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生涯学習センター
公 開 講 座

【たかがアニメの教育学～サザエさ
ん、ちびまる子ちゃん、クレヨンしん
ちゃん】
　昭和から平成そして令和へ。時代
とともに変化してきた家庭・子育て
・教育について、アニメを通して分
かりやすくお伝えします。
日１０月２３日㈬午前１０時～正午
場同センター
講東洋大学教授・藤本典裕氏
定３０人（申し込み順）
申９月１７日午前９時から電話で同セ
ンター（☎７２８・００７１）へ。

大地沢青少年センター
【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。　
　１０月の特別プログラムは、「ハロ
ウィンパズル」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１０月１３日㈰午前１０時～午後３時
（雨天実施）
※開催時間内であれば、何時からで
も参加できます。
場同センター研修棟
費１００～５１０円（参加プログラムに
よって異なる）

【めざせデビュー！キャンプ体験会】
　これからキャンプを始めたい方向
けの日帰りで行う体験会です。
対市内在住、在勤、在学のテント泊未
経験の家族
※同体験会に参加したことがない方
が対象です。
日１０月１９日㈯午前１０時～午後３時
３０分（雨天実施）
場同センター
内テント張り体験、まき割り・火おこ

し体験、飯
はん

盒
ごう

体験（予定）
定６組（抽選）
費小学生以上１人２００円
申ハガキに住所・電話番号・送迎バス
の利用の有無と、参加者全員の氏名
（ふりがな）・年齢（学年）を明記し、
１０月１日まで（必着）に大地沢青少年
センター（〒１９４－０２１１、相原町
５３０７－２）へ。
※ＪＲ横浜線相原駅西口～同センタ
ー間の無料送迎バスを運行します。

◇
問同センター☎７８２・３８００

なるせ駅前市民センターまつり
日１０月５日㈯午前９時３０分～午後４
時、６日㈰午前１０時～午後３時３０分
場同センター
内５日のみ＝舞台発表（吹奏楽・太極
拳・レクリエーションダンス・詩吟・
合気道・箏

こと

と尺八・ハーモニカ・合
唱）、６日のみ＝南第２高齢者支援セ
ンターによる「みんなでチャレンジ
！」（手作り小物・寄木細工・けん玉・
草笛・町トレ・測定・笑いヨガ・マッサ
ージ・福祉用具展示等）、両日＝展示
・活動紹介（キルト・フォト俳句・日
本刺

し

繍
しゅう

・書道・アートフラワー・手工
芸・演劇鑑賞会・ハンドマッサージ・
町田市美術協会・駐車場シェアシス
テム委員会・ベロニカ苑Ⅱ等）

【マイナンバーカードの発行申請を
受け付けます（６日のみ）】
　併せて、申請用写真を無料撮影し
ます。ぜひご利用下さい。
※印鑑を持参して下さい。
定１００人（先着順）

◇
問なるせ駅前市民センター☎７２４・
２５１１

成瀬コミュニティセンターまつり
日９月２１日㈯午前１０時～午後５時、
２２日㈰午前１０時～午後４時

場同センター
※車での来場はご遠慮下さい。
内ホール（吹奏楽・鼓笛・和太鼓・合唱
・ダンス・日舞・ヨガ・お囃

はや

子
し

・詩吟
等）、館内（絵画・生け花・キルト・各活
動成果の展示・将棋）、グラウンド（模
擬店・バザー・子どもみこし・木工作
・消防車で遊ぼう）
問同センター☎７２３・６７６３
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町田市子どもセンターただＯＮ
共催～こども体験講座「レジンを使
って自分だけのストラップやブロー
チを作ろう！」】
　プラ板とＵＶレジンを使ってオリ
ジナルストラップを作ります。
対小学３～６年生
日１０月１３日㈰午後２時～３時３０分
場町田市子どもセンターただＯＮ
講女子美術大学大学院美術教育研究
領域・角ほのか氏、山口友梨江氏
定２０人（申し込み順）
費３００円（材料費）

【②骨
こつ

粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

予防のための運動と栄
養について】
　骨粗鬆症に関する基本的な用語の
解説と、予防のための運動と栄養に
ついてお話しします。
日１０月２２日㈷午前１０時～１１時３０
分
場ユニコムプラザさがみはら（相模
原市）
講北里大学一般教育部教授・北川淳
氏
定４０人（抽選）
費７００円

【③黄金比ってなあに？～かたちの

美しさと数の比のお話とレッスン】
　黄金比とは何かを学び、その後、身
の回りのものを実際に計測して作図
しながら、かたちの美しさを決める
数の比を探っていきます。
対パソコンの基本操作ができる１５
歳以上の方（中学生を除く）
日１０月２７日㈰午前１０時３０分～午
後２時３０分
場女子美術大学（相模原市）
講女子美術大学芸術学部非常勤講師
・内野博子氏
定１５人（抽選）
費２５００円

【④楽しく歌って 笑顔！健康！元気！】
　元玉川大学通信教育部助教であ
り、全日本合唱教育研究会顧問でも
ある千葉佑氏による合唱講座です。
日１１月２日㈯、１６日㈯、１２月８日㈰、
午後１時３０分～３時３０分、１２月１５
日㈰午前１０時～正午、全４回
場１１月２日・１６日＝町田市生涯学習
センター、１２月８日・１５日＝玉川大
学
定１００人（申し込み順）
費３０００円

◇
申①９月１５日午前１０時３０分～１０月
４日に直接または電話で町田市子ど
もセンターただＯＮ（☎７９４・６７２２、
休館日を除く）へ。または電話でさが
まちコンソーシアム事務局へ（月～
金曜日のみ）②③④講座案内チラシ
裏面の受講申込書に記入し、②③９
月３０日まで④１０月３１日まで（いず
れも必着）に、郵送またはＦＡＸ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
ージでも申し込みできます。
※②③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

おいで下さい　特定の期日に行うイベント

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

【コーナー掲載の申込方法】
●必ず「掲載ルール」をご覧下さい。� 市HP� 検索市民の広場
●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１１月１５日号です。次回申込締切日＝
１０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
田市ホームページでダウンロードも可）。� 問広報課☎７２４・２１０１

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、各会場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。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）

禅文化勉強会　テキスト　盤珪禅師語録 ９月１６日午後１時５０分から 生涯学習センター 無料 古谷☎７２１・８８５５

村上春樹「女のいない男たち」の感想など ９月１８日㊌午前１０時～正午 生涯学習センター８階学習室７ 無料 斉藤☎７９２・４５８５ 直接お越しください

入門　初級太極拳　無料講習会 ９月１９日㊍午後６時３０分～８時３０分 鶴川第四小学校体育館 無料 鶴川桜会・浜川☎７３５・０３８８ ２６日も開催

初心者の方へ！！やさしい太極拳 ９月２１日㊏午後１時～２時 和光大学ポプリホール鶴川 無料 ポプリ太極拳・青木☎７３５・７４６８ 鶴川駅より徒歩５分

町田話し方勉強会　大勢の前で話せる為の勉強会 ９月２１日㊏午後１時３０分～３時３０分 町田市民文学館第４会議室 無料 加賀谷幸子☎７２３・３５２９ コミュニケーションの勉強

町田女声合唱団第１３回演奏会 ９月２１日㊏午後２時から 町田市民ホール １０００円 町田女声合唱団☎７２５・４９７８ 信長貴富作品を集めて

車いすダンス練習会 ９月２２日㊐正午～午後２時 サン町田旭体育館 無料 丸山☎０９０・３５２５・０８４３ ヒカリ車いすダンス

成瀬尾根緑地「ナンバンギセルを観る会」雨天中止 ９月２７日㊎午前９時３０分集合 成瀬台庚申塚公園 無料 成瀬の自然を守る会・塚本☎７２７・２３３５ 成瀬台２丁目バス停前

宮田太郎氏による鎌倉街道上道探索ガイドウォーク ９月２８日㊏午前９時３０分～午後４時 小田急永山駅改札口前集合 １０００円 鎌倉古道の会・今井☎０９０・２３２３・１６９７ 事前申込不要・当日受付

紙飛行機を作って楽しく飛ばそう～健康づくり ９月２９日㊐午前９時３０分～１１時 芹ヶ谷公園多目的広場 無料 高橋☎返７９３・４０３５ テブラＯＫ、雨天中止

健康麻雀 １０月１日㊋午前９時～午後３時３０分 町田市民ホール １０００円 𠮷原☎０９０・２６５６・７７１１ お気軽に参加下さい

映画上映「福島は語る」　被災者１４人の証言 １０月５日㊏午後１時～４時 生涯学習センター視聴覚室 無料 鈴木☎７３４・３９３５　要予約 町田市福島県人会主催

町田野鳥の会　第８回写真展 １０月８日～１３日午前１０時～午後４時 生涯学習センター７階ギャラリー 無料 森下☎０７０・１４７６・３３７７ 初日正午から最終日午後２時迄

ヨーガを始めよう！（町田市ヨーガ教室元講師） １０月１５日、２９日㊋午前１０時から 小山市民センターホール ２００円 ヨガ健やかカレッジ☎０９０・９３６５・２１３２ 予約優先・１５人定員

第４４回萌美展　油彩・水彩他 １０月１６日～２０日午前１０時～午後５時 国際版画美術館市民展示室 無料 蛭子屋貴久子☎７３５・１４７０ 初日は午後１時から

スキットで学ぶ中国語初心者発音講座 １０月２０日㊐午後１時３０分～４時３０分 生涯学習センター視聴覚室 １０００円 寺西俊英☎０９０・１４２５・０４７２　要予約 元日中学院副学院長　鈴木

キッズダンス講座　みんなで楽しく踊ろう １０月３０日㊌午後３時１０分～４時５５分 鶴川市民センター第１会議室 無料 輪湖☎０９０・９３０９・８２４４　要予約 前半幼稚園児・後半小学生

証明書の発行はコンビニ交付サービスをご利用下さい !

商品券コールセンター☎03・6734・6583（受付時間＝午前8時30分～午後5時15分）、町田市産業政策課☎724・3296問


