
6 2017．10．1 ☎042・724・5656（電話受付時間＝午前7時〜午後7時）番号間違いにご注意下さい町田市イベントダイヤル

に、10月10日の「銭湯の日」に、に、10月10日の「銭湯の日」に、 を 実施しますを 実施しますラベンダー湯ラベンダー湯 ※当日ご入浴の方に、特製タオルをプレゼント（数量限定）。

催し・講座催し・講座
高次脳機能障がいへの 
理 解 と 支 援 を 学 ぶ

　外見からは分かりにくく、本人も
病識を持ちづらい高次脳機能障がい
者の支援について、専門クリニック
の医師からお話しいただきます。
日１０月２２日㈰午前１０時～正午
場市庁舎
講はしもとクリニック経堂院長・橋
本圭司医師
定６０人（申し込み順）
申氏名（ふりがな）・電話番号、当事者
・家族・支援者等の別を明示し、１０月
２日～２０日に電話またはＦＡＸでひ
かり療育園（☎７９４・０７３３返７９４・
０７７２）へ。
子ども発達センターすみれ教室

地 域 公 開 講 座
【落ち着きのない子どもへの対応に
ついて】
　手をつないで歩けない、すぐに飛
び出すなど、お子さんの行動で困っ
ていませんか？そんな時の適切な関
わり方を学びましょう。

対未就学児の保護者
日１１月７日㈫午前１０時～正午
場市庁舎
講東戸塚こども発達クリニック院長
・小澤武司医師
定１００人（申し込み順）
申１０月３日正午～３１日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コード
１７１００３Ａ）へ。保育希望者（１歳以上
の未就園児、申し込み順に２０人）は
併せて申し込みを。
問すみれ教室☎７２６・６５７０
動きたくなるココロと動けるカラダ
～骨格筋を働かせて

糖 尿 病 を 予 防 し よ う
　ストレッチングを正しく行うポイ
ント、運動継続のコツなど、実技を通
して分かりやすく解説します。
日１１月１４日㈫午前１０時～正午
場健康福祉会館
講東京医科大学八王子医療センター
糖尿病・内分泌・代謝内科理学療法士　
天川淑宏氏
定１００人（申し込み順）
申１０月３日正午～１１月７日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１００３Ｅ）へ。
問健康推進課☎７２５・５１７８

町田市医療・介護・福祉研究大会
アクティブ福祉ｉｎ町田ʼ１７

　高齢者へのケアの向上や医療と介
護の連携などについて、市民の方に
理解を深めていただくため、施設の
職員や学生が日ごろの取り組みや研
究を発表します。介護用品・福祉用具
等の展示、体験コーナーもあります。
日１１月８日㈬①午前１０時３０分～午
後５時３０分②午後０時３０分～５時
場町田市文化交流センター５・６階
内①実践・研究発表大会②介護用品
等展示
費①のみ１０００円（学生無料）
※詳細は、町田市介護人材開発セン
ター（☎８５１・９５７８）へお問い合わ
せ下さい。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６
おいしく！楽しく！健康に！

男 性 料 理 教 室
　栄養バランスが良く、繰り返し作
れるメニューを調理・会食します。
対市内在住の６５歳以上の料理初心
者の男性で、全回参加できる方
日１１月９日㈭、１６日㈭、２４日㈮、い
ずれも午前１０時～午後１時、全３回
場町田市民フォーラム
定２０人（抽選、結果は１０月２５日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申１０月５日正午～１１日にイベント
ダ イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コード
１７１００５Ｃ）へ。
※当日の詳細は、町田市シルバー人
材センター（☎７２３・２１４７、受付時

間＝午前９時～午後４時）へお問い合
わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

音楽で取り組む認知症予防
　音楽で取り組む認知症予防につい
ての講話と、伴奏に合わせて歌を楽
しむ講座です。
※町田認知症予防活動交流会との共
催です。
対市内在住の方
日１１月８日㈬午後１時３０分～３時３０
分
場忠生市民センター
講目白大学講師・大内都子氏、ピアニ
スト・神長清子氏
定１００人（申し込み順）
申１０月５日正午～３１日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

家 族 介 護 者 教 室
　いずれも臨床心理士からお話しい
ただきます。
対市内在宅高齢者の家族介護者
日①１０月８日②１０月１５日、いずれ
も日曜日午前１０時～正午
場①特別養護老人ホーム美郷②本町
田高齢者在宅サービスセンター湧和
内①認知症の方やその周囲の方々の
気持ち・心について②家族介護者の
心とストレスについて、交流会
定各４０人（申し込み順）
申電話で①堺第２高齢者支援センタ
ー（☎７９７・０２００）へ②町田第２高齢
者支援センター（☎７２９・０７４７）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

２０１８年度　町田市私立幼稚園等　園児募集
問保育・幼稚園課☎7２４・２１３８

道路の愛称を募集します！
問道路政策課☎7２４・１１２４

町田市戦没者追悼式を執り行います
問福祉総務課☎7２４・２５３7

　詳細は各私立幼稚園等へお問い合わせ下さい。子ども・子育て支援新制
度移行園の詳細は、まちだ子育てサイトをご覧下さい。

名　　　　称 新制度
移行園 所在地 連絡先

相原 相原町４４４５－３ ☎７８２・２１０４
桜美林 常盤町３６１３－３ ☎７９７・０７９６
小川 小川１－１８－１ ☎７９５・１１３４
開進 ◎ 本町田３３５０－２４ ☎７２５・７８５１
カナリヤ ◎ 山崎町２０８８－１ ☎７９１・２２９０
きそ 木曽東１－２７－２６ ☎７２２・５１４４
慶松 鶴川１－５－２ ☎７３５・３２５２
高ヶ坂 ◎ 高ヶ坂５－６－１９ ☎７２８・０３２１
子どもの森 ◎ 常盤町３０３１－２ ☎７９７・７６３１
境川 木曽東３－１６－１７ ☎７９１・３６８０
幼保連携型認定こども園さふらん ◎ 本町田２４４１ ☎７９１・００３６
正和 ◎ 山崎町２２６１－１ ☎７９１・２７４６
たちはな 高ヶ坂６－２９－１ ☎７２６・４９７６
玉川学園幼稚部 玉川学園６－１－１ ☎７３９・８６２３
玉川中央 ◎ 玉川学園２－３－２７ ☎７２５・８４４６
第一富士 成瀬７－１０－１９ ☎７２３・４０５５
つくし野天使 つくし野２－１８－４ ☎７９５・５１２７
鶴川シオン 大蔵町２２１６ ☎７３５・３１３６
鶴川幼稚園鶴川女子短期大学附属 三輪町１２２－１２ ☎０４４・９８８・４０７４
鶴川平和台 ○ 能ヶ谷６－４１－１ ☎７３５・４９１８
鶴川若竹 野津田町１３０３ ☎７３５・５２１０
鶴間 ○ 南町田２－１２－１ ☎７９５・１４５０
成瀬台 ○ 成瀬台２－２－１２ ☎７２６・９１２３
原町田 ○ 原町田３－９－１６ ☎７２２・２４５４
光 ◎ 金森３－４１－１ ☎７９６・１９１２
藤の台 金井町３０４０－２ ☎７２５・５４７２
町田こばと 本町田２９０４ ☎７２３・１４９４
町田こひつじ 高ヶ坂２－３７－２４ ☎７２３・３６８７
幼保連携型認定こども園町田自然
幼稚園 ◎ 忠生２－７－５ ☎７９１・００１５

町田すみれ 小山町４３６５－１ ☎７７３・１１５１
町田ひまわり 金森１－８－２６ ☎７２６・１２０７
町田文化 旭町１－１７ ☎７２６・１００８
南ヶ丘 ○ 小川６－２－１ ☎７９５・００５７
山ゆり ○ 本町田３４５０ ☎７２３・２４７４
夢の森 三輪町１０５１－２ ☎０４４・９８８・７８１１
和光鶴川 真光寺町１２７１－１ ☎７３５・２２９１
町田サレジオ 小山ヶ丘４－６－２ ☎７７５・３１２０

◎認定こども園 ○幼稚園（２０１７年度時点）

　市では、明治以降各戦役の戦没者、
戦争犠牲者のご冥福を祈るととも
に、恒久平和を祈念するための式典
として、戦没者追悼式を実施します

（平服可）。
※天候等の事情により中止及び内容

を変更する場合は、前日に町田市ホ
ームページでお知らせします。
日１０月２６日㈭午前１０時３０分～１１
時３０分（午前９時３０分開場）
場町田市民ホール
※車での来場はご遠慮下さい。

　市民の皆さんに親しまれ、生活
に密着した誰からも愛される市道
を目指して、市で管理する道路に
愛称を付けています。
　今回は２路線の愛称を募集しま
す。地域の特色を表すような、皆さ
んに親しまれる愛称をお寄せ下さ
い。
※応募は１路線につき１案までで
す。
対市内在住、在勤、在学の方
募集路線①町７・５・３（木曽日向根
線）②町３・４・３７（原町田鶴間線）

（地図参照）

申路線番号及び愛称とその愛称を
推薦する理由・住所・氏名（ふりが
な）・電話番号を明記し、ハガキ、ＦＡ
ＸまたはＥメールで１０月２０日まで

（消印有効）に道路政策課（〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２、返０５０・
３１６０・５５９７遍ｍｃｉｔｙ３１５０＠ｃｉｔｙ．
ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
※町田市道路愛称選定要領により
決定します。
※作品の著作権は町田市に帰属し
ます。
※応募作品は返却しません。
市HP 道路の愛称  検索

忠生中忠生中

町田街道

町田街道

町田総合
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町田総合
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根岸西
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根岸二

町田駅前通り境川

①町7・5・3
　約1.1㎞ 町谷原通

り
鶴間橋

境川

境川橋 南町田北

東急田園都市線
南町田駅

←至つきみ野

国道16号

②町3・4・37
　約0.5㎞


