

　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

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）


