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日11月3日㈷午前7時～ 8時（売り切れ次第終了） 場教育センター駐車場 問農業振興課☎724・2166町田産新鮮野菜がいっぱい!日曜朝市

ふれあいコンサート
　ピアノのコンサートです。
対６歳以上の方
日２０２０年２月２日㈰午後２時３０分～
３時３０分
場忠生市民センター
出演古門詩帆
定２５０人（申し込み順）
費５００円（全席自由）
申２０２０年１月３０日までにイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９１０３１Ａへ。
問町田市民ホール☎７２８・４３００、町
田市忠生市民センター☎７９１・２８０２
文学館でたのしむ
おとなのためのおはなし会

　保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日１１月２１日㈭午前１０時３０分～１１
時３０分
場町田市民文学館２階大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「白洲正
子」／おはなし＝「三枚の羽」（グリム
童話）、「じいよ、じいよ」（日本の昔
話）、「おもちゃ屋のクィロー」（ジェ
ームズ・サーバー作）
語り手（特）まちだ語り手の会
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は、１１月１日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。

西 村 宗・ サ ラ リ 君 展
【サラリ君とみる昭和と平成】
　町田市民文学館の所蔵資料を初公
開する「お宝展示」の第９弾として、
市内在住の漫画家・西村宗氏の４コ
マ漫画「サラリ君」の原画を展示しま

す。「サラリ君」は１９８０年～２０１０年
に産経新聞で連載されました。庶民
的なサラリーマンのサラリ君とその
家族を通じて、昭和と平成を振り返
ります。
会期１２月２８日㈯まで
※昭和編と平成編を１１月２５日に展
示替えします。
観覧時間午前９時～午後１０時
休館日月曜日（ただし１１月４日は開
館）、第２木曜日
場町田市民文学館１階文学サロン
問同館☎７３９・３４２０

ⓒ西村宗

「白洲正子のライフスタイル～暮ら
しの遊

すさ

び」展　関連イベント
文学散歩「東京の坂道」を歩く

　「白洲正子自伝」を手がかりに、永
田町にある正子の生家跡など、ゆか
りの場所を訪ねます。町田市民文学
館の学芸員がご案内します。
※同展観覧券（半券可）の提示が必要
です。
日１１月３０日㈯午後１時～４時
※集合・解散は、地下鉄有楽町線永田
町駅です。
定２０人（申し込み順）
申１１月１日正午から電話で町田市民
文学館（☎７３９・３４２０）へ。

ＮＨＫ・市立図書館共催～「コートー
ルド美術館展　魅惑の印象派」
関 連 文 化 講 演 会

　東京都美術館（台東区）で開催され
ている「コートールド美術館展」（会
期＝１２月１５日まで）の見どころを
学芸員が解説します。参加者には本
展の招待券を１人１枚差し上げます。
日１１月２３日㈷午後２時開演
場中央図書館
講東京都美術館学芸員・大橋菜都子
氏
定１１７人（抽選）
申往復ハガキに参加者全員分の住所
・氏名（ふりがな）・電話番号を明記し、
１１月１１日まで（必着）に、中央図書館
講演会担当（〒１９４－００１３、原町田３
－２－９）へ（申し込みは２人まで）。
※切手代不足や１枚３人以上の応募
は無効となります。
問中央図書館☎７２８・８２２０

鶴見川源流ウォーク
【いるか丘陵とことん巡り２０１９鶴
見川源流編】
　治水防災・自然再生拠点として整
備中の鶴見川源流保水の森を、ガイ
ドと共に探訪します（雨天時は内容
を変更）。
対小学生以上の方（小学生は保護者
同伴）
日１１月１０日㈰午前９時～午後２時、
集合は上小山田みつやせせらぎ公園
調整池（小山田小学校前バス停から
徒歩１分）
内保水の森散策（アップダウン有り
の約５㎞、健脚向き）
※源流コーヒーのサービス付きで

す。
定２０人（申し込み順）
持ち物雨具、昼食、飲み物
※歩きやすい靴・服装でおいで下さ
い。
費５００円
申催し名・実施日・参加者全員の住所
・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢・
性別を明記し、１１月５日まで（必着）
に、ハガキ、ＦＡＸまたはＥメールで、

（特）鶴見川源流ネットワーク事務局
（〒１９４－０２０１、上小山田町１５４－
１、グリーンハイム桜台１０１、返８６０
・０８３０遍ｇｅｎｒｙｕｔｏｕｒ２０１９＠ｏｆｆｉｃ
ｅ．ｅｍａｉｌ．ｎｅ．ｊｐ）へ（鶴見川源流ネッ
トワークホームページで申し込みも
可）。
問同事務局☎７９８・２６９３、町田市農
業振興課☎７２４・２１６６

まちだの体力向上プロジェクト
【運動神経を問わない！体ほぐし教
室】
対介助の必要がなく個人で運動がで
きる６５歳以上の方
日①１２月１２日②１２月１９日、いずれ
も木曜日午前１０時～１１時３０分
場堺市民センター
内①音楽を聴きながらヨガマットを
使って体ほぐし②椅子を使って体ほ
ぐし
講法政大学社会学部准教授・越部清
美氏
定各２０人（申し込み順）
費各１００円（保険料）
申１１月８日正午～１２月９日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９１１０８Ｃへ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

　町田市の魅力と活力を発
信する農業祭＆産業フェス
ティバルです。
日１１月９日㈯午前１０時～午後４時（町
田シバヒロ会場のみ開催）、１０日㈰午
前１１時～午後４時（町田シバヒロ会場
は午前１０時から）
※雨天実施。
市HP キラリまちだ祭 検索

町田シバヒロ会場（９日、１０日開催）
○農産物品評会
　技術の改善と品
質向上を目的に農
産物を審査・展示し
ます。審査後の野菜
は１０日午後２時か
ら販売予定です。
○農産物即売会
　朝採れの新鮮野菜を販売します。会
場で展示する「野菜宝舟」「野菜神

み こ し

輿」、
「まち☆ベジ花マーク」で使用された野
菜や花を品評会の出品物と共に販売し
ます（売り切れ次第終了）。
○飲食店等の出店
　まち☆ベジグルメ店やキッチンカ
ー、ＪＡ町田市フレッシュミズ部会・女
性部・畜産部会が出店します。また、農
商工が連携して開発した商品の販売や
食育ブースの出店のほか、稲わらを使
ったお飾りなどの製作体験（１０日の
み）もできます。

○その他各種イベント（９日のみ）
　ＡＳＶペスカドーラ町田によるフッ
トサル体験、ＪＡ町田市女性部によるダ
ンス、フリーマーケット
○町田夢舞生ッスイ祭（１０日のみ）

原町田大通り会場（１０日のみ）
○マルシェ「まちだの市」
　地産地消をテーマに、市内で作られ
た商品や飲食物の販売、農産物の即売
会を行います。
○農商工連携コーナー
　市内の商工業者と農家が連携して開
発した商品の販売や、まちだシルクメ
ロンなどの商品を紹介します。また、市
内ものづくり事業者の商品やサービス
である「町田市トライアル発注認定商
品」も展示・販売します。
○町田夢舞生ッスイ祭

小田急駅前東口広場、原町田三丁目 
商店会通り会場（１０日のみ）

○町田夢舞生ッスイ祭

特別企画「原町田七福神を探せ！」（各会場、１０日のみ）
　今年も４会場に七福神がやってきます。マップを頼りに七福神を探
し、ゲームをする等で大吉のおみくじを集めると、市内在住のイラスト
レーター・本田亮氏がデザインしたご利益ステッカーがもらえます。
　マップは事前配布しています。詳細は産業政策課へお問い合わせ下さい。

市内の農業＆産業の魅力が盛りだくさん！　キラリ☆まちだ祭２０１９
問市役所代表☎７２２・３１１１、農業振興課☎７２４・２１６６、産業政策課☎７２４・３２９６

会場案内図
車両交通規制（通行止め）
　原町田大通り会場＝１０日午前９時３０分～午後７時（地図内   部分）、原町田三丁
目商店会通り会場＝１０日午前１０時～午後４時（地図内   部分）
バス停の移設・休止について
　原町田大通り会場の車両交通規制中は、神奈川中央交通の原町田大通り８番・９
番のバス停留所がペデストリアンデッキ下の臨時バス停留所へ、「三塚」のバス停
留所が「天満宮前（まちっこバス）」のバス停留所へ移設します。また、「原町田三丁
目」「原町田四丁目」のバス停留所は休止します。
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