
6 2022．7．15 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

催し・講座催し・講座
地 区 別 懇 談 会
　地区の未来について、みんなで話
し合う地区別懇談会を開催します。
お気軽にご参加ください。
日①８月２８日㈰午後２時～４時②９月
４日㈰午後２時～４時③９月１１日㈰午
前１０時～正午④１０月２日㈰午後２時
～４時場①堺市民センター②小山市
民センター③玉川学園コミュニティ
センター④教育センター申①８月１２
日まで②③８月１９日まで④９月１６日
までに、電話で市民協働推進課また
は福祉総務課へ（市ＨＰ
〔右記二次元バーコード〕
で申し込みも可）。
問市民協働推進課☎☎７２４・４３６２、福
祉総務課☎☎７２４・２１３３
マルシェと自然体験企画
ず し ま ち い ち
　公園の緑豊かな空間を楽しみなが
ら、さまざまな体験ができる１日限
定の企画です。詳細は市
ＨＰ（右記二次元バーコー
ド）をご覧ください。
日７月２４日㈰午前１０時～午後２時
（小雨実施、荒天中止）場図師日影坂
下公園（図師町８４－２）／駐車場はあ
りません内マルシェ（キッチンカー、
町田産野菜の販売等）、自然体験（植
物観察会、ロープクライミング、のこ
ぎり体験、クラフト、モルック等）／
参加費がかかるものがあります。
問ずしまちいち実行委員会事務局
（公園緑地課）☎☎７２４・４３９７
体験講座
木の皮からつくる紙すき教室
　コウゾという木の皮から和紙を作
ります。作った和紙は当日持ち帰る
ことができます。
対①２歳以上の子どもとその保護者
（２人１組）②小学生以上の方日８月４
日㈭、①午前１１時～正午②午後１時

３０分～３時３０分場子どもセンター
まあち内①子どもと保護者の２人１
組で手足形の色紙を漉

す

き込んだ和紙
を作る②材料の下準備から本格的な
紙漉き方法で和紙を作る講東京手す
き和紙工房・北村春香氏定①６組②
１０人／申し込み順費１人（組）５００円
申７月１８日午前１０時３０分から直接
または電話で子どもセンターまあち
（☎☎７９４・７３６０）へ。
問生涯学習総務課☎☎７２４・２５５４
町田のＮＥＷファーマーズが
農 産 物 の 直 売 を 行 い ま す
　遊休農地を借り受け、新たに農業
経営を始めた町田のＮＥＷファーマ
ーズが農産物の直売を行います。
日７月２５日㈪午前１１時～午後１時
（売り切れ次第終了）場市庁舎前
問農業振興課☎☎７２４・２１６６

子ども創造キャンパスひなた村
●キャンプスキルワークショップ　
「火起こし・たき火編」　火おこしや
たき火をしてみたい、できるように
なりたい人向けの参加型の講座で
す。
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日８月１４日㈰午前１０時～午後３
時（小雨実施、荒天中止）定１１人（申
し込み順）費３００円申７月１８日午前
１０時から電話でひなた村（☎☎７２２・
５７３６）へ。その他の講座やワークシ
ョップについては、同キ
ャンパスひなた村ＨＰ等
をご覧ください。
８月・９月講座
さ が ま ち 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）。
●学生講師プログラム～相模川の石
を砕いて絵具を作ろう　相模川で採
取した石から日本画絵具を作り、い

ろいろな和紙に絵を描きます。
対中学生以上の方日８月２７日㈯午前
１０時３０分～午後０時３０分場女子美
術大学相模原キャンパス（相模原市）
講同大学大学院日本画研究領域有志
の学生定１５人（抽選）費２２００円（材
料費含む）
●さがまち地域学～軍都計画・首都
圏整備と相模原・町田　町田・相模原
一体で進められた、戦時下の軍都計
画と戦後の市街地開発を軸に地域の
発展を振り返ります。
対１５歳以上の方（中学生を除く）日　
８月２８日㈰午前１０時～正午場町田
市生涯学習センター講桜美林大学リ
ベラルアーツ学群教授・浜田弘明氏
定２０人（抽選）費１５００円
●北里柴三郎の業績～見えざる敵、
伝染病との戦い　北里大学学祖・北
里柴三郎は、伝染病の制圧に取り組
み、近代日本医学の黎

れい

明
めい

期を支えま
した。彼の研究者としての情熱や使
命感を考察します。
日９月４日㈰午前１０時～１１時３０分
場ユニコムプラザさがみはら（相模
原市）講北里柴三郎記念室医学博士
・森孝之氏定３０人（抽選）費１２００円

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、８月１日までに、郵送（必
着）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）。申込締
切日までに定員に達しない場合は、
引き続き募集します。
問同事務局☎☎０４２・７４７・９０３８、町
田市生涯学習センター☎☎７２８・
００７１

障がいのある人のための学習講座
●視覚障がい編～「みえない」暮らし
って？　視覚障がい者向けスマホ
（ｉＰｈｏｎｅ）アプリやスティックボー
ルの体験などを通して交流を深め、
障がいのある方もない方も一緒に
「みえない」暮らしについて考えまし
ょう。障がいの有る無しにかかわら
ず、どなたでも参加できます。
日①９月２５日㈰②１０月９日㈰③１０
月２９日㈯④１１月２７日㈰⑤１２月１１
日㈰⑥１２月２５日㈰、午前１０時～正

午（④のみ午後１時～３時）、全６回場
生涯学習センター等内①自己紹介・
お話＆体験「視覚障がいのある人が
歩くこと、走ること～伴歩、伴走を通
して」②視覚障がい者の生活・暮らし
③視覚障がい者向けのスマホ（ｉＰｈｏ
ｎｅ）アプリ体験④ＦC町田ゼルビア
三輪緑山ベースでレクリエーション
⑤スティックボール体験⑥講座振り
返り・交流会定３０人（申し込み順）申
住所・氏名（ふりがな）・連絡先（電話
・メールアドレスのいずれか）・希望
する支援を明示し、７月１６日午前９
時から電話またはメールで生涯学習
センター（☎☎７２８・００７１、墳ｈａｔｓ
０１０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
国際版画美術館
リ ト グ ラ フ 一 日 教 室
対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）日９月２日㈮、３日㈯、午前１１時～
午後４時（各回とも同一内容）場同館
内単色刷りの小品（約１５㎝×２０㎝）
を制作しながら、リトグラフの技法
を学ぶ（道具・材料は同館で用意）講
版画家・小森 己氏定各８人（抽選、
結果は８月１９日ごろ郵送）費３０００
円申８月１５日までにイベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード２２０７１３Ｈへ／両日への申し
込みはできません。
問同館☎☎７２６・２８８９

町田市役所で働く車大集合
　ごみ収集車や移動図書館、起震車
などの展示や乗車体験を行います。
特設ステージでは、それぞれの車の
説明等も行います。
日７月２９日㈮午前１０時～午後３時場
芹ヶ谷公園多目的広場
問環境政策課☎☎７９７・０５３０

ま ち な か シ ネ マ
　屋外の大型スクリーンで上映しま
す。詳細は市ＨＰをご覧ください。
日・内７月２２日㈮午後７時から＝「ア
ダムスファミリー」、８月５日㈮午後７
時から＝「スパイダーマン :スパイ
ダーバース」／雨天実施場町田ター
ミナルプラザ市民広場
問産業政策課☎☎７２４・３２９６

　９月から始まるまちだ市民大学
ＨＡＴＳ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、市ＨＰ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等（③は野外
中心）

申１次受付＝７月１５日正午～２０日
午後７時にイベシスへ（コードは
下表参照）／２次受付＝７月２１日
正午～８月１９日にイベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシ
スへ。
※いずれも市内在住の方を優先の
うえ、抽選です。

町田商工会議所

まちだ創業スクール２０２２を開講します
問同会議所☎☎７２４・６６１４、町田市産業政策課☎☎７２４・２１２９

プレママ・パパクラス、乳幼児・母性相談
母乳育児相談、離乳食講習会等のご案内

　開催日等の詳細は、まちだ子育てサイト（右記二次元バーコ
ード）をご覧ください。
問保健予防課☎☎７２５・５４７１

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 8月6日㈯午後2時～4時 上限無し 無　料

本格コース
9月3日、10日、17日、24
日、いずれも土曜日午前10
時～午後4時、全4回

30人 3000円

副業コース
10月4日、11日、18日、25
日、11月1日、8日、いずれ
も火曜日午後6時30分～9
時、全6回

100人 1000円

　ＹｏｕＴｕｂｅライブで無料プレセ
ミナーを開講します。その後、事業
モデル構築を目的とした「本格コ
ース」、スモールビジネス型創業を
目指す「副業コース」が受講できま
す。本格・副業コース、いずれも１２
本の事前動画を用意しています。
受講スタイルはコースによって違

いますので、下表をご覧ください。
場通学講座＝同会議所
申電話で同会議所へ（まちだ創業
スクール２０２２特設サ
イト〔右記二次元バー
コード〕で申し込みも
可）。

講座名 日時／定員／費用 イベシスコード

① まちだの福祉
9月16日～12月9日の金曜日、午後6時
30分～8時30分、全7回／30人／2000
円

220721Ｂ

② 人間関係学講座 9月3日～11月12日の土曜日、午後2時
～4時15分、全8回／35人／3000円 220721C

③ まちだのまちと
くらしのエコ入門

9月11日～11月5日の月・土・日曜日の
日中、全8回／20人／2000円 220721D

④ まちだ市民国際学 9月20日～11月29日の火曜日、午後6
時～8時、全8回／60人／3000円 220721Ｅ

⑤ “こころ”と“からだ”
の健康学

9月15日～11月24日の木曜日、午前10
時～正午、全6回／50人／2000円 220721F

⑥ 町田の歴史Ⅱ
9月9日～11月18日の金曜日、午後2時
～4時15分（初回は午後1時30分から）、
全8回／35人／3000円

220721G

秋からの受講生を募集します

まちだ市民大学HATS後期講座
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１


