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申 申し込み

日１１月３０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１０人（申し込み順）
申１１月５日正午～２３日にイベント
ダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２０１１０５Ｅへ。保育希
望者（１歳６か月以上の未就学児、申
し込み順に６人）は１１月１５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

座

対市内在住の方
日１１月３０日㈪午前１０時～正午
場生涯学習センター
内ひと手間かけて楽になる子育て
講大正大学准教授・井澗知美氏
定５０人
（申し込み順）
申１１月５日正午～２５日にイベント
ダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２０１１０５Ｄへ。保育希
望者
（４か月以上の未就学児、申し込
み順に９人）
は併せて申し込みを。附
室からの親子鑑賞希望者（未就学児、
消 費 生 活 セ ン タ ー
申し込み順に４人）
は電話で要予約。
問子ども発達支援課☎
☎７０９・３４５５
【くらしに役立つ学習会～自然災害
に備える損害保険とその基礎】
大地沢青少年センター
損害保険について考えることで自
青 空 ア ト リ エ
然災害に備え、基礎から学び理解を
深めます。
電動糸のこや、のこぎりなどを使
対市内在住、在勤、在学の方
い、木やまゆ等で椅子やクラフトを
日１１月１９日㈭午前１０時～１１時３０
作ります。
特別プログラムは、クリス
分
マスリースを予定しています。
講（一社）日本損害保険協会講師・竹
日１１月８日㈰午前１０時～午後３時
島亜機雄氏
（雨天実施）
定２０人（申し込み順）
場同センター
申１次受付＝１１月１日正午～４日午
定６組（付添人を含めて１組４人以内、
後７時にイベシス（インターネット）
申し込み順）
コード２０１１０５Ａへ／２次受付＝１１
費１００～５２０円（参加プログラムに
月５日正午～１５日にイベントダイヤ
よって異なる）
ル（☎
申１１月１日午前９時から電話で同セ
☎７２４・５６５６）またはイベシス
ンター
（☎
へ。保育希望者（１歳以上の未就学
☎７８２・３８００）へ。
児、申し込み順に３人）は併せて申し
※新型コロナウイルス感染防止のた
込みを。
め、
事前予約制となります。
※当日は、午前１０時～午後２時に受 【ホール講演会～お笑い芸人マシン
ガンズ滝沢氏と考えるゴミ問題 清
け付けしてください（受付時間内で
掃員は見た！ゴミ収集の現場】
あれば何時からでも参加可）。
お笑い芸人兼ゴミ収集会社の清掃
わたしを守る護身術
員である滝沢氏が、ゴミ収集現場か
ＷＥＮ－ＤＯを学ぼう！
ら見えてきた「ゴミ学」について語り
ます。
カナダで女性のために開発された
対小学生以上の方
「ＷＥＮ－ＤＯ」
（自己防衛プログラ
日１２月５日㈯午前１０時～１１時３０分
ム）
を体験してみませんか。
講マシンガンズ・滝沢秀一氏（お笑い
対護身術を学びたい女性
ウ

ェ

ン

・

ド

ー

町田薬師池公園四季彩の杜薬師池

紅葉まつり

問公園緑地課☎
☎７２４・４３９９

１２月６日㈰まで
「紅葉まつり」を開催します。紅葉ライトアップのほか、紅
葉を楽しむイベントを実施しますので、ぜひおいでください。
なお、１１月１６日㈪、１７日㈫、午前９時～午後５時には、東京２０２０オリンピ
ック聖火リレートーチと東京２０２０パラリンピック聖火リレートーチを展
示します。
※今年度の菊花展は中止となりました。

紅葉ライトアップ
池周辺のカエデ類の紅葉の見頃に
合わせてライトアップを実施しま
す。野津田薬師堂にある大イチョウ
もライトアップします。
日１１月２１日㈯～２９日㈰、午後５時
～８時
（雨天実施）
※その他のイベントについては、町
田市ホームページをご覧ください。
西園で開催！

音楽ワークショップ～和太鼓体験
鶴川を中心に活動する和太鼓集団
「鼓楽」
による体験講座です。
日１１月３日㈷午前１０時～１１時（雨
天中止）
※中止の場合は、当日午前９時に同
公園四季彩の杜ホームページでお知
らせします。
場西園芝生広場

市HP 町田市ホームページ

問 問い合わせ

芸人）
定９４人（申し込み順）
申１次受付＝１１月１日正午～５日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード２０１１０６Ａへ／２次受付＝１１
月６日正午～２９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３人）は併せて申し
込みを。親子室利用希望者（１歳未満
児と保護者、申し込み順に３人）は電
話で要予約。
◇
場町田市民フォーラム
問消費生活センター☎
☎７２５・８８０５
インターネットで開催

生涯学習センターまつり

【輝け！ネットでつながる仲間の輪】
今年度は、皆さんからいただいた
ご意見や新型コロナウイルスの状況
等を考慮し、生涯学習センターで活
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動実績がある団体及び７月に開催し
た同センターまつり説明会に参加し
た団体の活動を、町田市ホームペー
ジで紹介します。
公開期間２０２１年３月３１日㈬まで
問同センター☎
☎７２８・００７１
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ

公

開

講

座

【まちだの福祉～「私は高齢者でしょ
うか？」と言える社会へ】
元気に、自由に、もっと人生を楽し
むコツを聞いてみましょう。
日１２月７日㈪午後２時～４時
場生涯学習センター
講（株）起案家代表取締役会長・城井
廣邦氏
定３０人（申し込み順）
申１１月５日午前９時から電話で同セ
ンター（☎
☎７２８・００７１）へ。

東京２０２０聖火リレートーチが町田に！

問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎
☎７２４・４４４２

東京２０２０オリンピック聖火リレ
ートーチと東京２０２０パラリンピッ
ク聖火リレートーチを、延期前の市
内スタート地点の町田薬師池公園四
季彩の杜西園ウェルカムゲートで展
示します。
聖火リレートーチを間近で見るこ
とができる貴重な機会です。ぜひお
立ち寄りください。
なお、聖火リレールートは延期前
のルートが維持される予定です。
※トーチは手に持ったり触れたりす
ることはできません
（写真撮影は可）
。
※最新情報は、町田市ホームページ
やＴｗｉｔｔｅｒ
「町田市オリンピック・パ
ラリンピック情報」
（アカウント名＝
＠ｍａｃｈｉｄａ＿ｏｌｙｐａｒａ）
でご確認くだ

秋の薬師池公園撮影会
初心者も歓迎です。なお、撮影した
写真は町田市フォトサロンで展示で
きます（会期＝２０２１年１月１３日～
２４日）。

さい。
日１１月１６日㈪、１７日㈫、
午前９時～午後５時
場町田薬師池公園四季彩
の杜西園ウェルカムゲート内ラボ・
体験工房
東京２０２０オリンピック聖火リレートーチ

画像提供：Ｔｏｋｙｏ ２０２０

日１１月２８日㈯午前１０時～正午（小
雨実施）
※集合は同サロン横の円形広場で
す。
問同サロン☎
☎７３６・８２８１

ＧＯＯＤ ＤＥＳＩＧＮ ＡＷＡＲＤ２０２０グッドデザイン賞を受賞しました
町田薬師池公園四季彩の杜の玄関口と
して、４月１７日にオープンした西園ウェル
カムゲートが２０２０年グッドデザイン賞
（ランドスケープ、土木、構造物）を受賞し
ました。
グッドデザイン賞は、
（公財）日本デザイ
ン振興会の主催で１９５７年から開始
した賞であり、デザインによって暮
らしや社会をより良くしていくた
めの活動です。かたちのある無しに
かかわらず、人が何らかの理想や目
的を果たすために築いたものごと
をデザインとしてとらえ、その質を
評価・顕彰しています。
複数の公園等で成る町田薬師池公園四季彩の杜エリアを１つの公園と
みなすブランディングにより、
「集う」
「ただ居る」ことができる建物（カフ
ェ、貸しルーム、ライブラリー）と、ランドスケープ空間を整備したこと等
が評価され受賞となりました。
○交通
小田急線町田駅北口ＰＯＰビル先２１番乗り場から本町田経由「野津田車
庫」行きまたは、
「鶴川駅」行きバスで「薬師池」か「薬師ヶ丘」下車。
※薬師池公園駐車場は混雑が予想されます。公共交通機関をご利用くだ
さい。

