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催し・講座催し・講座
福祉サポートまちだ

親 族 後 見 人 連 絡 会
【知っておきたい成年後見制度利用
促進法と後見報告業務】
　専門家が分かりやすくお話ししま
す。講義後に座談会があります。
対親族の成年後見人等として既に受
任している方、親族後見人等として
申し立てを検討している方
日２月１０日㈯午後１時３０分～４時
場町田市民フォーラム
講弁護士・川合きり恵氏
定３０人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、電話また
はＦＡＸで、（社福）町田市社会福祉協
議会福祉サポートまちだ（☎７２０・
９４６１返７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７

家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日１月２０日㈯午後１時３０分～３時３０
分
場特別養護老人ホーム第二清風園
内福祉用具を利用した外出手段につ
いて
定１５人（申し込み順）
申電話で鶴川第１高齢者支援センタ
ー（☎７３６・６９２７）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

認知症を考える公開講座
【認知症ポジティブシンキング～認
知症当事者とともに】
　認知症当事者の方が取り組んでい
る、さまざまな活動についてお話し
いただきます。
日１月１１日㈭午後２時～４時
場町田市民フォーラム
定１８０人（申し込み順）
費５００円
申１月１０日までに（特）ひまわりの会
「まちの保健室」（☎７３２・３４５１）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
認知症サポーター

ス テ ッ プ ア ッ プ 講 座
対認知症サポーター養成講座を受講
した方
日２月１７日㈯午後１時３０分～４時３０
分
場健康福祉会館
内認知症の基礎知識の復習、認知症
の方とのコミュニケーションの取り
方について実践的な事例から学ぶ
定４５人（申し込み順）
申１月１７日正午～２月１３日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１８０１１７Ｄ）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

こころいきいきつながろう
シ ル バ ー 展
　各団体が活動紹介のパネル展示
や、相談会、体験等を行います。
日１月４日㈭～１２日㈮、午前８時３０
分～午後５時（土・日曜日、祝日を除く）
※初日は午前１０時から、最終日は午
後３時までです。
※パネル展示以外は午前１０時～午
後３時です。
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
内町田市シルバー人材センター＝入
会・受注相談、会員作製の小物販売、
茶道体験等、町田市老人クラブ連合
会＝輪投げ体験、町田市ゲートボー
ル協会＝ゲートボール体験
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
おいしく！楽しく！健康に！

男 性 料 理 教 室
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２月８日㈭、１５日㈭、２３日㈮、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１月２５日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申１月５日正午～１１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１８０１０５
Ｄ）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

まちだ男女平等フェス 
テ ィ バ ル を 開 催
　（株）アスク・ヒューマン・ケア研修
相談センター所長・水澤都加佐氏の
講演や軽食・喫茶など、たくさんの企
画を予定しています。
※詳細は「男女平等推進センターだ
より」（１月１１日の新聞折り込みのほ
か、各市民センター等で配布）をご覧
下さい。
日２月２日㈮～４日㈰
場町田市民フォーラム

【一部コーナーが利用できません】
　開催期間中は、町田市民フォーラ
ム内の展示情報コーナーやロッカー
コーナー等は利用できません。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８

知 財 セ ミ ナ ー ２ ０ １ ７
【起業・創業者のビジネスに役立つ簡
単な商標検索を開催します】
　日本弁理士会関東支部、ＢｕｓｉＮｅｓｔ、
日本政策金融公庫、日野市と共催で、
受講者参加型（ワークショップ型）の
知的財産セミナーを開催します。

日１月２４日㈬午前１０時～正午
※希望者向けに、「弁理士による知的
財産相談」と「日本政策金融公庫によ
る金融相談」を午後０時１０分～０時
４０分に開催します。
場町田新産業創造センター
内特許庁のデータベースを使って商
標検索する方法を弁理士が分かりや
すく解説、知的財産に関する事例に
ついて話し合うグループワーク
講日本弁理士会関東支部弁理士・保
坂俊氏
定セミナー２０人、相談会５人（申し込
み順）
申参加申込書（町田市ホームページ
でダウンロード）に記入し、ＢｕｓｉＮｅｓｔ
（返０４２・５６５・１２０５）へ（中小企業
基盤整備機構ホームページで申し込
みも可）。
問産業観光課☎７２４・２１２９
開催します

地区別食品衛生実務講習会
　食品衛生責任者手帳、講習会受講
カードをお持ちの方はご持参下さい。
対食品衛生責任者及び食品関係営業
者
日・場１月３０日㈫＝鶴川市民センタ
ーホール、２月１９日㈪＝小山市民セ
ンターホール、２月２２日㈭＝忠生市
民センターホール、２月２７日㈫＝南
市民センターホール、３月８日㈭、１４
日㈬＝町田市民フォーラムホール
※いずれも午後２時～４時（受け付け
は午後１時４５分から）です。
内食中毒予防と食品衛生に関する最
新情報
問生活衛生課☎７２２・７２５４

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・内２月４日㈰、講演会「地震災害に
備えるマンションの防災対策」＝午
後１時３０分～４時、個別相談会＝午
後４時～５時
場市庁舎
講災害対策研究会主任研究員・釜石
徹氏
定５０人（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。

大地沢青少年センター
青 空 ア ト リ エ
　電動糸のこや、のこぎりなどを使
い、木やまゆ等で椅子やクラフトを
作ります。１月の特別プログラムは、
かざり羽子板の予定です（開催時間
内であれば、何時からでも参加可）。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日１月１４日㈰午前１０時～午後３時
（雨天実施）
場同センター研修棟
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）
問同センター☎７８２・３８００
文学館でたのしむ

おとなのためのおはなし会
　保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日１月１８日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分
場町田市民文学館２階大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「戌井昭
人」／おはなし＝「運定めの話」（鹿児
島・こしき島の昔話）、「しおちゃんと
こしょうちゃん」（エインワース作）、
「石の爺様」（新潟の昔話）
語り手（特）まちだ語り手の会
申保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は、１月５日午前９時
から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。

本格だしをいかした家庭料理
【あら、かんたん！手軽にできる時短
だしの紹介】
　和食の基本となるだしを数種類と
り、それを生かした料理を作ります。
対市内在住で基本のだしのとり方を
学びたい方
日１月２４日㈬午前１０時～午後１時
場健康福祉会館
講町田市食育ボランティア
定１５人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申１月５日正午～１６日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１８０１０５
Ｃ）へ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

町田産新鮮野菜の販売　問農業振興課☎724・2１66
　市内の認定農業者が作った新鮮野菜の販売
です。いずれも売り切れ次第終了です。

【１月の日曜朝市】
日１月７日㈰午前７時３０分～８時３０分
場教育センター校庭

【市役所まち☆ベジ市】
日１月１５日㈪午前１１時～午後１時
場市庁舎前

市立図書館１月、２月の催し
絵本・紙芝居・語りなどで、楽しい時間を過ごしましょう！

催　し 日　程 時　間 会　場
①ちいさい子向けおはなし会
②おおきい子向けおはなし会
③乳幼児向けおはなし会
④こどもえいが会

①②１月１７日、２４日、
２月１４日、２１日、２８日
③１月１２日、２６日
④１月１０日

①午後２時から
②④午後３時から
③午前１０時３０分
から、１１時から

中央図書館
☎７２８・８２２０

※その他、各市立図書館でも催しを行っています。詳細は各市立図書館へお問い合わせ下
さい。
※中央図書館は、エレベーター工事のため、２月は③④の催しは開催しません。
※堺図書館は３月３１日まで工事のため休館します。
問さるびあ図書館☎７２２･３７６８、鶴川図書館☎７３５･５６９１、鶴川駅前図書館☎７３７・
０２６３、金森図書館☎７１０･１７１７、木曽山崎図書館☎７９３･６７６７、忠生図書館☎７９２・
３４５０、堺図書館☎７７４･２１３１

問子育て推進課☎７２４・４４６８

町田市メール配信サー
ビス（ほっとメールま
ちだ）で子育て情報を
配信中!

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

　子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」でご案内しています。

町田市子育てひろばカレンダー 検索

子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）


