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地 域 育 児 講 座
●「叩

たた

かない、どならない子育て」　
感情的にならない子どもとの関わり
方　子どもへの適切な関わり方な
ど、楽しく子育てができるヒントを
お伝えします。
対市内在住で、就学前のお子さんが
いる保護者日２月１７日㈮午前９時４５
分～１１時１５分場町田市民フォーラ
ム講子育てアドバイザー・高祖常子
氏定９０人（申し込み順）申１月１７日
正午～２月３日にイベントダイヤル
（☎☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード２３０１１７Ｂへ。保育希望者（１歳
以上の未就学児、申し込み順に１０
人）は併せて申し込みを。
問子ども家庭支援センター☎☎７２４・
４４１９
町田ファミリー・サポート・センター
子育てのお手伝いをしてみませんか
●保育サポート講習会　受講後、同
センターの援助会員（有償ボランテ
ィア）として登録し、活動していただ
きます。
対市内在住の保育サポートができる
満２０歳以上の方／妊婦の方は、安全
のため受講をご遠慮ください日・内
２月１８日㈯、午前１０時～正午＝入会
説明会、午後１時～４時＝普通救命講
習、２０日㈪、午前１０時～正午＝保育
の心、午後１時～３時＝子どもの発達
と遊び、２２日㈬、午前１０時～正午＝
子どもの食事、午後１時～３時＝心・
体の発達と病気／初日に会員証に貼
付する写真（縦３㎝×横２．４㎝、裏面
にボールペンで記名、６か月以内撮
影）をお持ちください場町田市民フ
ォーラム費１５００円（普通救命講習
の教材費）申２月１０日までに電話ま
たはＦＡＸで同センター（☎☎７０３・
３９９０返７３２・３１９３）へ。保育希望者
（３歳以上の未就学児、全回受講者を
優先し各４人〔入会説明会を除く〕）
は併せて申し込みを。講習会の詳細
は、同センターへお問い合わせくだ
さい。
問子育て推進課☎☎７２４・４４６８

催し・講座催し・講座
小 野 路 宿 里 山 交 流 館
●冬の里山野鳥観察会　森林インス
トラクターの池田倫子氏ガイドのも
と、冬の里山で野鳥を観察します。
日１月３１日㈫午前９時３０分～午後１
時定１５人（申し込み順）費１５００円
（保険料、資料代、昼食代）申１月２５日
までにイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）またはイベシスコード２３
０１１３Ａへ。
●しいたけ植菌体験教室　原木にド
リルで穴を開けて、しいたけの植菌
をします。
日①２月２５日㈯②２月２６日㈰、午前
１０時～午後３時のうち１時間程度／
申し込み時に希望の時間帯を選択し
てください定各時間帯３組まで（申
し込み順、原則２人１組）費１組２５００

円（材料代、工具レンタル、指導料）申
２月７日正午～２０日にイベントダイ
ヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード①２３０２０７Ａ②２３０２０７Ｂ
へ。
●北部丘陵の歴史と自然を満喫する
ウォーキングツアー　ガイドの案内
のもと、北部丘陵エリアの小山田・小
野路・野津田の歴史を学びながら歩
きます。
日３月８日㈬午前９時３０分～午後３
時、集合はＪＲ横浜線淵野辺駅北口２
階広場、解散は野津田車庫バス停定
１５人（申し込み順）費１５００円（保険
料、昼食代）申２月７日正午～３月２日
にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
２３０２０７Ｃへ。

◇
問同館☎☎８６０・４８３５
町田薬師池公園四季彩の杜
YAKUSHI PLAYFUL CIRCUS
●焚

た

き火と音楽を囲む、冬のあそび
ば　焚き火を囲んで、冬の薬師池を
堪能しませんか。芝生広場には「野外
あそび広場」を設置し、お子さんが体
を動かして遊べる場所を作ります。
また、音楽ライブやワークショップ
も実施します。詳細は市
ＨＰ（右記二次元コード）
をご覧ください。
日１月２９日㈰正午～午後３時場町田
薬師池公園芝生広場
問観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８

町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン
●「写真でめぐる世界の旅・日本の
旅」作品募集　最近散歩した近所の
公園、今年の初詣や初日の出、アルバ
ムに眠っていた過去の写真など、旅
先で出会った風景・人々の写真を募
集します。撮影時のコメントと合わ
せてご応募ください（写真展会期＝
３月２９日～４月１０日）。
定３０人（先着順）費５００円（１人２点
まで）写真サイズハガキ～Ａ４申写真
裏面に応募用紙を貼付し、折り曲が
らないよう封筒などに入れて、２月５
日午前１０時から直接同サロンへ。
●２０２２年　私のこの一枚写真展
　２０２２年に撮影したおすすめの一
枚をコメントと合わせて展示しま
す。
日程２月１日㈬～１２日㈰
〈臨時休館〉� �
　２月１３日㈪～１５日㈬は、館内整備
・清掃のため休館します。

◇
問同サロン☎☎７３６・８２８１

鶴 川 市 民 セ ン タ ー ま つ り
　同センターで活動しているサーク
ルによるイベントや展示を行いま
す。
日２月４日㈯、５日㈰、午前１０時～午
後３時３０分場鶴川市民センターホー
ル・第２会議室等／駐車場に限りが
あります内舞台（和太鼓、日本舞踊、
ダンス、楽器演奏等）、作品展示（生け

花、織り作品等）、体験イベント（ユニ
カール〔氷を使わないカーリング〕
等）
問同センター☎☎７３５・５７０４

ピ ザ 窯・ 薫 製 箱 利 用 講 習 会
　受講後は、ピザ窯・薫製箱の個人利
用ができます。
対１５歳以上の方（中学生を除く）日２
月５日㈰午前１０時～午後２時場大地
沢青少年センター定４組（付添人を
含めて１組５人以内、申し込み順）費１
人４００円申１月１５日午前９時から電
話で同センター（☎☎７８２・３８００）へ
／ＪＲ横浜線相原駅西口～同センタ
ー間の無料送迎バスを運行します。

まちエコ・フリーマーケット出店者募集
　家庭で不用になったものをリユー
ス（繰り返し使う）する「まちエコ・フ
リーマーケット」の出店者を募集し
ます。
対市内在住、在勤、在学の方日３月５
日㈰午前１０時～午後３時場町田市バ
イオエネルギーセンター内駐車場定
４０組（申し込み順）費２０００円申１月
１６日～２月１４日に電話で（一財）ま
ちだエコライフ推進公社（☎☎７９７・
９６１７）へ／今回は開催場所及び出
店方法が今までと異なります。詳細
は同公社へお問い合わせください。
問環境政策課☎☎７９７・０５３０
２月、３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）。
●①鶴見川の自然観察講座～足元の
自然に目を向けて早春の野鳥を楽し
む　小田急線鶴川駅の南側を流れる
鶴見川から支流・真光寺川沿いを４
㎞程度散策し、季節の野鳥等を観察
します。歩きやすい服装・靴でご参加
ください。
日２月１８日㈯午前１０時～正午（雨天

中止）場鶴見川・真光寺川流域／集合
は鶴川駅前やすらぎ公園、解散は広
袴公園講和光大学現代人間学部教授
・岩本陽児氏定２０人（抽選）費１５００円
●②短編ドキュメンタリー映画制作
ワークショップ～身近な“あの人”
に、カメラで耳を澄ます　取材・撮影
・編集・上映・フィードバックという
制作プロセスを実践しながら、１人１
本短編ドキュメンタリー映画を制作
します。
対中学生以上の方日２月１８日㈯午後
１時１５分～４時４５分、３月４日㈯、午
前９時１５分～午後０時３０分、午後１
時１５分～４時３０分（３月４日は午前・
午後の２班に分けて実施）、３月１２日
㈰午後１時３０分～６時３０分、全３回
場町田市生涯学習センター講東京造
形大学映画・映像専攻助教　川部良
太氏定１０人（抽選）費３５００円
●③ニューロフィードバック入門～
脳波から分かること、脳波でできる
こと　脳活動のバランスを向上させ
ることで、心身をより健康にする効
果があるニューロフィードバックに
ついて体験を交えて学びます。
対１８歳以上の方日２月１９日㈰、２６
日㈰、３月５日㈰、１２日㈰、１８日㈯、午
前１０時３０分～正午、全５回場町田第
一中学校講東邦大学医学部教授・田
崎美弥子氏、日本脳機能トレーニン
グセンター所長・渡辺光理氏、多摩大
学経営情報学部教授・良峯徳和氏、総
合診療医・川下剛史氏、杏林大学保健
学部准教授・中島正世氏、心理カウン
セラー・浅井夕佳里氏定２０人（抽選）
費６０００円

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、１月３１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

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（右記二次元コー
ド）をご覧ください。
問保健予防課☎☎７２５・５４７１

詩画作家・森田ＭｉＷの絵とことば

いとしきモノ展
問町田市民文学館☎☎７３９・３４２０

　詩画作家・森田ＭｉＷさんが描く
物語の世界を原画と共に紹介しま
す。穏やかでどこか懐かしい、少し
奇妙でなぜか心地良い「絵とこと
ば」を通して、皆さんそれぞれの
「いとしきモノ」に出会ってみませ
んか。詳細は市ＨＰ（右
記二次元コード）をご
覧ください。
会期１月２１日㈯～３月１９日㈰、午
前１０時～午後５時
休館日月曜日、２月９日㈭、３月９日
㈭
場同館２階展示室

関連イベント  
【森田ＭｉＷアーティストトーク】
　森田さんと一緒に展示室を巡り
ます。直接会場へおいでください。
日１月２９日㈰、２月２５日㈯、３月１９
日㈰、午後２時～３時
定各２０人（先着順）
【ワークショップ～苔石ブローチ
づくり】
　森田さんによるワークショップ
です。
日２月１１日㈷午後２時～４時３０分
定１５人（申し込み順）
費２０００円（材料費）
申１月１７日正午から電話で同館
へ。
【会期中いつでも参加できるイベ
ント～想

おも

いをことばに】
　森田さんが描きおろした無題の
絵に、あなたの想いを“ことば”で添
えてみませんか。会期終了後、１作
品を選びＳＮＳで発表します。選ばれ
た方には原画をプレゼントします。


