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ガラスフュージングでブローチを作ろう
　ガラス板の上に、さまざまな色や
形、文様のガラスパーツを組み合わ
せて、クリスマスツリー形のブロー
チを作ります。作品は後日、講師が電
気炉で焼成して発送します。
対５歳以上の方（未就学児・小学生は
保護者と参加が必須、１グループ３人
まで、見学のみは不可）日１１月１２日
㈯、午前１０時３０分～１１時１５分、午
前１１時３０分～午後０時１５分、午後１
時３０分～２時１５分、午後２時３０分～
３時１５分、午後３時３０分～４時１５分
（各回とも同一内容）場国際版画美術
館講相原ガラスフュージング千の花
・横溝一枝氏定各１０人（申し込み順）
費１ 人 ８ ０ ０ 円
（送料込み）申
１０月１９日正午
～２６日にイベ
ントダイヤル
（☎☎７２４・５６５
６）またはイベ
シスコード２２１０１９Ｂへ。
問市立博物館☎☎７２６・１５３１

ハナバチからみた野草のせかい
　ハナバチと野草の不思議な関係を
分かりやすく解説する講義と、屋外
での観察会を行います。
対小学４年生以上の方（小学生は保
護者同伴）日１１月１２日㈯午前１０時
～正午（小雨実施、荒天中止）／中止
の場合は電話で連絡します場野津田
公園定３０人程度（申し込み順）申１０
月１８日正午～２６日にイベントダイ
ヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード２２１０１８Ｄへ。
問環境共生課☎☎７２４・４３９１

分譲マンション管理セミナー
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等日１１月１３日㈰午後１
時３０分～４時４５分場市庁舎内講演
会（リモート）「熊本地震で管理組合
はどう対応したか～被災地のノウハ
ウに学び、震災に備える」、経験交流
会講熊本県マンション管理組合連合
会、元福岡大学工学部教授・古賀一八
氏定２０人（申し込み順）申
市ＨＰ（右記二次元コード）
で申し込み。
問住宅課☎☎７２４・４２６９
介護の基本を学びたい方へ
介 護 講 習 会
　車いすの移乗、立ち座りや歩行の
介助、コミュニケーションの取り方

について実技を交えながら学びま
す。
対市内在住の、家庭で介護をしてい
る方、介護の仕事をしてみたい方等
日１１月２７日㈰午後２時～４時３０分
場なるせ駅前市民センター講（公社）
東京都介護福祉士会定２４人（申し込
み順）申１１月７日午後５時までに町
田市介護人材開発センター
ＨＰ（右記二次元コード）で
申し込み。
問町田市介護人材開発センター☎☎
８６０・６４８０（受付時間＝祝休日を除
く月～金曜日の午前９時～午後５
時）、町田市いきいき総務課☎☎７２４・
２９１６
消費生活センター
く ら し に 役 立 つ 学 習 会
●片付けからはじめる生前整理術　
　同センターには「親が亡くなり遺
品整理をしているが、どうしたらよ
いか分からない」等の相談が寄せら
れることがあります。生前整理術に
ついてプロが解説します。
対市内在住、在勤、在学の方日１１月
１７日㈭午前１０時～正午場町田市民
フォーラム講エール＆ウォーク代表
・徳山弘美氏定２０人（申し込み順）申
１次受付＝１０月１５日正午～１７日午
後７時にイベシスコード２２１０１８Ｃ
へ／２次受付＝１０月１８日正午～１１
月１０日にイベントダイヤル（☎☎７２４
・５６５６）またはイベシスへ。
問同センター☎☎７２５・８８０５

養育家庭（里親）体験発表会
　養育家庭とは、養子縁組を目的と
せず、子どもたちを迎え育てている
家庭のことです。市では、より多くの
方に養育家庭を知っていただくとと
もに、養育家庭になっていただける
よう、東京都と共催で体験発表会を
開催します。
対子育て世帯等日１１月１０日㈭午後
２時～４時場町田市民フォーラム定
９０人（申し込み順）申１０月２０日正午
～１１月８日にイベントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
２２１０２０Ｇへ。保育希望者（１歳以上
の未就学児、申し込み順に１５人）は
併せて申し込みを。
問子ども家庭支援センター☎☎７２４・
４４１９

たいけん＆たんけん大地沢
日１１月３日㈷午前１０時～午後３時場
大地沢青少年センター内竹とんぼ作
り、ひのきのストラップ作り、のこぎ

りを使った丸太切り等／
詳細はまちだ子育てサイ
ト（右記二次元コード）を
ご覧ください。
問同センター☎☎７８２・３８００

南西フォーラムを開催します
　南西フォーラム（首都圏南西地域
産業活性化フォーラム）は、地域の企
業・大学・支援機関・行政機関が集い、
中小企業の新技術・新製品開発や新
分野への進出などにつながる新たな
連携を生み出す交流の場です。今回
は、「カーボンニュートラル」をテー
マに、経済産業省や大学、事業者が講
演します。終了後は参加者同士の交
流会もあります。詳細は、さがみはら
ものづくり企業支援サイトをご覧く
ださい。
日１１月８日㈫午後４時～６時５０分場
青山学院大学相模原キャンパス（相
模原市）定１７８人程度（申し
込み順）申同支援サイト（右
記二次元コード）で申し込
み。
問相模原市産業支援課☎☎０４２・７０７・
７１５４、町田市産業政策課☎☎７２４・
３２９６
町田から横浜へ　
鶴見川源源流から河口を極めるガイドウォーク
　鶴見川源流地点から川沿いにある
さまざまなスポットに立ち寄りなが
ら、河口（横浜市鶴見区）を目指すツ
アーです。コース・時間等の詳細は、
町田市観光コンベンション協会ＨＰ
内まちだふらっと（右記二
次元コード）をご覧くださ
い。
日程１２月１８日㈰、２０２３年１月２２日
㈰、２月１９日㈰、３月１９日㈰、４月１６
日㈰、５月２１日㈰、６月１８日㈰定各
４０人（申し込み順）費１２００円（保険
料・ガイド料・資料代含む）／昼食は
ありません申１１月３０日までに町田
市観光コンベンション協会ＨＰ内ま
ちだふらっと（上記二次元コード）で

申し込み。または、参加者住所・氏名
・電話番号・年齢を明記し、ＦＡＸで町
田ツーリストギャラリー（返８５０・
９３１２）へ。
問同ギャラリー☎☎８５０・９３１１（受付
時間＝午前１０時～午後７時）、町田市
観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８

　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。

スポーツスポーツスポーツ

市 立 総 合 体 育 館
●ミズノ大人のバスケットボール教
室　
対中学生以上の方日１０月２４日、３１
日、１１月１４日、２８日、いずれも月曜
日午後７時２０分～８時５０分定各２０
人（申し込み順）費１５００円（初参加
者は初回無料）申各開催日の１週間
前から直接または電話で同
館へ。
問同館☎☎８５０・９７０７

鶴 間 公 園
●青空ちょいトレ　
対１６歳以上の方日第２・４水曜日、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

ス ポ ー ツ に チ ャ レ ン ジ！
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（小学１～３年生は保護者同伴）
日１１月１２日㈯午後０時３０分～２時
３０分ごろ場サン町田旭体育館内ト
ランポリン、オリジナルパルクール、
ニュースポーツ／種目の詳細は、決
まり次第、市ＨＰでお知らせします講
町田市スポーツ推進委員定５０人（申
し込み順）費１人２００円（保護者も参
加費が必要）申１０月２０日正午～１１
月１日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）へ。
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

Ｆリーグ２０２２－２０２３シーズン

ＡＳＶペスカドーラ町田は現在３位！
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

　日本フットサルリーグ（Ｆリー
グ）は前半戦が終了し、ＡＳＶペス
カドーラ町田は現在３位です。優
勝を狙える位置に付けていますの
で、ぜひ会場でのご声援をお願い

します。開催状況や観戦のルール、
新型コロナウイルス感染症対策等
の詳細は、ＡＳＶペスカドーラ町田
ＨＰ（右記二次元コー
ド）をご覧ください。

市民の広場 　「市民の広場」は、市民の皆さんの交流や、仲間
づくりを応援するコーナーです。
　サークル活動のイベントをお知らせする「お

●おいでください:毎月１５日号です。掲載された場合、次は３か月後以
降に申し込めます。申込期間＝掲載したい月の前月の１日～２０日
●仲間に:次回は11月15日号です。次回申込締切日＝10月20日
　申込用紙と掲載ルールは広報課（市庁舎４階）で配布しています（市
ＨＰでダウンロードも可）。� 市HP� 検索市民の広場
問広報課☎☎７２４・２１０１

いでください」のコーナーと、会員募集を掲載する「仲間に」があります。
※�活動内容の確認やトラブルの解決は、当事者間でお願いします（市は関与し
ていません）。また、各会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
※コーナー掲載の申込方法は、必ず「掲載ルール」をご覧ください。

おいでください　特定の期日に行うイベント ※新型コロナウイルス感染防止のため、予定しているイベントが中止になる場合
があります。必ず、事前に主催団体への確認をお願いします。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
第４７回萌美展　油彩・水彩・パステル他 １０月１８日㊋～２３日㊐午前１０時から 国際版画美術館 無料 萌美会・桜井☎☎７２５・５２８８ １０月１８日㊋は午後１時から
大正琴心のメロディーふれあいコンサートｉｎ相原 １０月２０日㊍午後２時から 堺市民センター２階ホール 無料 臼井☎☎７７３・５４５４ ＪＲ横浜線相原駅東口５分
高尾山、だれにも会わない森の山歩き教室 １０月２１日㊎、１１月６日㊐午前１０時 ＪＲ高尾駅北口集合 ２０００円 森の遊歩隊・益田☎☎０９０・３０９０・９８２５ 要申込み　先着１０人位
第１９回町田落語会 １０月２３日㊐午後２時開演 わくわくプラザ町田 無料 町田落語研究会☎☎０９０・６１９６・８９７１ ２時間程度、予約不要
フラワーアレンジメント講習会 １０月２７日㊍午前１０時～正午 生涯学習センター６階 ３０００円 フラワーズ☎☎０８０・３３６５・２９５１ 参加費は花代のみです
家計ｃａｆｅ中町　物価高を家計簿で乗りきろう １０月２７日㊍午前１０時～正午 町田市民フォーラム和室 ３００円 石井涼子☎☎７２５・５０７２ 託児要相談
小作品朗読ことの葉　秋期発表会 １１月３日㊗午後１時３０分から 町田市民文学館大会議室 無料 橋口富子☎☎７３５・８２２８ お待ちしています
まちだ歌声の会　懐かしい歌、季節を歌で楽しむ会 １１月８日㊋午後１時３０分から 町田市民フォーラムホール １２００円 まちだ歌声の会・菅☎☎７９３・３０７１ １２月１５日、１月１６日も開催


