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新型コロナウイルス感染防止のため、催し・講座は中止や一部変更になる場合があります
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催し・講座

ｏｍ）へ。
問観光まちづくり課☎
☎７２４・２１２８

稲城・多摩・町田

国際版画美術館～館長連続講座

甘いもん巡りサイクリングツアー

浮

世

絵

を

知

る

市では、
稲城・多摩市と連携した観
●第２期 美人画と役者絵 同館館
光事業の一環として、各市のスイー
長・大久保純一氏による連続講座で
ツや自然の感じられるスポットを自
す。
転車で巡るサイクリングツアーを開
日１１月７日、１２月１２日、いずれも日
催します。電動自転車とヘルメット
曜日午後１時３０分～３時、全２回場同
を貸し出し
（持参も可）、先導は東京
館内テーマ「美人画～歌麿を中心に」
ヴェルディトライアスロンチームの 「役者絵～写楽と豊国」定５０人（申し
選手が行います。
込み順）費各５００円（資料代）申１０月
対町田・稲城・多摩市在住、在勤、在学
８日正午～２９日にイベントダイヤル
の中学生～６０代の健脚な方（中学生
ま た は イ ベ シ ス コ ー ド２１１００８Ｈ
は保護者同伴）日１１月１３日㈯午前
へ。
１０時～午後５時、集合は小田急線鶴
問同館☎
☎７２６・０８６０
川駅北口改札前、解散は稲城発信基
国際版画美術館
地ペアテラス前（ＪＲ南武線稲城長沼
版 画 体 験 イ ベ ン ト
駅そば）定１５人（抽選）費３０００円（昼
食代、
おやつ代、
保険代等）
申
「南多摩
●リトグラフを刷ろう！ ローラー
３市サイクリングツアー」と書き、住
を転がして版にインクをのせ、プレ
所・氏名
（ふりがな）
・携帯電話番号・
ス機で刷るリトグラフです。１８世紀
年齢・性別、
同行者の氏名（ふりがな） から続く版画技法の刷りを体験して
・年齢・性別、自転車・ヘルメットの
みませんか。未就学児１人につき保
持参の有無を明記し、１０月１８日午
護者１人の付き添いが必要です（小
後５時までにＦＡＸ（ＦＡＸ返信可能な
学生は子どものみの参加も可）。
方）またはメールでＪＴＢ東京多摩支
日１１月３日㈷、午前１０時３０分から、午
店
「南多摩３市イベント係」
（返０４２・
前１０時４５分から、午前１１時から、午
５２１・５５５８墳ｍｉｎａｍｉｔａｍａ＠ｊｔｂ．ｃ
前１１時１５分から、午前１１時３０分か
町田市認可保育園・認定こども園（０～２歳児）
・小規模保育園・家庭的保育者（保育ママ）

２０２２年度４月入園の園児募集

問保育・幼稚園課☎
☎７２４・２１３７

２０２１年度に認可保育園等へ申し込み中の方で（転園申請含む）
、引き続
き２０２２年度も入園
（転園）
を希望する方は改めて申し込みが必要です。
なお、入園のしおり・申込書は１０月１５日㈮から、市内各認可保育園、各
認定こども園、各小規模保育園、各家庭的保育者（保育ママ）、各子どもセ
ンター、各子どもクラブ、保育・幼稚園課（市庁舎２階）で配布します（まち
だ子育てサイト
〔下記二次元バーコード〕でダウンロードも可）。
対保護者が就労、疾病、出産、看（介）護、就学などの状況にあるため、保育
を必要とする家庭の乳幼児

申込方法・期間
会場での申し込み
郵送での申し込み

ら、午後１時１５分から、午後１時３０分
から、午後１時４５分から、午後２時か
ら、午後２時１５分から、午後２時４５分
から、午後３時から、午後３時１５分か
ら、午後３時３０分から、午後３時４５分
から／各回１５分（いずれも同一内容）
場同館講アーティスト・櫻井想氏定各
２人（申し込み順）費５００円申１０月７日
正午～２５日にイベントダイヤルまた
はイベシスコード２１１００７Ｈへ（申し
込みは１人１回まで）
。
問同館☎
☎７２６・２８８９

く ら し に 役 立 つ 学 習 会
●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
対市内在住、在勤、在学の方日１１月４
日㈭午後２時～４時場町田市民フォ
ーラム講東京都塗装工業協同組合定
２０人（申し込み順）申１０月５日正午
～２６日にイベントダイヤルまたは
イベシスコード２１１００５Ａへ。
問消費生活センター☎
☎７２５・８８０５
生涯学習センター～市民提案型事業

講座づくり★まちチャレ
●ロコモ予防体操～長引くコロナ禍
で低下した体力を回復し、健康寿命
を延ばしましょう 講話と実習を通
じて、１人ではなかなか続かない運
動習慣を身に付けましょう。
対市内在住の方日１１月３日、１０日、

１７日、２４日、１２月１日、いずれも水
曜日午前１０時～正午、全５回場木曽
山崎コミュニティセンター内ロコモ
予防の意義・ロコモの原因と予防の
講話、ロコモ度体力測定、やさしい足
腰筋トレ、ロコモ予防真向法体操等
講和光大学教授・矢田秀昭氏、ロコモ
体操指導士・鈴木和夫氏 他定４０人
（抽選、結果は１０月２２日までにハガ
キでお知らせ）申１次受付＝１０月１
日正午～４日午後７時にイベシスコ
ード２１１００５Ｅへ／２次受付＝１０月
５日正午～１５日にイベントダイヤル
またはイベシスへ。
問同センター☎
☎７２８・００７１

や き も の 体 験 講 座
●スープ皿を作ろう 粘土ひもを使
って作ります。完成品は約２か月後
に着払いで郵送します。
対市内在住の５歳以上の方（小学４年
生以下は保護者１人同伴、保護者の
見学のみの参加は不可）日１１月３日
㈷、午前１０時～正午、午後２時～４時
（各回とも同一内容）場町田市民フォ
ーラム講ｋａｍａｋｕｒａ山陶芸工房主宰
・檀上尚亮氏定各１０人（抽選、結果は
１０月２６日ごろまでに電話で連絡）
費１０００円（送料別）申１０月５日正午
～１８日にイベントダイヤルまたは
イベシスコード２１１００５Ｇへ。
問市立博物館☎
☎７２６・１５３１

２０２２年度４月学童保育クラブ入会案内

問児童青少年課☎
☎７２４・２１８２

学童保育クラブの入会申請は毎年度必要です。入会を希望する方は、申
請書と必要書類を受付期間中に提出してください。
入会要項・申請書は、まちだ子育てサイト（下記二次元バーコード）から
ダウンロードできます。また、各学童保育クラブ、各子どもセンター等で
配布しています。

申込方法・期間

１１月９日㈫～１６日㈫（１１日を除く）
※会場と日程の詳細は、まちだ子育てサイト
（右記二次元バーコード）でご確認ください。
郵送・学童保育クラブ
１０月１日㈮～１１月１日㈪（必着）
での申し込み
会場での申し込み

１１月１６日㈫～１２月４日㈯
※会場と日程の詳細は、まちだ子育てサイト
（右記二次元バーコード）でご確認ください。
（必着）
１１月１日㈪～３０日㈫

【認定こども園
（３～５歳児）を第１希望で申し込む方へ】
１１月１日㈪から各園で受け付けます。
詳細は、
入園のしおりをご確認ください。

※１１月１７日㈬以降は児童青少年課窓口または郵送で受け付けます
が、定員超過の場合は空き待ちとなります。

「ポケふた×町田市の魅力」をテーマにしたオンライン番組

町田薬師池公園四季彩の杜

秋のイベント
た

各イベントの詳細は、市ＨＰをご覧 す。希望の方は自分でお茶を点てる
ください。
茶道体験もできます。町田茶道会と
【パークミュージアム８９４】
共催です。
同公園四季彩の杜西園全体をミュ 日１１月６日㈯午前１０時～午後３時
ージアムに見立て、アートの展示や （３０分交替制、全１０回）
近隣学校による企画、屋外マーケッ 場芝生広場（雨天時はラボ体験工房
ト、ＬＩＶＥ、食やものづくりのワークシ で実施）
ョップ、キャンプ飯コンテスト、季節 定各１８人（申し込み順）
の花を使った生け花展示などのイベ 費大人３００円、４歳～小学生１００円
ントを開催します。
一部有料イベント （３歳以下無料）
・事前申込制のイベントがあります。 申１０月８日正午～１１月４日にイベン
トダイヤルまたはイベシスコード
日程１０月３０日㈯～１１月１４日㈰
申電話で同公園四季彩の杜西園（☎
☎ ２１１００８Ｂへ。
問観光まちづくり課☎
８５１・８９４２）へ（同公園四季
☎７２４・２１２８
彩の杜ＨＰ〔右記二次元バー
【秋を楽しもう！四季彩の杜スタン
コード〕
で申し込みも可）
。イ
プラリー】
ベントに関する詳細は同公園四季彩
同公園四季彩の杜の９か所を巡り
の杜西園へお問い合わせください。 ます。すべてのスタンプを集めた方に
問公園緑地課☎
は、抽選で景品が当たります（数に限
☎７２４・４３９９
。
参加賞もあります。
【町田薬師池公園四季彩の杜西園に り有り）
日程１１月３０日㈫まで
て紅葉を楽しむ茶会】
自然豊かな西園で野点を実施しま 問観光まちづくり課☎
☎７２４・２１２８
や く し

「“ポケふた”のあるまち。まちだって
どんなまちだ？」を１０月１７日にライブ
配信します
問広報課☎
☎７２４・２１０１
世界中で愛されているポケモンが
描かれたマンホール蓋「ポケふた」と
そのポケふたが設置されている「町
田市」の魅力を紹介するオンライン
番組を、１０月１７日㈰にＹｏｕＴｕｂｅで
ライブ配信します。
ポケモンや町田市にゆかりのある
ゲストが番組を盛り上げます。
また、視聴後にアンケートに回答
いただいた方の中から抽選で「ポケ
ふた」グッズをプレゼントします。
「新型コロナウイルス感染拡大が
収束したら、地域を越えてポケふた
巡りをしてほしい」
という期待を込め
て、町田市から「ポケふた」のある地
域の魅力を発信します。
検索
市HP ポケふた
ライブ配信日時１０月１７日㈰午後１
時配信開始（１時間を予定）
配信方法ＹｏｕＴｕｂｅ「町田市公式動画

チャンネル」アカウント（右
記二次元バーコード）でラ
イブ配信。
番組内容町田市をはじめとする全国
の「ポケふたのあるまち」をＶＴＲや写
真で紹介
※詳細は市ＨＰをご覧ください。
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ポケットモンスター・ポケモン・Ｐ
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ズ・ゲームフリークの登録商標です。

