
4 2019．10．15 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 問問い合わせ凡例 市HP町田市ホームページ

催し・講座催し・講座
認知症サポーター養成講座
　講座終了後に、認知症サポーター
の証しとなるオレンジリングをお渡
しします。
対市内在住、在勤、在学の方
日１１月２７日㈬午後２時～３時３０分
場わくわくプラザ町田
定１２０人（申し込み順）
申１０月１７日正午～１１月２１日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード１９１０１７Ｄへ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

市 民 公 開 講 座
【糖尿病の最新の話題】
日１１月１６日㈯午前９時３０分～１１時
場町田市民病院
講町田市民病院糖尿病・内分泌内科
部長　伊藤聡医師
定１００人（申し込み順）
申１０月１８日正午～１１月１３日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード１９１０１８Ａへ。
問同病院医事課☎７２２・２２３０（内線
７１４１）
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ
公 開 講 座

【町田の歴史Ⅱ～農村の変
へん

貌
ぼう

からた
どる昭和期の町田　農業恐慌・戦時
動員・戦後復興】
日１１月１５日㈮午後２時～４時
場同センター
講和光大学非常勤講師・杉山弘氏
定１０８人（申し込み順）
申１次受付＝１０月１５日正午～１６日
午後７時にイベシス（インターネッ
ト）コード１９１０１７Ａへ／２次受付＝
１０月１７日正午～１１月１０日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスへ。
問同センター☎７２８・００７１
町田市民文学館　保育付き紙芝居上
演会
紙 芝 居・ 大 人 の 時 間
　大人のための紙芝居です。
※保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日１１月１日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内「なんにもせんにん」（原作／巖谷
小波、脚本／川崎大治、絵／佐藤わき
子）、「うまいものやま」（脚本／佐々
木悦、絵／箕田源二郎）　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１０月１５日午前
９時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。
町田市民文学館×町田連句を楽しむ
会共催
町 田 市 民 連 句 大 会

【パネルディスカッション～連句は
どこへ】
日１１月２４日㈰午前１０時３０分～正
午
場同館

パネリスト八ヶ岳連句会主宰・篠は
らっぱ氏、句誌『垂人』発行人・中西ひ
ろ美氏、野田連句会世話人・松澤龍一
氏、町田連句を楽しむ会世話人・守谷
信二氏
コーディネーター季語研究会編集人
・浅賀丁那氏
定３０人（申し込み順）
費５００円
申１０月１５日午前９時～１１月１日午
後５時に電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。
※同日午後から「町田連句を楽しむ
会」主催の実作会があります。参加希
望の方は、１０月２５日までに同会（☎
７３４・２２５９）へお問い合わせ下さ
い。
消費生活センター
くらしに役立つ学習会

【①この先どうなる？私たちの飲み
水～水道法改正のゆくえを学ぶ】
日１１月６日㈬午前１０時～正午
講アクアスフィア・水教育研究所代
表　橋本淳司氏
申１次受付＝１０月１５日正午～午後７
時にイベシス（インターネット）コー
ド１９１０１６Ｃへ／２次受付＝１０月
１６日正午～３０日にイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
へ。保育希望者（１歳以上の未就学
児、申し込み順に６人）は１０月１５日
正午から併せて申し込みを。
【②外壁塗装工事をする前に知って
おきたい注意点～失敗しない事業者
選び】
日１１月２１日㈭午前１０時～正午
講東京都塗装工業協同組合
申１次受付＝１０月１５日正午～１６日
午後７時にイベシス（インターネッ
ト）コード１９１０１７Ｃへ／２次受付＝
１０月１７日正午～１１月１７日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスへ。保育希望者（１歳以上
の未就学児、申し込み順に６人）は１０
月１５日正午から併せて申し込みを。

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
定各４０人（申し込み順）
問消費生活センター☎７２５・８８０５

ふ れ あ い 落 語
対６歳以上の方
日２０２０年１月１１日㈯午後２時３０分
～３時３０分
場木曽森野コミュニティセンター
出演古今亭始、入船亭遊京
定１８０人（申し込み順）
費５００円（全席自由）
申１０月２９日正午～２０２０年１月８日
にイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）またはイベシスコード
１９１０２９Ｊへ。
問町田市民ホール☎７２８・４３００、町
田市市民協働推進課☎７２３・２８９２

女性のための護身術
【Ｗ

ウ ェ ン

ＥＮ－Ｄ
ド ー

Ｏを学ぼう！】
　カナダで女性のために開発された
「ＷＥＮ－ＤＯ」（自己防衛プログラ
ム）を体験してみませんか。
対護身術を学びたい女性
日１１月２１日㈭午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講リアライズＹＯＫＯＨＡＭＡ代表・橋

本明子氏
定１６人（申し込み順）
申１０月１７日正午～１１月１３日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード１９１０１７Ｂへ。
保育希望者（１歳６か月以上の未就学
児、申し込み順に５人）は１１月６日ま
でに併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８
忠生公園
定 例 自 然 観 察 会

【スマホで撮れる！生きもの写真の
コツ】
　スマートフォンで生きものの写真
を撮る時のコツを学び、園内で写真
を撮りながら自然観察をします。
※汚れても良い服装でおいで下さ
い。
※スマートフォンには、「市民通報ア
プリ・まちピカ町田くん」を事前にダ
ウンロードして下さい。アプリにつ
いてのお問い合わせは環境・自然共
生課（☎７２４・４３９１）へ。
日１１月３日㈷午前９時３０分～１１時
３０分（小雨実施、荒天中止）
場同公園
※集合は同公園自然観察センター
（忠生がにやら自然館）です。
講（一社）日本自然科学写真協会会員
・畑田幸憲氏
定２０人（申し込み順）
申１０月１６日午前９時から電話で同

公園（☎７９２・１３２６）へ。
町田市民文学館
文 学 館 ま つ り
　文学館まつり実行委員会との共催
です。歩行者天国となった文学館通
りを、町田時代祭りの時代行列が通
ります。そのほか、古本のフリーマー
ケット、野菜や飲食の販売などのイ
ベントを行います。
※事前申込が必要なイベントがあり
ます。詳細は同館ホームページをご
確認下さい（当日席も若干有り）。
【前日祭～マンドリンコンサート】
日１０月２６日㈯午後３時～４時
場同館２階大会議室
【文学館まつり】
日１０月２７日㈰午前１０時～午後４時
場同館及びその周辺
○オープニング　はらまち太鼓の皆
さんによる和太鼓演奏　
○展示・上演会等　「白洲正子のライ
フスタイル～暮らしの遊

すさ

び」展、映画
上映会、薩摩琵琶ミニコンサート、鉄
道模型ジオラマ展示等
○ワークショップ・参加型イベント
中垣ゆたか子ども向けワークショッ
プ、笠着連句と連句ワークショップ、
占い、「言の葉　音ノ葉　エトセト
ラ」（“ことば”をテーマにした音楽と
アートのイベント）等
○その他　親子で遊べるキッズスペ
ース、除籍本配布コーナー
問同館☎７３９・３４２０

ゆうゆう版画美術館まつり
問�国際版画美術館☎７２６・２８８９、国際版画美術館友の会（火・金曜日の午　
前１０時～正午）☎７２６・３０５１

　同館と友の会が共催で、「Ｅｎｊｏｙ！
Ａｒｔ！」をテーマに開催します。詳細
は同館ホームページをご覧下さい。
　同時期に開催する町田時代祭り
２０１９や文学館まつりにも、おいで
下さい。
日１０月２６日㈯、２７日㈰、午前１０時
～午後４時
場同館及び同館前庭
※開会式は、２６日午前１０時からエ
ントランスホールで行います。
【チャリティ・アートバザール
２０１９】
　市内外の美術・工芸団体が自作品
を展示・販売します（体験コーナーも
有り）。
※売り上げの一部は（社福）町田市社
会福祉協議会へ寄付します。
時間両日とも午前１０時～午後４時
場同館前庭
【木版画摺

す

り体験】
　個別指導で、はがきサイズ画仙紙
の「多色摺り木版画」の摺りを体験し
ます。作品は持ち帰れます。
時間両日とも午前１０時～午後４時
場同館アトリエ
【キッズ・アートスペース～思い出の
写真や宝物を飾ろう！】
　折り紙・毛糸・和紙・シール等を使
って、装飾遊びを楽しみます。
日１０月２６日㈯午前１０時３０分～午
後４時、２７日㈰午前１０時～午後４時
場同館エントランスホール
【「ゆうゆう版画美術館まつり」ポス
ターデザイン原画展示】
　市域学生・友の会会員が制作した

全応募作品を展示します。
時間両日とも午前１０時～午後４時
場同館エントランスホール
※入賞者表彰式は、２７日午前１１時
から行います。
【歌

うた

麿
まろ

シアター】
　同館のオリジナルビデオ「歌麿再
現～現代を生きる錦絵の技（監修＝
安達以乍牟）」を繰り返し放映しま
す。
日１０月２６日㈯午前１０時～午後４時
（上映時間は３０分）
場同館講堂
【ゆうゆうプロムナードコンサート
～いにしえの響き　今の風】
　同館で開催中の「美人画の時代」展
に合わせて邦楽をお楽しみ下さい。
日１０月２６日㈯、午後１時から、２時
３０分から、各３０分程度
場同館エントランスホール
※椅子の用意はありません。
【玉川大学の学生によるアートイベ
ント～「和・輪・笑～町田市から『わ』
を広げよう」】
　ゲーム形式のミッションをクリア
して、美人画モザイクアートを完成
させる参加型のアートイベントで
す。
日１０月２７日㈰午前１０時～午後４時
場同館前庭
【福祉作業所協賛出店】
　市内福祉作業所（喫茶けやき、ラ・
ドロン、小麦の家）が出店予定です。
時間両日とも午前１０時～午後４時
場同館前庭
※小麦の家は２６日のみ出店します。

■問納税課　724・212210月は、「市・都民税」「国民健康保険税」の納付月です ☎☎納付はお済みですか？


