町田市イベント申込システム

インターネットのイベント申込システムで申し込みができます。コード番号を入力し
２４時間申し込みができます。

イベシス 検索

家 族 介 護 者 教 室
高齢者の薬の管理方法や、飲み合
わせ、処方通り服薬しないなどの悩
みにお答えします。
また、薬局の上手
な活用方法もお伝えします。
対市内在宅高齢者の家族介護者、市
内在住の方
日１１月２日㈮午後２時～４時
場町田市民フォーラム
定２５人
（申し込み順）
申町田第１高齢者支援センター（☎
７２８・９２１５）
へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

障がい者雇用促進セミナー
【中小企業のための障がい者雇用の
進め方】
障がいのある人の採用に際して
は、企業と求職者がお互いをよく知
り、
理解を深めることが大切です。企
業と障がいのある求職者のより良い
マッチングに向けて、具体的な事例
を交えて講習します。
※町田商工会議所・町田地域障がい
者雇用企業連絡会と共催です。
対市内の中小企業
日１０月２３日㈫午後２時～４時
場町田商工会議所
講
（有）
まるみ代表取締役社長・三鴨
岐子氏
定３０人
（申し込み順）
申参加申込書（町田商工会議所ホー
ムページでダウンロード）に必要事
項 を 記 入 し、ＦＡＸで 同 会 議 所（ 返
７２９・２７４７）
へ。
問 障 が い 福 祉 課 ☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３、同会議所☎７２２
・５９５７
開催します

障がい者就職面接会

参加企業（３２社予定）の人事担当
者と面接ができます。
※当日は、応募書類
（履歴書・職務経
歴書）
を複数枚ご持参下さい。また、
応募書類に障がいの種類・等級をご
記入下さい。
日１０月２６日㈮午後１時～４時
場市立総合体育館

申ハローワーク町田・八王子・府中・
相模原に求職登録している方は直接
登録先のハローワークへ。その他の
ハローワークで求職登録している方
は、直接ハローワーク町田へ。
※当日会場で参加申込もできます
が、混雑が想定されますので、事前の
申し込みをお願いします。
問ハローワーク町田専門援助部門☎
７３２・７３１６返７３２・８７２４、町田市障
がい福祉課☎７２４・２１４７返０５０・
３１０１・１６５３
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１０月２４日㈬午後２時～３時
場忠生市民センター
内成年後見制度（法定後見制度）概要
や手続きの流れ、相談先の紹介等
講福祉サポートまちだ職員
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
町田市医療・介護・福祉研究大会

アクティブ福祉ｉｎ町田ʼ１８

高齢者へのケアの向上や医療・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。骨健康度測定・肌水
分計等の健康チェックもあります。
日・内１０月２６日㈮、①実践・研究発
表大会＝午前１０時５０分～午後５時
３０分②介護用品・介護ロボット（次
世代介護機器）等展示＝正午～午後
５時③介護の仕事求職相談登録会＝
午後１時～５時④介護川柳の掲示＝
正午～午後５時
場町田市文化交流センター５・６階
※駐車場はありません。
費①１０００円（高〜大学院生無料）
※詳細は、町田市介護人材開発セン
ター
（☎８５１・９５７８、受付時間＝祝
日を除く月～金曜日の午前９時～午

ゆうゆう版画美術館まつり

問国際版画美術館☎７２６・２８８９、国際版画美術館友の会（火・金曜日の午前
☎７２６・３０５１
１０時～正午）
美術を愛する人々の交流の輪を広 社会福祉協議会へ寄付します。
げることを目的に、国際版画美術館 場前庭
と友の会が共催で、
「ｅｎｊｏｙ！Ａｒｔ！」
を
テーマに開催します。
なお、今年度は国際版画美術館開
館３０周年、友の会設立２０周年にあ
たります。
※詳細は同館ホームページをご覧下
さい。
日１０月６日㈯午前１０時～午後４時
３０分、
７日㈰午前１０時～午後４時
チャリティ・アートバザール
※開会式は、６日午前１０時からエン
トランスホールで行います。
【木版画摺り体験】
場同館
個別指導による、はがきサイズ画
【 チ ャ リ テ ィ・ ア ー ト バ ザ ー ル 仙紙の「多色摺り木版画」の摺りを体
２０１８】
験します。作品は持ち帰ることがで
市内外の美術・工芸団体が自作品 きます。
を展示・販売します
（体験コーナーも 日１０月６日㈯午前１０時３０分～午後
有り）
。
４時３０分、７日㈰午前１０時～午後４
※売り上げの１０％は（社福）町田市 時
す

５分でわかる町田のストーリー

後５時）へお問い合わせ下さい。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６
町田新産業創造センター

創業・起業に関するセミナー

【町田創業～ファーストステップ相
談会】
日１０月６日㈯、１０日㈬、２０日㈯、午
後１時～５時（１人１時間）
【町田創業～ファーストステップセ
ミナー】
日①１０月１１日㈭午後２時～３時３０
分②１０月１１日㈭午後３時４５分～５
時１５分③１０月２３日㈫午後２時～３
時３０分④１０月２３日㈫午後３時４５分
～５時１５分
内①人材育成～雇用関係の助成金を
知ろう②販路開拓～ＢｔｏＢ 営業で
有効な手法を知ろう③経営～経営者
として知っておくべき法律の基礎知
識④財務～経営に関する税金、日々
の経理・会計の方法を知ろう
講①社会保険労務士・栗原深雪氏②
中小企業診断士・岡田勇雄氏③司法
書士・藤原香奈氏④税理士・春日佑介
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氏
定各３０人（申し込み順）
◇
対創業予定の方、創業して間もない
方等
場町田新産業創造センター
申同センターホーム
ページで申し込み。
問同センター☎８５０
・８５２５、町田市産業
政策課☎７２４・２１２９

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１０月２１日㈰、講演会「マンシ
ョン大規模修繕工事を成功させるた
めの秘訣」
・テーマ別グループ討議＝
午後１時３０分～４時４０分、個別相談
会＝午後４時１５分～５時
場市庁舎
講ｍａｒｔａマンションリフォーム技術
協会副会長・宮城秋治氏
定５０人（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。
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明治１５０年記念

幕末・維新期の町田

問同館☎７３４・４５０８

幕末から明治維新に至る激動の時 講②東海大学教授・馬場弘臣氏③國
代に、市域の人々がどのように向き 學院大學教授・吉岡孝氏
合い生きたのか、市域に残る史料を ※①は同館展示担当学芸員が講演し
中心に紹介します。
ます。
会期１０月６日㈯～１１月２５日㈰
定各５０人（先着順）
休館日月曜日（祝日の場合は開館し、【ギャラリートーク】
翌日休館）、１０月１日～５日（展示準 日１０月１４日㈰、２０日㈯、１１月１１日
備期間）
㈰、２３日㈷、午後２時から１時間程度
観覧時間午前９時～午後４時３０分
場同館企画展示室
場同館企画展示室
【講演会】
日①１０月２８日㈰②１１月４日㈰③１１
月１７日㈯、午後２時～４時（受け付け
＝当日午後１時３０分から）
場同館閲覧室
幕末の原町田
内①情報を収集する地域リーダー②
幕末の改革組合村と関東取締出役
（予定）③日記からみた八王子千人同
小野路農兵隊の
心の長州征討
鎖着込み
場エントランスホール
【市域学生によるアートイベント】
【キッズ・アートスペース～たった１ ○玉川大学
つのマイバッグ！】
場前庭
消しゴム版画、型押しアートなど 内屋外参加型アートイベント「トビ
で無地の布袋を装飾し、カラフルで タツ木ノ実」～夢が実る秋のトリカ
個性あふれるマイバッグを作りま ゴ
○桜美林大学
す。
日１０月６日㈯午前１０時～午後４時
場アトリエ
【「ゆうゆう版画美術館まつり」ポス ３０分
場講堂
ターデザイン原画展示】
市域学生・友の会会員が「まつり広 内親子で楽しめるアートワークショ
報用ポスター」のために制作した応 ップ「日本さん家のお隣さん」～お隣
募全作品を展示します。
さんのアートワークショップ
場エントランスホール
【福祉作業所協賛出店】
※入賞者表彰式は、７日午前１１時か
市内福祉
らエントランスホールで行います。 作業所（喫茶
【ゆうゆうプロムナードコンサート けやき、ラ・
～虹をかけて】
ドロン）が出
色彩を音で伝えるバイオリンとピ 店予定です。
アノのデュオＤｕｏ Ｉｒｉｓが奏でるメ 場前庭
ロディーをお楽しみ下さい。
日１０月６日㈯、午後１時から、２時か
ら、各３０分程度
場エントランスホール
ゆうゆうプロムナード
コンサート
※椅子の用意はありません。
ち

10月1日～31日「幸せふくらむ まちだ名産品」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 まちテレ

検索

