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催し・講座催し・講座
町田ではじめる介護の仕事！

町田市介護人材バンク
　登録後は継続した就労支援を受け
ることができます。

【生涯現役、地域で活躍したいアクテ
ィブシニアの方～初級研修・相談登
録会】
　介護の資格がなくてもできる周辺
業務（清掃、ベッドメイキング、配膳、
介護補助等）での就労に向けた研修
・相談登録会です。
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５月２３日㈬午前１０時〜午後０時
３０分
場町田市民フォーラム
定３０人（申し込み順）
申５月２１日までに電話で町田市介護
人材開発センター（☎８６０・６４８０、
受付時間＝月〜金曜日の午前９時〜
午後５時）へ。

【介護施設への就職を希望する方～
就職相談・求職登録会】
　介護の仕事を考えている方を対象
とした就職相談・求職登録会です（資
格や経験は不問）。希望職種や勤務形
態などに応じて多様な働き方を支援
します。
対介護施設に就職を希望する方
日５月２３日㈬午後１時〜３時
場町田市民フォーラム
※事前予約は町田市介護人材開発セ
ンターへ（予約無しでの参加も可）。

◇
問いきいき総務課☎７２４・２９１６
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
遠慮下さい。
日・内６月５日㈫、午前１０時〜正午＝
入会説明会、午後１時〜３時＝保育の
心、６日㈬、午前１０時〜正午＝子ども
の食事、午後１時〜３時＝子どもの発
達と遊び、７日㈭、午前１０時〜正午＝
心・体の発達と病気、午後１時〜４時
＝普通救命講習
※初日に会員証に貼付する写真（縦３
㎝×横２．５㎝、裏面にボールペンで記

名、６か月以内撮影）をお持ち下さい。
場町田市民フォーラム
定保育サポート講習会＝３５人、普通
救命講習＝３０人／申し込み順
費１４００円（普通救命講習のみ、教材
費）
申５月３０日までに電話またはＦＡＸ
で同センター（☎返７２４・０９０１）へ。
※保育希望者（３歳以上の未就学児、
各４人〔入会説明会を除く〕、全回受
講者優先）は併せて申し込みを。
問子育て推進課☎７２４・４４６８

就 職 面 接 会 ｉｎ 多 摩 市
対おおむね５５歳以上の求職者
日６月１２日㈫①午前１０時〜正午②
午後１時〜４時（受け付け＝午後０時
３０分〜３時）
場関戸公民館（多摩市）
内①面接対策セミナー②就職面接会
定①のみ３０人（申し込み順）
申①電話で東京しごとセンター多摩
（☎０４２・３２９・４５２４）へ②直接会場
へ。
問産業政策課☎７２４・２１２９
地域介護予防教室

おもてなし英会話教室
　英会話の講師として日下部有美子
氏をお招きし、あいさつ程度の英会
話を習得します。講座終了後も外国
の方へのおもてなしができるよう活
動を継続していきます。また、歯科衛
生士・本田栄子氏による、口

こう

腔
くう

機能向
上講座もあります。
対市内在住の全回出席できる６５歳
以上の方
日６月１５日〜８月３日の金曜日、午後
１時３０分〜３時３０分、全８回
場和光大学ポプリホール鶴川
定２０人（申し込み順）
費１０００円
申５月１５日午前９時〜６月８日午後５
時に鶴川第２高齢者支援センター
（☎７３７・７２９２）へ。
※当日及び講座に関することは同セ
ンターへお問い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
脳いきいき教室

旅 仲 間 を 作 っ て 
レ ッ ツ プ ラ ン ＆ ゴ ー
　プログラム終了後も、グループの
仲間と活動を継続することを目指し
ます。
対市内在住のおおむね６５歳以上で
全回参加できる方
日①事前講演会＝６月６日㈬午前９時
３０分〜正午②プログラム（全５回）＝
６月１３日〜７月１１日の水曜日、午前

９時３０分〜１１時３０分
場忠生市民センター
内①認知症を予防するための生活習
慣等についての講話、脳の健康度テ
スト②旅先の情報を調べて旅行の計
画（旅程）を考え、実施することを通
じて、日常生活で知的機能を積極的
に使う習慣を身に着け、認知症を予
防する
講①（特）認知症予防サポートセンタ
ー職員②高齢者支援センター職員
定１５人（申し込み順）
費１０００円
申５月１５日午前９時〜３１日午後５時
に電話で忠生第１高齢者支援センタ
ー（☎７９７・８０３２）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

認知症サポーター養成講座
　認知症の基礎知識や対応方法を学
びます。講座終了後に、認知症サポー
ターの証しとなるオレンジリングを
お渡しします。
対市内在住、在勤、在学の方
日６月２０日㈬午後２時〜３時３０分
場鶴川市民センター
定１２０人（申し込み順）
申５月１８日正午〜６月１７日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１８０５１８Ｂへ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
福祉サポートまちだ

成年後見制度出張講座
【ご存知ですか？成年後見制度】
日５月２２日㈫午後２時〜３時
場堺市民センター
内成年後見制度（法定後見制度）の概
要や手続きの流れ、相談先の紹介等
定２０人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、直接、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（町
田市民フォーラム４階、☎７２０・
９４６１返７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７
暮らしのセミナー～新しいツールや
ルールを正しく知ろう！

新しい消費のカタチを 
考 え て み よ う

【①財布なしで買い物できる時代～
キャッシュレス時代に潜む危ない話】
日６月７日㈭午前１０時〜正午
講消費者決済研究所・長谷川恭男氏

【②知らなきゃ損する「くらしの中の
法律」～弁護士に聞く最近の消費者
トラブルの対応策】
日６月１４日㈭午前１０時〜正午
講島法律事務所弁護士・島弘毅氏

【③ここが危ないインターネット取
引～詐欺サイトの被害に遭わないよ
う　その手口や特徴を理解しましょ
う】
日６月２１日㈭午前１０時〜正午
講（一社）ＥＣネットワーク理事・原田
由里氏

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
定各４０人（申し込み順）
申５月１６日正午から①６月２日まで
②６月９日まで③６月１６日までに、イ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード①１８０５１６Ｂ②
１８０５１６Ｃ③１８０５１６Ｄ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。

問消費生活センター☎７２５・８８０５
さがまちカレッジ

講 座 受 講 者 募 集
　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）をご覧下さい（さがま
ちコンソーシアムホームページでダ
ウンロードも可）。

【賢く使うクスリ～病気やけがを防
ぐために自分でできること】
　病気やけがから身を守るために必
要な薬の知識についてお話しします。
日６月２４日㈰午前１０時〜１１時３０分
場なるせ駅前市民センター
講相模女子大学非常勤講師・丸山若
重氏
定４０人（抽選）
費７００円

【月を知ろう～セレーネ計画からウ
ズメ計画へ】
　月探査の歴史、月の科学を知り、今
後の月探査がどのように向かうかに
ついて解説します。
対中学生以上の方
日６月３０日、７月７日、いずれも土曜
日午後１時〜４時１０分、全２回
場相模女子大学（相模原市）
講相模女子大学非常勤講師・春山純
一氏
定３０人（抽選）
費２５００円

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、５月３１日まで（必着）に、郵
送または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
シアムホームページで申し込みも
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☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ

公 開 講 座
【①“こころ”と“からだ”の健康学～
認知症の理解と予防】
　７年後には、６５歳以上の方のうち
５人に１人が認知症になると推計さ
れています。
　多くの臨床に携わってきた精神科
医が、認知症診療の流れや対応、予防
についてお話しします。
日６月１１日㈪午前１０時〜正午
講鶴川サナトリウム病院精神科・奥
村武則医師
定８８人（申し込み順）

【②まちだの福祉～終
つい

の棲
すみ

家
か

の選び
方】
　安心して老後の生活を送るための、
終の棲家の選び方をご紹介します。
日６月１９日㈫午後２時〜４時
内サービス付き高齢者向け住宅、有
料老人ホームの基礎知識、費用やサ
ービス内容等
講（株）介護施設研究所代表取締役・
齋藤弘毅氏
定１２８人（申し込み順）

◇
場同センター
申５月１７日正午から①６月７日まで
②６月１０日までにイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード①１８０５１７Ｂ②１８０５１７Ｃへ。
問同センター☎７２８・００７１

男女共同参画週間記念講演会

人生が豊かになる！仕事も育児も充実生活
問男女平等推進センター☎７２３・２９０８

　東大の「受けたい授業ランキング
Ｎｏ．１」の講師としてメディアでも活
躍し、２児の父親でもある瀬地山角
氏から、男女の働き方や育児につい
て、自身の体験も交えた講演をして
いただきます。
　ママは子育て、パパはお仕事、そん
な今までの家族のかたちは、近年変
わってきています。分かりやすくて
親しみやすい、抱腹絶倒の講演会で
す。お子さん連れも歓迎です。
日６月１６日㈯午前１０時〜正午

場町田市民フォー
ラム
講東京大学教授・
瀬地山角氏
定１８８人（申し込
み順）
申５月１６日正午〜
６月８日にイベントダイヤル（☎７２４
・５６５６）またはイベシスコード
１８０５１６Ｅへ。保育希望者（６か月以
上の未就学児、定員２０人）は、６月１
日までに併せて申し込みを。


