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市内の交通死亡事故が多発しています！大丈夫と思い込まず「　　　　　　」運転を心掛けましょう。　市民生活安全課　 724・4003市内の交通死亡事故が多発しています！大丈夫と思い込まず「　　　　　　」運転を心掛けましょう。　市民生活安全課　 724・4003かもしれないかもしれない 問問 ☎☎

町田ファミリー・サポート・センター
子 育 て の お 手 伝 い を 
し て み ま せ ん か

【保育サポート講習会】
　受講後、同センターの援助会員（有
償ボランティア）として登録し、活動
していただきます。
対市内在住の保育サポートができる
満２０歳以上の方
※妊婦の方は、安全のため受講をご
遠慮ください。
日・内９月１日㈫、午前１０時～正午＝
入会説明会、午後１時～３時＝子ども
の食事、３日㈭、午前１０時～正午＝子
どもの発達と遊び、午後１時～３時＝
心・体の発達と病気、４日㈮、午前１０
時～正午＝保育の心、午後１時～４時
＝普通救命講習
※初日に、会員証に貼付する写真（縦
３㎝×横２．５㎝、裏面にボールペンで
記名、６か月以内撮影）をお持ちくだ
さい。
場町田市民フォーラム
費１４００円（普通救命講習の教材費）

申８月２５日までに電話またはＦＡＸ
で同センター（☎☎７０３・３９９０返７３２
・３１９３）へ。保育希望者（３歳以上の
未就学児、各４人〔入会説明会を除
く〕、全回受講者優先）は併せて申し
込みを。
※講習会の詳細は、同センターへお
問い合わせください。
問子育て推進課☎☎７２４・４４６８
稲城の梨狩り体験

ウ ォ ー キ ン グ ツ ア ー
　市では、周辺自治体と連携した観
光事業を進めています。その一環と
して、稲城市で妙覚寺や穴澤天神社
などを散策し、梨狩り体験を行うツ
アーを開催します。昼食は、①あかり
や弧仙（梨そば）または②グリーンワ
ールドカフェ（南山オムライス）のい
ずれかを選べます。
対町田・稲城・多摩市に在住、在勤、在
学の方
日９月６日㈰午前９時～午後１時ごろ
（小雨実施）
※集合は京王相模原線京王よみうり

ランド駅、昼食場所で解散。
定３６人（抽選、結果は８月２１日まで
に通知）
費１５００円（保険料、昼食代等）
申「稲城ウォーク」と書き、住所・氏名
（ふりがな）・携帯電話番号・年齢・性
別、同行者の氏名・年齢・性別、昼食の
希望（①または②）を明記し、８月１８
日まで（必着）に郵送、ＦＡＸまたはＥ
メールでＪＴＢ東京多摩支店「ウォー
キングイベント係」（〒１９４－００２３、
立川市柴崎町２－１２－２４、ＭＫ立川
南ビル３階、返０４２・５２１・５５５８遍ｍｉ
ｎａｍｉｔａｍａ＠ｊｔｂ．ｃｏｍ）へ。
問観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８

忠生公園
夜 の 自 然 観 察 会

【セミの羽化とカラスウリの開花観
察】
対５歳以上の方（小学生以下は保護
者同伴）
日８月８日㈯午後６時３０分～８時３０
分（雨天中止）
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。
定１０人（申し込み順）
申８月３日午前９時から電話で同公園
（☎☎７９２・１３２６）へ。

まちだ創業スクール２０２０
問町田商工会議所☎☎7２４・６６１４、町田市産業政策課☎☎7２４・２１２９

　ネットショップ開設を中心とし
た「副業コース」と本格的な創業を
目指す方向けの「本格コース」があ
ります。事前に無料で受講できる
プレセミナーも用意しました。受
講スタイルは通学講座またはＷＥ
Ｂ講座を選択できます。創業知識
習得の場としてご利用ください。
※町田商工会議所と共催です。
場同会議所

※ＷＥＢ講座は同会議所ホームペ
ージで行います。
申受講申込書（同会議所、産業政策
課〔市庁舎９階〕、各市民センター、
各市立図書館等に有り）に記入し、
郵送またはＦＡＸで同会議所へ（同
会議所ホームページ
〔右記二次元バーコ
ード〕で申し込みも
可）。

国際版画美術館

各種イベントのお知らせ
問同館☎☎7２６・２８８９、２77１

【①浮世絵摺
す

り体験　２０２０「多色
摺りに挑戦～重ねて発見！！錦絵
の魅力」】
　同館の収蔵作品をもとに作られ
た樹脂製の版木で、１人１枚ハガキ
サイズの４色摺りを体験できます。
※小学３年生以下のお子さんは保
護者同伴でおいでください。
日８月７日㈮～１０日㈷、午前１０時
～正午、午後１時～４時（１回２０分
程度）
場同館市民展示室

制作見本（ハガキサイズ）

【②企画展「インプリントまちだ展
２０２０」関連イベント～プロムナ
ード・コンサート　音楽で綴

つづ

る　
夏の思い出】
　町田のスポーツ・記憶・自然・市
街地の人々に取材した版画ととも
に、お楽しみください。
日８月８日㈯、午後１時から、午後３
時から（各３０分程度）
場同館エントランスホール

※座席の用意はありません。なお、
新型コロナウイルス感染防止のた
め、人数を制限する場合があります。
出演後藤泉（ピアノ）、渡辺淳（尺八）

【③版画体験イベント　Ｍｙ　ｌａｎ
ｄｓｃａｐｅ～風景の手ぬぐい】
　さらしにスタンプを押して涼や
かなミニ手拭いを作ります。
※未就学児は保護者同伴でおいで
ください。
日８月１５日㈯、午前１１時～正午、
午後１時～４時（１回２０分程度）
場同館エントランスホール
講アーティスト・田中茜氏
定各４人程度（先着順）

【④林望氏特別講演会～巴
は

水
すい

の心
に映じていたもの】
　大正・昭和に生き、日本中を旅し
ながら郷愁あふれる風景版画を制
作した川瀬巴水の魅力について、
『巴水の日本憧憬』の著者である林
氏にお話しいただきます。
日８月２９日㈯午後２時～３時３０分
場同館講堂
講作家・林望氏
定６０人（申し込み順）

◇
申①～③直接会場へ④８月４日正
午～２７日にイベントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
２００８０４Ｂへ。

日　時
定員（抽選） 費用（税込み）
通学
講座

ＷＥＢ
講座

通学
講座

ＷＥＢ
講座

プレセミナー 9月5日㈯午後6時～8時

各20人

上限無し

副業コース
10月2日㈮、6日㈫、9日㈮、
13日㈫、16日㈮、23日㈮、
午後6時30分～9時、全6回

各50人 いずれも
3000円

いずれも
1000円

本格コース
11月14日、21日、28日、
いずれも土曜日午前10時
～午後4時、全3回

生涯学習センター

まちだ市民大学HATS 夏季特別講座
場・問同センター☎☎7２８・007１

講座名 日　時 講　師 定員
（申し込み順）

人間科学講座～老化しない脳と
身体をつくる

8月23日㈰
午後2時～4時

東京大学名誉教授
・石浦章一氏 22人

まちだの芸術・文芸～町田市ゆ
かりの作家たち

8月26日㈬
午前10時～正午

元和光大学教授・
三上豊氏 20人

こころとからだの健康学～健康は
足もとから　シューフィッターが教
える　失敗しない靴選びのコツ！

8月27日㈭
午前10時～正午

足と靴と健康協議
会事務局長・木村
克敏氏

14人

町田の歴史～市域の歴史に見る
感染症との闘い　疫病克服に奮
闘した人びと

8月28日㈮
午前10時～正午

町田市文化財保護
審議会委員・鶴巻
孝雄氏

49人

まちだの水とみどり入門～鶴見
川下流を豪雨氾

はん

濫
らん

からまもった
のは町田の緑

8月31日㈪
午後6時～8時

慶應義塾大学名誉
教授・岸由二氏 35人

くらしに活きる法律～「生活時
間アプローチ」から考える真の
働き方・生き方改革　職場、家
庭、地域と時間資源のあり方に
関するパラダイムシフト

9月4日㈮
午後6時～8時 弁護士・圷由美子氏 23人

申８月３日午前９時から電話で同センターへ。

２０２０年度後期ことぶき大学
問生涯学習センター☎☎7２８・007１

　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２０２０年４月１日現在
６０歳以上の方
場①生涯学習センター、中央図書
館　他②～⑥生涯学習センター⑦

堺市民センター
申１次受付＝８月１日正午～４日午
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＝８月５日正午～２４日にイベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスへ。

講座名 日時／定員 イベシスコード

①まちだ探
たん

・探
たん

ゼミナール 9月3日～2021年2月18日の原則木曜
日の午後、全13回／10人（抽選） 200805A

②音楽コース 9月15日～11月17日の火曜日午後2時
～3時30分、全6回／30人（抽選） 200805Ｂ

③教養コース 9月30日～2021年1月20日の水曜日午後
2時30分～4時30分、全6回／49人（抽選） 200805C

④歴史コース 10月8日～12月3日の木曜日午後2時
30分～4時30分、全6回／49人（抽選） 200805D

⑤健康コース 10月16日～12月25日の金曜日午前10
時30分～正午、全6回／30人（抽選） 200805Ｅ

⑥くらしコース 12月2日～2021年3月10日の水曜日の
日中、全6回／49人（抽選） 200805F

⑦音楽（堺）コース 2021年1月7日～3月25日の木曜日午
後2時30分～4時、全6回／30人（抽選） 200805G


