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英語多読講演会
英語多読で楽しく学ぼう！
　辞書を引かずに、絵本などのやさ
しい英語を読むことで英語に親しん
でいく学習方法です。
日１１月３日㈷午後２時から場中央図
書館講（特）多言語多読理事・酒井邦
秀氏定５０人（申し込み順）申１０月７
日正午～２１日にイベントダイヤル
またはイベシスコード２１１００７Ｂへ
（申し込みは２人まで）。
問同館☎☎７２８・８２２０

さがまちｗｅｂカレッジ
　詳細は講座案内チラシ（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（さが
まちコンソーシアムＨＰでダウンロ
ードも可）。Ｚｏｏｍによるオンライ
ン開催です。受講にはパソコン、タブ
レット等でＺｏｏｍミーティングが
できる環境（ウェブカメラ、マイク、
スピーカー等）が必要です。
●相続を争族にしないための基礎講
座～民法改正を踏まえて
日１０月２６日㈫午後１時３０分～３時
講不安の残らない相続の会代表・藤
本修氏定４０人（申し込み順）費１０００
円申講座案内チラシ裏面の受講申込
書に記入し、郵送またはＦＡＸでさが
まちコンソーシアム事務局へ（さが
まちコンソーシアムＨＰで申し込み
も可）／連絡はメールで行います。
問同事務局☎☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎☎７２８・００７１

生涯学習センター
み ん な で し ゃ べ ろ う
　子育て中のママたちが運営しま
す。トークテーマに沿って、子育ての
悩み等を話しませんか。テーマ以外
の悩みや、パパの参加、保護者のみの
参加も歓迎です。
対市内在住の子育て中の保護者とそ
の子ども日①１０月１５日②１１月１２
日③１２月１７日、いずれも金曜日午
前１０時３０分～１１時３０分場同セン
ター６階保育室内子育て情報交換、
トークテーマ「①幼稚園・保育園選
び」「②トイレトレーニング」「③夫婦
関係」／トークテーマは変更する可
能性があります定各５組（申し込み
順）申各開催月の１日午前９時から電
話で同センター（☎☎７２８・００７１）へ。
生涯学習センター・鶴川地区協議会共催
３ 水 ス マ イ ル ラ ウ ン ジ
●豪放磊

らい

落な民権家、石阪昌孝と鶴
川　天保１２（１８４１）年に野津田村で
生まれた石阪の行動から鶴川地域の
近代について、自由民権資料館学芸
担当が解説します。
日１０月２０日㈬午後１時３０分～２時
３０分場和光大学ポプリホール鶴川３
階多目的室定２５人（先着順）
問同センター☎☎７２８・００７１
まちだ市民大学ＨＡＴＳ
公 開 講 座
●まちだの福祉「あなたの隣のＬＧＢ
Ｔ」　共生社会のあり方を一緒に考

えてみませんか。
日１０月２９日㈮午後６時３０分～８時
３０分場町田市民フォーラム講（一
社）にじーず代表・遠藤まめた氏定
６０人（申し込み順）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２１１００５Ｄへ／２次受付＝１０
月５日正午～２２日にイベントダイヤ
ルまたはイベシスへ。
●町田の歴史「疫病の近代、『清潔』の
近代～地域社会の動静から」
日１１月５日㈮午後２時～４時場町田
市民フォーラム／講座を録画し、オ
ンライン（Ｗｅｂｅｘ）でも配信します
（１１月５日〔予定〕）講和光大学非常勤
講師・杉山弘氏定来場＝４５人、オン
ライン＝３０人／申し込み順申来場
＝１０月５日正午～３１日にイベント
ダイヤルまたはイベシスコード
２１１００５Ｆへ。オンライン＝１０月５
日 ～１７日 に イ ベ シ ス コ ー ド
２１１００５Ｆへ。

◇
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１

スポーツスポーツスポーツ
　申込方法等の詳細は各施設へお
問い合わせいただくか、各ＨＰをご
覧ください。

市 民 体 力 テ ス ト
　タオル・室内シューズを持参し、運
動ができる服装でおいでください。
飲み物を持参する場合はふた付きの
容器に入れて持参してください。新
型コロナウイルス感染防止のため、
当日受付で健康状態を確認します。
日１０月９日㈯午前９時～午後２時３０
分（受け付けは午後１時３０分まで）場
市立総合体育館内健康測定会（体組
成測定・脳年齢測定）や親子でＲａｄｉｏ
体操、親子でニュースポーツ体験（ボ
ッチャ、ラダーゲッター等の予定）／
詳細は市ＨＰをご覧いただくか、市立
総合体育館（☎☎７２４・３４４０）へお問

い合わせください。
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

市 立 総 合 体 育 館
●からだリセットプログラム　月ご
とに内容が変わります。
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日毎週水曜日、午後１時～２時／
大会等により開催できない日程もあ
りますので、施設へお問い合わせく
ださい費大人３１０円、６５歳以上・障
がい者・小中学生１００円／別途公開
指導料として１００円が必
要
問同館☎☎７２４・３４４０

市 立 室 内 プ ー ル
●①幼児スクール②小学生スクール
対①４～６歳の未就学児（火・木曜日
はＡクラス、水曜日はＡ・Ｂクラス）②
小学生（火・木曜日はＡ～Ｃクラス、水
曜日はＡ・Ｂクラス）日１１月２日～１２
月２３日の火～木曜日、午後３時３０分
～７時４５分（Ａ～Ｃクラス各１時間）
定①各２０人②各４０人／抽選費火・
水コ－ス＝各５６００円（各全７回）、木
コース＝６４００円（全８回）申往復ハ
ガキに必要事項を明記し、１０月２１
日まで（必着）に同プールへ。
問同プール☎☎７９２・７７６１

鶴 間 公 園
●サーキットトレーニング
対１６歳以上の方日水曜日（偶数週）、
午前１１時３０分～午後０時１５分定各
１４人（申し込み順）費８８０円申電話
で同公園へ（同公園ＨＰで申
し込みも可）。
問同公園☎☎８５０・６６３０

情報コーナー情報コーナー
●（一社）東京バス協会～東京都シル
バーパス新規購入のご案内
　７０歳以上の都民の方は、都内を運
行している民営バス等を利用できる
「東京都シルバーパス（２０２２年９月
３０日まで有効）」を購入することが
できます（毎年９月に更新が必要）対
・費７０歳以上の都民の方（寝たきり
の方を除く）で、①住民税が課税で前
年の合計所得金額が１３５万円を超え
る方＝２万５１０円②住民税が非課税
または前年の合計所得金額が１３５万
円以下の方＝１０００円／②の合計所
得金額は、税法上の合計所得金額を
指します。不動産譲渡所得に係る特
別控除額（令和２年分）がある場合は
控除します申住所・氏名・生年月日を
確認できる書類と、②は所得が確認
できる書類（住民税課税非課税証明
書等）をお持ちのうえ、直接、神奈川
中央交通町田営業所・町田駅前サー

ビスセンター・町田ターミナルサー
ビスセンター等の都内シルバーパス
取扱窓口へ（必要書類に不足がある
場合は手続きできません）。特別控除
の適用がある場合は、必要書類が異
なる場合がありますので、お問い合
わせください問同協会シルバーパス
専用電話☎☎０３・５３０８・６９５０（受付
時間＝土・日曜日・祝休日を除く午前
９時～午後５時）
●コネクシオ（株）～総務省推進　利
用者向けデジタル活用支援推進事業
～デジ活！町田市スマホ講習会
　受講の際はご自身のスマートフォ
ンをお持ちください対スマートフォ
ンの基本的な操作、マイナンバーカ
ードの申請方法を学びたい方日１１
月～２０２２年１月の木曜日（１１月４日、
１２月３０日、１月６日を除く）、午前１０
時～午後４時場生涯学習センター申
１０月２９日までに電話でコネクシオ
（株）予約専用番号（☎☎０９０・７８８９・
３８３５）へ

　起業・創業に関する基礎
知識が習得できる無料オン
ラインセミナーと
無料相談会を毎月
開催しています。▲詳細はこちら

問町田新産業創造センター☎☎850・8525、町田市産業政策課☎☎724・2129
町田創業 ファーストステップセミナー・相談会

石阪昌孝生誕１８０年・自由民権１４０年・開館３５周年記念～自由民権資料館特別展

石阪昌孝－豪放磊
らい

落な民権家の生涯
問自由民権資料館☎☎7３4・4508

　本年は、石阪昌孝の生誕１８０年
であるとともに、自由民権運動最
高潮の年とされる１８８１（明治１４）
年から１４０年、自由民権資料館開
館３５周年にあたります。この機会
に、幕末から明治期の地域社会の
状況や自由民権運動の展開を踏ま
えながら、地域指
導者で、市域を代
表する民権家で
ある石阪昌孝の
人生を振り返り
ます。
会期１０月９日㈯～１１月２８日㈰
休館日月曜日（祝休日の場合は開
館し、翌日休館）
※展示準備のため１０月４日㈪～８
日㈮まで臨時休館します。
開館時間午前９時～午後４時３０分
場自由民権資料館企画展示室
関連イベント─────────
【記念講演会「石阪昌孝の思想─幕
末から民権期までの軌跡を意味づ
ける」】
日１０月１７日㈰午後２時から
場中央図書館
講町田市文化財保護審議会委員・
鶴巻孝雄氏
定５０人（申し込み順）
申１次受付＝１０月１日正午～５日
午 後７時 に イ ベ シ ス コ ー ド
２１１００６Ａへ。２次受付＝１０月６日
正午～１４日にイベントダイヤル
またはイベシスへ。

【石阪昌孝ゆかりの地巡見ツアー】
　自由民権資料館の学芸員が解説
します。
①野津田コース
日１０月２４日㈰午前９時３０分～午
後０時３０分、集合は自由民権資料館
定２０人（申し込み順）
費１００円（保険・資料代）
コース野津田神社～ぼたん園～華
厳院等
申１０月６日正午～２１日にイベン
トダイヤルまたはイベシスコード
２１１００６Ｂへ。
②原町田コース
日１１月３日㈷午前９時３０分～午後
０時３０分、集合はまほろデッキ(JＲ
横浜線町田駅北口)
定２０人（申し込み順）
費１００円(保険・資料代)
コース浄運寺～勝楽寺～町田天満
宮～青柳寺等
申１０月６日正午～１１月１日にイベ
ントダイヤルまたはイベシスコー
ド２１１００６Ｂへ。
③八王子コース
日１１月２３日㈷午前９時３０分～午
後０時３０分、集合は八王子駅南口
(改札を出て左)
定２０人（申し込み順）
費１００円(保険・資料代)
コース八王子駅～小野路街道～長
心寺～本立寺～富士森公園等
申１０月６日正午～１１月１９日にイ
ベントダイヤルまたはイベシスコ
ード２１１００６Ｂへ。

講座・イベント情報誌
生涯学習ＮＡＶＩ　好き！学び！
問生涯学習センター☎☎728・0071
秋号を発行しました。
配布場所等の詳細は
こちら▶


