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催し・講座催し・講座
法政大学と市との連携事業
ス ポ ー ツ 教 室

【①テニス塾】
日４月７日～６月２日の土曜日、小・中
学生＝午前９時３０分～１０時５０分、
１６～６５歳の方＝午前１１時～午後０
時２０分、各全８回
定各３０人（申し込み順）
費小・中学生９０００円、１６～６５歳１万
円
【②バドミントン塾（土曜日）】
日５月１２日～２０１９年２月２３日の土
曜日、初心者コース＝午前９時３０分
～１０時５０分、中・上級者コース＝午
前１１時～午後０時２０分、各全２３回
定各３０人（申し込み順）
費小・中学生２万４０００円、１６～６５歳
２万７３００円
【③バドミントン塾（日曜日）】
日１２月１６日～２０１９年２月２４日の
日曜日、初心者コース＝午前９時３０
分～１０時５０分、中・上級者コース＝
午前１１時～午後０時２０分、各全６回
定各３０人（申し込み順）
費小・中学生７０００円、１６～６５歳
８６００円
【④陸上競技】
日４月８日～２０１９年２月１７日の日曜
日（月２回）、午後１時３０分～３時３０
分、全２２回
定小・中学生＝１００人、１６～６５歳＝
４０人（申し込み順）
費小・中学生２万３０００円、１６～６５歳
２万４０００円（家族割引有り、要問い
合わせ）
【⑤サッカー塾】
日４月１４日～２０１９年２月２３日の土
曜日、小学１・２年生＝午前９時～１０
時、小学３・４年生＝午前１０時３０分～
１１時５０分、各全２４回
定各２０人（申し込み順）
費２万５０００円
【⑥バスケットボール塾】
日４月７日～２０１９年３月２日の土曜
日、午後５時～７時、全２４回
定４０人（申し込み順）
費４月～９月分２万２０００円、１０月～
２０１９年３月分２万１０００円（２回払
い）

◇
対①～④市内在住、在勤、在学の小学

生～６５歳の方⑤市内在住、在学の小
学１～４年生⑥市内在住、在学の小学
４年生～中学生
場法政大学多摩キャンパス（相原町）
申（特）法政クラブホームページで申
し込み。
※定員に達しない場合は、講座途中
からの参加も可能で、講座数に応じ
た費用になります。
※各費用には、年会費（高校生以上
２０００円、中学生以下１０００円）を含
みます。なお、受講料は講座開始前に
お支払いいただきます（バスケット
ボール塾を除く）。
※各講座、除外日や日程を変更する
場合があります。詳細は、同クラブ事
務局へお問い合わせいただくか、同
クラブホームページをご覧下さい。
問連携事業について＝スポーツ振興
課☎７２４・４０３６、教室の詳細につい
て＝同クラブ事務局☎７８３・２０９０
（受付時間＝祝休日を除く月～金曜
日の午前９時～１１時３０分、午後０時
３０分～５時）
開催します
まちエコ・フリーマーケット
　家庭で不用になった物をリユース
（繰り返し使う）するフリーマーケッ
トを開催します。おもちゃ病院まち
だ、包丁研ぎもあります（いずれも正
午まで）。
日２月２５日㈰午前９時～午後２時
場町田リサイクル文化センター隣接
地
※混雑時は、駐車できない場合もあ
ります。
※詳細は、（一財）まちだエコライフ
推進公社（☎７９７・９６１７）へお問い
合わせいただくか、同公社ホームペ
ージをご覧下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
「高齢者の依存」を理解する講座
依存と向き合いましょう
　依存症には、アルコール、ギャンブ
ル、薬物、買い物などさまざまなもの
があります。悩んでいる人や家族を
地域で支える社会について考えてみ
ませんか。
対①市内の高齢者の依存症ケアに関
心のある方、家庭でケアをしている
方②市内の介護保険事業所・関係機
関で働く職員、ボランティア等
日３月１５日㈭午後２時～４時

場健康福祉会館
内市内の医療・介護保険事業所職員
等によるパネルディスカッション
定１００人（申し込み順）
申住所・氏名・電話番号を明示し、３
月９日午後５時までに電話またはＦＡ
Ｘで町田市介護人材開発センター
（☎８５１・９５７８返８５１・９５７９、受付
時間＝月～金曜日の午前９時～午後
５時）へ。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６
生涯現役！地域活躍を応援します！
ア ク テ ィ ブ シ ニ ア�
介 護 人 材 バ ン ク

【初級研修】
　市内の介護施設で周辺業務（清掃、
ベッドメイキング、配膳、介護補助
等）を主とした就労を希望する方向
けの研修です。
　研修終了後、町田市介護人材バン
クに登録して、継続した就労支援を
受けることができます。
対市内在住のおおむね５０歳以上で
介護施設での就労を希望する方
日３月１４日㈬午後１時３０分～５時
場町田市民フォーラム
定３０人（申し込み順）
申電話で町田市介護人材開発センタ
ー・町田市介護人材バンク（☎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）へ。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６

女性の健康に関する講演会
【ますます充実！知っておきたい女
性ホルモン】
　女性がいつまでも健康で自分らし
く過ごすために、各年代のからだと
こころの特徴や女性特有の病気につ
いて知ることが大切です。医師から
最新の情報も踏まえてお話しいただ
きます。
日３月１１日㈰午前１０時～１１時３０分
場健康福祉会館
講町田市民病院産婦人科部長・長尾
充医師
定１００人（申し込み順）
申３月４日までにイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６コード１８０２１４Ａ）へ。
問健康推進課☎７２５・５１７８

消 費 生 活 セ ン タ ー
【①学習会～あなたもできる野菜の
保存術　ムダなく使い切る工夫】
　買ってきた野菜の鮮度を保ったま
ま、長持ちさせる方法等を学びます。
日３月１４日㈬午前１０時～正午
講東京家政学院大学現代生活学部生
活デザイン学科教授・小口悦子氏
定４０人（申し込み順）
【②くらしに役立つテスト教室～お
いしい水と安全な水の違い　賢く選
択をしよう】
　水道水とペットボトルの水は何が
違うのか？選択する力を身に着けま
しょう。
日３月１５日㈭午前１０時～正午
講消費生活センター運営協議会委員
・小林好教氏、福岡ひとみ氏
定１６人（申し込み順）
費１００円（検体費）

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
申２月１６日正午～３月８日にイベン

トダイヤル（☎７２４・５６５６コード①
１８０２１６Ｂ②１８０２１６Ｃ）へ。保育希
望者（１歳以上の未就学児、申し込み
順に各６人）は併せて申し込みを。
問同センター☎７２５・８８０５
町田・安心して暮らせるまちづくり
プロジェクト
市 民 向 け 講 座

【住み慣れたわが家で自分らしく生
きたい～市民みんなで支える在宅療
養】
　高齢になっても住み慣れた地域で
過ごしたいと考える方を支えるチー
ムケアについて、寸劇を交えながら
分かりやすく説明します。
対市内在住、在勤、在学の方
日３月３日㈯午後２時～４時
場町田市民フォーラム
申住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
年齢・性別を明示し、２月２８日までに
電話で町田市介護人材開発センター
（☎８５１・９５７８、受付時間＝月～金
曜日の午前９時～午後５時）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
開催します
町田市役所就職セミナー
　町田市職員を希望する方向けのセ
ミナーです。詳細は、町田市ホームペ
ージ「町田市職員採用情報」をご覧下
さい。
※ツイッターで情報発信を始めまし
た。アカウント名＝「町田市職員採用
試験情報（町田市公式）」をフォロー
して下さい。
対象職種①一般事務、保健師②一般
事務、土木技術③一般事務、保育士
日３月１１日㈰①午前９時～１０時３０
分②正午～午後１時３０分③午後３時
～４時３０分
場市庁舎２階市民協働おうえんルー
ム
定各９０人（先着順）
問職員課☎７２４・２５１８
大地沢青少年センター
大地沢ガイドウォーキング

【神社巡り編】
対市内在住、在勤、在学の方（小・中学
生は保護者同伴）
日３月３日㈯午前１０時～午後２時
場同センター周辺
内神社や歴史的な遺物を巡り、周辺
地域の歴史や特性を学ぶ
定２０人（申し込み順）
費２００円（保険料）
申２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。
ひなた村
ピ ザ 窯 講 習 会
　ピザ作りをしながらドラム缶ピザ
窯の使い方を学びます（受講後に、今
後ピザ窯の利用ができる修了証を交
付）。
対市内在住、在勤、在学の１５歳以上
の方（中学生は不可）
日３月３日㈯午前１０時～午後２時
定２０人（申し込み順）
費４００円
申２月１５日午前１０時から電話でひ
なた村（☎７２２・５７３６）へ。

2月1日～28日「障害者差別解消法」 町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索

３月１１日　午後７時～８時　ライトダウンにご協力を

まちだ・さがみはら絆
ばん

・創
そう

・光
こう

問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

　３月１１日に、町田市・相模原市全域
で消灯を実施し、関連したイベント
等を町田市会場で行います。
○市立図書館�
【地球温暖化特集】
　地球温暖化に関連した図書を特集
コーナーで紹介します。
日程３月７日㈬まで
場中央図書館５階
【おはなし会・紙芝居】
　各市立図書館では、子ども向けお
はなし会に加えて、笑い療法士でも
あるプロ紙芝居師・さるびあ亭かー
こ。さんが、節電をテーマにした紙芝
居を行います。

日①２月２１日②２月２８日③３月７日、
いずれも水曜日、おはなし会＝午後
３時～３時３０分、紙芝居＝おはなし
会終了後１０～１５分程度（全席自由）
場①鶴川駅前図書館②忠生図書館③
金森図書館
【映画会】
日３月９日㈮午後２時から（午後１時
３０分開場）
場中央図書館６階ホール
内「めぐり逢

あ

えたら」（１０５分）
定１１７人（先着順）
※当日午前１０時から同館５階視聴覚
カウンター前（午後１時以降は６階ホ
ール前）で整理券を配布します。


