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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。

2019．9．15

催し・講座
使 い 切 り 料 理 教 室
食品ロス削減をテーマにした料理
教室です。食材の使い切り方法や上
手なアレンジ方法など、料理中に出
るごみを減らすポイントを、実践を
交えて紹介します。
対市内在住の１８歳以上の方
日１０月１９日㈯午前１０時～午後１時
場忠生市民センター
講クッキングスペースアミューズ主
宰・峯岸照子氏
定２０人（過去に同イベントに参加し
たことのない方を優先のうえ、抽選）
※結果は、当選者へのみ郵送でお知
らせします。
費５００円
申９月１８日正午～１０月３日にイベン
トダイヤル
（☎７２４・５６５６）へ（申し
込みは４人まで）
。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

図 書 館 障 が い 者
サ ー ビ ス の ご 案 内
図書館障がい者サービスの利用要
件やサービス内容、ボランティア活
動等について説明します。
また、障がい者サービスの利用者
及びボランティアが、同サービスの
良さや改善点等についてお話ししま
す。
日１０月１５日㈫午後２時～４時
場中央図書館
定５０人
（申し込み順）
申９月１７日午前１０時から電話で中
央図書館障がい者サービス担当（☎
７２８・８２２０）
へ。
図書館入門講座

選書バックヤードツアー
本がどのように図書館の蔵書とな
スポーツで人とまちが一つになる

るのかご存じですか。通常は公開し
ていない、本を選ぶ選定会議の見学
を始め、図書館に本が入ってくる仕
組みを紹介します。本に透明な保護
シートを貼る装備見学や修理の体験
もできます。
対市内在住、在勤、在学の１５歳以上
の方（中学生を除く）
日１０月１７日㈭午前１０時１５分～１１
時３０分
場中央図書館
定１０人（申し込み順）
申９月１７日午前１０時から直接また
は電話で同館４階メインカウンター
（☎７２８・８２２０）へ（申し込みは２人
まで）。
きて、みて、図書館！
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中央図書館レファレンス（調べも
の）コーナーの資料を使って簡単な
問題を解きながら、基本的な辞典類
や図書館で調べるコツを紹介しま
す。
対市内在住、在勤、在学または稲城・
多摩・調布・八王子・日野・府中・川崎
・相模原・大和市在住の１５歳以上の
方（中学生を除く）
日１０月３０日㈬午後６時～７時４５分
場中央図書館
定１０人（申し込み順）
申１０月３日午前１０時から直接また
は電話で同館４階メインカウンター
（☎７２８・８２２０）へ（申し込みは２人
まで）。
国際版画美術館

創作講座 スクリーンプリント

スクリーンプリントは孔版とも言
われ、紙以外のＴシャツなどにも印
刷できる版画技法です。水性インク
を用いた多色刷りで作品を制作しま
す。
対１５歳以上の初心者（中学生を除

く）
日１１月１日～１２月１３日の金曜日、
午後１時３０分～４時３０分、全７回
場同館
講版画家・吉永晴彦氏
定１０人（抽選、結果は１０月１８日ごろ
郵送）
費１万４０００円
申１０月１４日までにイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード１９０９１３Ｈへ（同館ホームペ
ージで申し込みも可）。
問同館☎７２６・２８８９

ホームタウンチーム情報
【ＪＦＡ全日本Ｕ－１８フットサル選手権大会でＡＳＶ
ペスカドーラ町田Ｕ１８チームが優勝しました】
８月１日～４日に浜松アリーナで行われたJFA第
６回全日本Ｕ－１８フットサル選手権大会で、ＡＳＶ
ペスカドーラ町田Ｕ１８チームが優勝し、その報告
のため、
８月２０日に市役所を訪れました。
甲斐修侍監督は「目標であった全日本の優勝が
達成できて嬉しいです。チーム一丸となって大会
を戦うことができ、安心してみていられるチーム
に成長しました。これからは１人でも多く、上のカ
テゴリーで戦える選手を育成していきたいです」
と喜びを語られました。

日本知的障がい者フットサルの舞台で活躍してい
ます〜ＩＮＡＳグローバルゲームズ２０１９の日本代
表に吉川圭祐さんが選ばれました
１０月にオーストラリア・ブリスベンで開催され
※
るＩＮＡＳグローバルゲームズ２０１９ のフットサル
競技日本代表選手に市内在住の吉川圭祐さんが選
ばれました。
出場報告のため、８月２６日に市役所を訪れた吉
川さんは「日本代表になることが目標で、暇さえあ
ればずっとボールを蹴っていました。次の目標で
ある優勝に向けて、１
点でも多く取れるよう
頑張りたいです」と抱
負を語られました。
※ＩＮＡＳグ ロ ー バ ル ゲ
ームズ２０１９とは、４年
に１度開催される、知
的障がい者スポーツの
世界大会です。
視覚障がい者柔道の舞台で活躍しています〜ＩＢＳ
Ａ柔道アジアオセアニア選手権大会の男子１００㎏
級に石川信介さんが日本代表として出場し、銅メ
ダルを獲得

ＡＳＶペスカドーラ町田Ｕ１８チームの皆さんと石阪市長

町田市プレミアム商品券

市民提案型事業

講座づくり★まちチャレ

【もっと知りたい！町田ならではの
歴史と文化】
市には古代から現代に至るまで、
「白洲正子のライフスタイル～暮らし
すさ
たくさんの特筆すべき優れた歴史的
展 オープニングイベント
の遊び」
・文化的遺産があります。そのいく
対 談「 正 子 と 次 郎 ～
つかに光を当て、現代へのメッセー
武相荘での暮らし」
ジを読み取りながら、町田の在るべ
き姿、まちづくりについて一緒に考
白洲次郎と正子の娘婿でもある牧
えてみませんか。
山氏と生前の正子をよく知る青柳氏
日①１０月１９日㈯午後２時～４時②
に、武相荘での正子と次郎の暮らし
１１月９日㈯午後１時３０分～４時③１１
ぶりや２人の素顔についてお話しい
月３０日㈯午後１時～４時④１２月１４
ただきます。
日㈯午後２時～４時⑤2020年１月１１
日１０月１９日㈯午後２時～３時３０分
日㈯午後２時～４時、全５回
場町田市民文学館
場①④⑤生涯学習センター②中央図
講旧白洲邸武相荘館長・牧山圭男氏、
書館③鶴川市民センター、旧南多摩
古美術評論家・青柳恵介氏
農村図書館（大蔵町）
定８０人（申し込み順）
内①俳句のルーツ「連句」の町田②多
申９月１８日正午からイベントダイヤ
摩の民権家たちが作った「五日市憲
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
法」、映画「みんなの憲法」
（同時上映）
コード１９０９１８Ｅへ。
③南多摩農村図書館の夢と願い（現
問町田市民文学館☎７３９・３４２０
地学習有り）④２３万人の個性輝く
町田市民文学館～保育付き紙芝居上
「市民祭」
⑤町田の未来づくりワーク
演会
ショップ
紙 芝 居・ 大 人 の 時 間
講①季語研究会同人・佛渕健悟氏②
元専修大学教授・新井勝紘氏③町田
大人のための紙芝居です。
の図書館活動をすすめる会代表・手
※保育希望者以外は直接会場へおい
嶋孝典氏④元「みんなの祭り２３万人
で下さい。
の個展実行委員会」事務局・森口克弘
日１０月４日㈮午前１０時３０分～１１時
氏
３０分
定３０人（申し込み順）
場同館２階大会議室
申９月１５日午前９時から電話で生涯
内おつきさんにばけたいの（脚本／
学習センター（☎７２８・００７１）へ。
三谷亮子、画／長野ヒデ子）、いえい

スポーツで活躍するまちだゆかりの選手の皆さん

スポーツの秋を迎えました。スポーツの分野で
活躍する、
まちだゆかりの選手を紹介します。

っぱいにできるもの（脚本／荒木文
子、絵／藤田勝治） 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９月１７日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。

９月６日～８日にカザフスタンのアティラウ市で
開催されたＩＢＳＡ柔道アジアオセアニア選手権大
※
会 の男子１００㎏級に、市内在住の石川信介さんが

問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

日本代表選手として出場しました。
大会前の８月２０日に市役所を訪れた石川さん
は、
「今回の大会は来年の東京パラリンピックにつ
ながる大会です。１ポイントでも多く奪い取って
帰国したいです」と意気込みを語られました。
大会の結果は、リーグ戦2勝２敗で銅メダルを獲
得しました。
※ＩＢＳＡ柔道アジアオセ
アニア選手権大会と
は、視覚障がい者のス
ポーツを統括する国際
視覚障害者スポーツ連
盟
（ＩＢＳＡ）
が運営する国
際総合競技大会です。
東京都市町村総合体育大会 男子バドミントン、
軟式野球で町田市が優勝しました
７月１３日～８月１０日に東京都市町村総合体育大
会 が開催され、町田市からは２４３人の方が参加し
ました。男女別競技種目を合わせて、全２０競技に
エントリーし、男子バドミントンと男子軟式野球
の２競技で優勝しました。
※東京都市町村総合体育大会とは、スポーツを振
興し、その普及発展とアマチュアスポーツの精神
の高揚を図るスポーツ大会です。また、各市町村の
親睦と交流を深めることを目的としています。
※

対象となる方には申請のご案内を送付しています。申請はお早めに

