凡例

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

全１６回）
※①⑤の時間は日によって異なりま
す。
場生涯学習センター 他
内①くらしコース②音楽コース③健
康コース④歴史コース⑤まちだ探・
探ゼミナール
定①④各１５８人②５０人③８０人⑤２４
人／抽選
申１次受付＝３月１５日正午～１７日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード①２００３１８Ａ②２００３１８Ｂ③
２００３１８Ｃ④２００３１８Ｄ⑤２００３１８
Ｅへ／２次受付＝３月１８日正午～４月
１２日にイベントダイヤル（☎
☎７２４・

開講します

２０２０年度前期ことぶき大学

詳細は募集案内（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）
をご覧ください。
対市内在住の６０歳以上（２０２０年４
月１日時点）
で全回参加できる方
日①５月１３日～７月２２日の水曜日②
５月７日～７月１６日の木曜日、午後２
時３０分～４時③５月１２日～７月２１日
の火曜日、午前１０時３０分～正午④５
月１４日～７月２３日の木曜日、午後３
時 ～５時 ⑤５月２６日 ～２０２１年２月
１８日の原則木曜日、各全６回（⑤のみ

市HP 町田市ホームページ

５６５６）またはイベシスへ。
問生涯学習センター☎
☎７２８・００７１
町田市民文学館～保育付き紙芝居上
演会

※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）のみ要予約。３月
１７日 午 前９時 か ら 電 話 で 同 館（ ☎
７３９・３４２０）へ。

大人のための紙芝居です。
日４月３日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内
「うみにしずんだおに」
（脚本／松谷
みよ子、絵／二俣英五郎）
、
「ひゃくま
んびきのねこ」
（原作／ガァグ、
脚本／
高橋五山、
絵／川本哲夫） 他
（予定）
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」

対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日４月１５日㈬午後１時３０分～４時
※相談時間は１組３０分です。
場市庁舎
講（一社）東京都マンション管理士会
町田・たま支部
定４組（申し込み順）
申電話で住宅課（☎
☎７２４・４２６９）へ。

あなたも市民大学で学びませんか

問産業政策課☎
☎７２４・３２９６

「町田私の好きなお店大賞」は、市
内商業の活性化と地域経済の発展の
ため、個性的で魅力ある店づくりに
意欲的に取り組んでいるお店を表彰
するものです。
市民・来街者の皆さんに投票いた
だいた候補店舗の中から、上位店舗
を同大賞実行委員会の審査会委員が

所在地
玉川学園２－７－４

ＹＡＳＳカレー（カレー）
旬菜亭

まちだ市民大学ＨＡＴＳ通年・前期講座

審査し、２０１９年度は下表の４店舗が
お店大賞に決定しました。
魅力ある受賞店舗にぜひおでかけ
ください。
※詳細は町田商工会議所（☎
☎７２２・
５９５７）へお問い合わせください。ま
た、同会議所ホームページで過去の
受賞店舗をご覧いただけます。

店名（扱い品目等）
パティスリーインフィニティ（洋菓子）
昌（和食）

問生涯学習センター☎
☎７２８・００７１

話

☎０８０・６５９０・１０５４

山崎町２０５５－２

☎７９４・４８０６

講座概要

☎８５１・８６９８

講座名

① まちだの芸術・文芸
“こころ”と“からだ”の健康学～
自分らしく元気に生きるために
まちだの水とみどり入門～まち
③
だの魅力再発見ツアー
多摩丘陵の自然入門～驚き感動
④
まちだの自然大発見
くらしに活きる法律～これから
⑤
のくらしと法律
②

共生社会ホストタウンに登録されました

問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎
☎７２４・４４４２

共生社会ホストタウンとは、パラ
リンピアンとの交流をきっかけに、
ユニバーサルデザインの街づくりや
心のバリアフリーに取り組み、共生
社会の実現を目指すホストタウンの
ことです。
町田市は、インドネシアのパラバ
ドミントンの事前キャンプ地となっ

後７時にイベシス（インターネット）
へ（コードは下表参照）／２次受付＝
３月１７日正午～４月８日にイベント
ダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスへ。
※市内在住の方を優先のうえ、抽選
です。

４月以降に始まるまちだ市民大学
講座の受講生を募集します。
※詳細は募集案内（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、町田市ホームページでダウ
ンロードも可）をご覧ください。
場生涯学習センター 他
申１次受付＝３月１５日正午～１６日午

☎８５０・９７６８

原町田３－１－４

玉川学園７－５－３

美顔＆リラクゼーションルームソワン沙季

電

分譲マンション管理に
関 す る 相 談 会

紙 芝 居・ 大 人 の 時 間

「キラリ☆２０１９町田私の好きなお店大賞」受賞店舗が決定！
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問 問い合わせ

ていることや、街のバリアフリー化
など、これまでの共生社会実現に向
けた取り組み等が国に評価され、こ
のたび共生社会ホストタウンに登録
されました。
今後もパラスポーツを通じて共生
社会の実現に向けた取り組みを進め
ていきます。

⑥

まちだの福祉～町田で迎える、
安心した老後

⑦

人間科学講座～テクノロジー・
いのち・人権

⑧ 町田の歴史～祈りの形

市民の広場

日時／定員／費用
4月15日～7月8日の水曜日、午前10
時～正午、全6回／50人／2000円
4月23日～7月9日の木曜日、午前10
時～正午、全7回／70人／2000円
4月25日～7月18日の土・日曜日の
日中、全8回／24人／2000円
4月26日 ～12月6日 の 日 曜 日 の 日
中、全13回／50人／3000円
4月28日～7月14日の火曜日、午後6
時～8時、全9回／50人／3000円
5月11日～7月13日の原則月曜日、
午 後 2 時 ～ 4 時、 全 8 回 ／ 30 人 ／
2000円
5月13日～7月8日の水曜日、原則午後
7時～9時、
全9回／50人／3000円
5月15日～7月10日の金曜日、原則
午前10時～午後0時15分、全9回／
50人／3000円

イベシスコード
200317J
200317D
200317G
200317H
200317E
200317B
200317F
200317C

【コーナー掲載の申込方法】
検索
●必ず「掲載ルール」をご覧ください。
市HP 市民の広場
●おいでください：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５月１５日号です。次回申込締切日＝４
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

「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
いでください」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ください。
※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。

おいでください 特定の期日に行うイベント
催

し

名

日

時

会

場

費

用

連

絡

先

山の写真展

３月１７日～２２日午前１０時～午後５時

国際版画美術館

無料

吹き矢を吹いて健康維持して楽しい気分で一石二鳥

３月２０日㊗午前９時３０分～１１時３０分

鶴川市民センター

５００円 モーニング吹矢和田☎
☎０９０・３１０２・２１４５

３月２７日も開催しています

ポールウォーキングで健康寿命を延ばそう

３月２１日㊏午前１０時から

町田シバヒロ

無料

大石益雄☎
☎０９０・５８２８・７４５１

まちだＰＷクラブ

紙飛行機を作って楽しく飛ばそう～健康づくり

３月２２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

始めます「百人一首を書こう」 鉛筆～小筆

３月２６日㊍午後１時３０分～３時３０分

わくわくプラザ町田

無料

ミズカミ☎
☎７２６・１６９１

３月２８日㊏午後２時から

和光大学ポプリホール鶴川

無料

橋本英子☎
☎７３６・０４５５

ピアノ未経験者が２時間で両手で弾ける講座

３月３０日㊊午前１０時～正午

木曽森野コミュニティセンター

１３００円 リタルダント☎
☎０８０・８８７２・３５０７

脳を元気にする脳活です

初めての方の為の「マジック入門講座」女性向け

４月１日㊌午後６時から

町田市民フォーラム４階

５００円 加茂☎
☎０９０・７８３０・６４５６

要申込

どっきりマジッククラブ

親子・幼児・小学生・キッズダンス講座

４月８日㊌午後１時１５分～、三部構成

鶴川市民センター第１会議室

無料

輪湖☎
☎０９０・９３０９・８２４４

要予約

１歳～詳細・時間要ＴＥＬ確認

ウクレレ好きの会「見学会」

４月１２日㊐午後２時３０分～４時

生涯学習センター音楽室

無料

佐藤☎
☎０８０・４３６１・３１２４

４月１８日㊏午後２時３０分～４時３０分

町田市民フォーラム３階

５００円 まちだ史考会・稲葉☎
☎０９０・７８０５・５１７５

町田地方史研究会歴史散歩「三輪の地名を訪ねる」

４月２４日㊎①午前９時②午前９時３０分

①柿生駅②恩廻公園

５００円 田井返７２９・３０６３

禅文化勉強会

５月１０日㊐午後１時５０分～４時１０分

生涯学習センター和室１

無料

「朗読で楽しむ」つるの会主催のミニ朗読会です

講演会「明智光秀の実像に迫る」講師

盤珪禅師語録の講義

小和田哲男

山本☎
☎０７０・５５４３・５８３５

備考（対象等）

古谷☎
☎０７０・５３６２・８８５５

初日のみ午後１時から

要電話

４月１５日も開催
お気軽においでください

Ｊｏｙ・ＬｅＬｅサークル
直接会場へお越しください

午後１時５０分までに着座

広報まちだは無料配布をしています。対象・申込方法等の詳細はお問い合わせください。■広報課☎724・2101

