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催し・講座

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
あなたの夢をみんなで実現！
ま る
日７月２５日㈬午前１０時～午後０時
まちだ〇ごと大作戦
３０分
「作戦会議」参加者募集
場小山市民センター
定３０人（申し込み順）
まちだ〇ごと大作戦は、皆さんが
申７月１９日までに電話で町田市介護
自ら
「やってみたい夢」を実現してい
人材開発センターへ。
く取り組みです。
「作戦会議」
は、まちだ〇ごと大作 【介護施設への就職を希望する方～
就職相談・求職登録会】
戦の趣旨をご理解いただき、お互い
介護の仕事を考えている方を対象
の提案を共有し、共感する仲間をつ
とした就職相談・求職登録会です（資
くることを目的に実施しています。
格や経験は不問）。希望職種や勤務形
８月４日には、
「観光」と「音楽」をテ
態などに応じて多様な働き方を支援
ーマに、各分野で活躍している講師
します。
から、仲間づくりの方法や活動の進
対介護施設に就職を希望する方
め方などを具体的にお話しいただき
日７月２５日㈬午後１時～３時
ます。
場小山市民センター第１会議室
興味がある方ならどなたでも大歓
迎です。
仲間を増やすチャンスです。 ※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）。
わいわい楽しい会ですので、お気軽
◇
にご参加下さい。
問町田市介護人材開発センター（町
日・場①８月３日㈮午前１０時～正午
田市介護人材バンク）
＝忠生市民センター②８月３日㈮午
☎８６０・６４８０
後７時～９時＝和光大学ポプリホー
（受付時間＝祝日を除く月～金曜日
ル鶴川③８月４日㈯午後１時～４時＝
の午前９時～午後５時）、町田市いき
市庁舎
いき総務課☎７２４・２９１６
内概要説明、
仲間づくり等（③のみ講
福祉サポートまちだ
演も有り）
成年後見制度出張講座
※講演は
「観光」
または「音楽」のどち
らかのテーマを聴講できます。
【ご存知ですか？成年後見制度】
講③大正大学地域構想研究所教授・
日７月１９日㈭午後２時～３時
清水愼一氏＝観光、
（株）ヤマハミュ
場小山市民センター
ージックジャパン・佐藤雅樹氏＝音
内成年後見制度（法定後見制度）概要
楽
や手続きの流れ、相談先の紹介等
申１次受付＝７月１日正午～５日午後
講福祉サポートまちだ職員
７時にイベシスコード１８０７０６Ａへ
定２０人（申し込み順）
／２次受付＝７月６日正午～３１日に
申氏名・電話番号を明示し、直接、電
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
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
またはイベシスへ。
田 市 民 フ ォ ー ラ ム４階、 ☎７２０・
問まちだ○ごと大作戦実行委員会事
務局（広報課まちだ〇ごと大作戦担
９４６１返７２５・１２８４）へ。
当）☎７２４・４０８４
問福祉総務課☎７２４・２５３７
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、
国際版画美術館

市立図書館～乳幼児向けおはなし会
ボランティア

養

成

講

座

対市内在住、在勤、在学の、全回出席
でき、受講後に中央・さるびあ・鶴川
・鶴川駅前・金森・木曽山崎・忠生の
各市立図書館で乳幼児向けおはなし
会ボランティアとして登録できる方
日１０月２日、９日、１６日、２３日、いず

企画展

版画キングダム〜古今東西の巨匠が勢ぞろい！
キング

問イベントダイヤル☎７２４・５６５６、同館☎７２６・２７７１、
0860
地域や時代を超えたさまざまな版画
ントまちだ展２０１８ 荒木珠奈 記憶
に出会う展覧会です。１０００年以上前に
の繭を紡ぐ」もご覧いただけます。
作られた世界最古の印刷物とされる
関連イベント
「百万塔陀羅尼」から、ピカソや北斎な
ど西洋美術や日本美術の巨匠の作品、 【３０周年記念イベント～クイズ！版画
また、大学生の優秀作品まで、前・後期
キングダム】
合わせて約１８０点が展示されます。
高校生以上は本展観覧券（半券可）が
会期９月２日㈰まで
必要です。
休館日月曜日
（ただし、７月１６日は開館
日７月２８日㈯午後２時～３時３０分
し、１７日は休館）
場同館講堂
開館時間火～金曜日＝午前１０時～午
講アートテラー・とに～氏
後５時、土・日曜日、祝日＝午前１０時～
定１２０人
（先着順）
午 後５時３０分（ 入 場 は 閉 館３０分 前 ま 【０歳からの美術館～家族鑑賞会】
で）
保護者の方は当日有効の観覧券をお
場同館企画展示室１
持ち下さい。
観覧料一般８００円、高校・大学生・６５歳
対０歳以上の未就学児とその保護者
以上４００円、
中学生以下無料
日７月１８日 ㈬ 午 前１０時３０分 ～１１時
※上記の観覧料で、同時開催
「インプリ
３０分、
集合は同館講堂
ひゃく まん とう

だ

ら

に

イベシス

検索

れも火曜日午前１０時～正午、全４回
場中央図書館
内０～２歳の子を対象にした絵本の
読み方やふれあい遊び、わらべ歌等
を学ぶ
定１０人（抽選）
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申７月４日～９月６日に、各市立図書
館で開催している乳幼児向けおはな
し会を見学後に申し込み。
※各市立図書館により、おはなし会
の日程が異なります。
問中央図書館☎７２８・８２２０

町田市民文学館

舘野鴻絵本原画展
「ぼくの昆虫記～
見つめた先にあったもの」

問同館☎７３９・３４２０

絵本作家・舘野鴻氏は、緑地や里
山にすむ虫を観察し、長い時間を
かけて一冊の絵本を描いていま
す。本展では、
「虫の生態を描くこ
とで＂生きることとは何か＂を伝
えたい」と語る舘野氏の作品を通
して、身近にある自然や生き物の
素晴らしさを感じていただけま
す。
会期７月１４日㈯～９月２４日（振休）
休館日月曜日（７月１６日、９月１７
日、２４日は開館）、第２木曜日
観覧時間午前１０時～午後５時
【展示解説】
同館学芸員が解説します。
日７月２４日㈫、８月１４日㈫、９月１１
日㈫、２４日（振休）、午後２時から
３０分程度
場同館２階展示室

※夏休みの小学生を対象とする関
連イベントは「夏休み子どもフェ
ア２０１８」をご覧下さい。

ＦＣ町田ゼルビア

ホームゲーム日程と熱中症対策キャンペーン

7月25日の京都サンガF.C.との
対戦では、試合開始前に熱中症対
策キャンペーンを開催します。
ホームゲーム日程

日・内７月７日㈯午後６時キックオ
フ（対栃木ＳＣ）、２１日㈯午後６時キ
ックオフ（対ツエーゲン金沢）、２５
日㈬午後７時キックオフ（対京都
サンガＦ．Ｃ．）
場市立陸上競技場
費 自 由 席 一 般２０００円（ 前 売 り
１５００円）、自由席小学生～高校生
８００円（前売り８００円）
※その他チケットの詳細はＦＣ町
田ゼルビア公式ホームページをご
確認下さい。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

ＦＣ町田ゼルビアホームゲームで
熱中症対策キャンペーンを開催

７月の熱中症予防強化月間に合
わせ、市内で活躍しているサッカ
ーチーム「ＦＣ町田ゼルビア」のホ
ームゲームで熱中症対策キャンペ
ーンを開催します。会場内のブー
スに来た方には、オリジナルクー
ルタオルをプレゼントします（配
布数９００枚〔予定〕、１人１枚、無く
なり次第終了）。
日７月２５日㈬、キャンペーン＝午
後４時３０分～７時（予定）、キック
オフ＝午後７時
場市立陸上競技場外イベント広場
（ゼルビーランド）
問健康推進課☎７２４・４２３６

講（特）赤ちゃんからのアート
フレンドシップ協会代表理事
・冨田めぐみ氏
定１５組（申し込み順）
申７月３日正午～１６日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード１８０７０３
Ｃへ。
【親子で探検！美術館バックヤ
ードツアー】
保護者の方は当日有効の観覧
フェルナン・レジェ『サーカス』より １９５０年
刊、リトグラフ、当館蔵
券をお持ち下さい。
対小・中学生とその保護者
②７月２９日㈰、８月１９日㈰、午後２時か
日８月４日㈯、午前１０時３０分～１１時３０
ら３０分程度
分、午後２時～３時、集合は同館ロビー
内①館長によるスペシャルトーク②担
協力博物館学実習生
当学芸員によるギャラリートーク
定各１０組（申し込み順）
申７月４日正午～３１日にイベントダイ
同時開催 常設展示室
ヤル
（☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード１８０７０４Ｅへ。
【ミニ企画展「シリーズ現代の作家
【作品解説】
深沢幸雄 生をきわめて」
】
当日有効の観覧券をご用意のうえ、
企画展示室１入り口へおいで下さい。
会期９月２日㈰まで
日①７月１６日㈷午後２時から４５分程度

