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お知らせお知らせ
年 末 保 育
対市内在住または市内認可保育園・
認定こども園（２号認定・３号認定）に
在籍する１２月１日現在満６か月以上
の未就学児の保護者で、就労のため
保育が必要な方
日１２月２９日㈯、３０日㈰、午前７時〜
午後７時の間で保護者の方の就労時
間（通勤時間を含む）
場町田保育園
費午前８時３０分〜午後５時の間は３０
分につき２５０円、午前７時〜８時３０
分、午後５時〜７時は３０分につき
３００円
申申請書・年末勤務証明書・保育カー
ドを１２月１０日まで（必着）に、直接
または郵送で町田保育園（〒１９４－
００１３、原町田６－２６－１５、☎７２２・
２６７９、受付時間＝午前８時３０分〜
午後５時）へ。
※申請書等は１２月１０日まで、まち
だ子育てサイトでダウンロードでき
ます。また、子育て推進課（市庁舎２
階）でも配布します。
問子育て推進課☎７２４・４４６８　
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
２０１９年５月分の

利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申１１月１日午前８時３０分から電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ
（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）。
※５月７日、８日は利用できません。
大地沢青少年センター～２０１９年５
月分の

利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申１１月３日午前８時３０分から電話で
同センター（☎７８２・３８００）へ。
※初日の午前８時３０分〜午後１時の

受付分は抽選、午後１時以降は申し
込み順に受け付けます。
※５月１日、７日、８日、１４日、２１日、
２８日は利用できません。
２０１９年１月～３月分申し込み

ひなた村プログラムサービス
　子ども会や子どもサークル等に、
野外炊飯や工作、遊びなどを職員が
指導します。出張指導もあります。
費材料費
申２０１９年１月分の申込日＝１１月４
日、２月分の申込日＝１２月２日、３月
分の申込日＝１月６日、午前１０時〜
１０時３０分に電話でひなた村（☎
７２２・５７３６）へ。

催し・講座催し・講座
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

在宅療養とおかねの話
【脳卒中で倒れたら】
　「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
るチームについて、寸劇を交えて分
かりやすく説明します。
対市内在住、在勤、在学の方
日１２月１５日㈯午後２時〜４時３０分
場市庁舎
定８０人（申し込み順）
申住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
年齢・性別を明示し、１１月１日午前９
時〜１２月１日午後５時に電話または
ＦＡＸで町田市介護人材開発センタ
ー（☎８５１・９５７８返８５１・９５７９）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０　
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１１月２８日㈬午前１０時〜午後０時
３０分
講（社福）らっく評議員・遠藤信子氏
定３０人（申し込み順）
申１１月２２日までに電話で町田市介
護人材バンクへ。

【介護施設への就職を希望する方～
就職相談・求職登録会】
　希望する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（資
格や経験は不問）。
対介護施設に就職を希望する方
日１１月２８日㈬午後１時〜３時
※事前予約は町田市介護人材バンク
へ（予約無しでの参加も可）。

◇
場鶴川市民センター
問同バンク☎８６０・６４８０（受付時間
＝祝日を除く月〜金曜日の午前９時
〜午後５時）、町田市いきいき総務課
☎７２４・２９１６

高齢運転者安全運転教室
　町田ドライヴィングスクールの教
官による実車指導のほか、動体視力
測定やシミュレーターによる講習も
行います。
※運転免許証の更新時に受講する講
習とは異なります。
※同スクールの送迎バスをご利用い
ただけます。送迎バスのルート、時間
等の詳細は同スクールホームページ
をご覧下さい。
対車を運転する市内在住の６５歳以
上の方
日①１１月２８日㈬②１２月２０日㈭、午
前９時１０分〜午後０時３０分
場町田ドライヴィングスクール（南
大谷１－５５）
内交通安全講話、運転適性検査、運転
実習等
定各２４人（申し込み順）
申１１月２日正午から①１１月１８日ま
で②１２月９日までにイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード①１８１１０２Ｇ②１８１１０２Ｈへ。
問市民生活安全課☎７２４・４００３
おいしく糖尿病予防！

血 糖 値 が 気 に な る 方 
向 け の 料 理 講 座
対市内在住の１８〜６４歳の方
日１１月２０日㈫午前９時４５分〜午後
０時３０分
場健康福祉会館
内血糖値が気になる方向けのメニュ
ーの調理実習、栄養士の講話
定１８人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申１１月２日正午〜１２日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１８１１０２Ｄへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

普 通 救 命 講 習 会
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）
日１２月８日㈯午後１時３０分〜４時３０
分
場健康福祉会館
内心肺蘇生法、異物除去法、ＡＥＤ操
作法
※救命技能認定証を発行します。
定４０人（申し込み順）
費１４００円（テキスト代）

申１１月６日正午〜２８日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１８１１０６Ｂへ。
問町田消防署☎７９４・０１１９、町田市
保健総務課☎７２４・４２４１
地域公開講座

ひと手間かけて楽になる子育て
【子どもの褒め方しかり方をペアレ
ントトレーニングの視点から学ぶ】
対市内在住、在勤の方
日１１月２９日㈭午前１０時〜正午
場生涯学習センター
講大正大学准教授・井澗知美氏
定１２０人（申し込み順）
申１１月２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１８１１０２Ｂへ。保育希
望者（４か月以上の未就園児、申し込
み順に１５人）は併せて申し込みを。
問子ども発達支援課☎７２６・６５７０

鶴 見 川 源 流 ウ ォ ー ク
【いるか丘陵とことん巡り２０１８鶴
見川源流編】
　治水防災・自然再生拠点として整
備中の鶴見川源流保水の森を、ガイ
ドと共に探訪します（雨天時は内容
を変更）。
対小学生以上の方（小学生は保護者
同伴）
日１１月１１日㈰午前９時〜午後２時、
集合は上小山田みつやせせらぎ公園
調整池（小山田小学校前バス停から
徒歩１分）
内保水の森散策（アップダウン有り
の約５㎞、健脚向き）
※源流コーヒーのサービス付きで
す。
定２０人（申し込み順）
持ち物雨具、昼食、飲み物
※歩きやすい服装と靴でおいで下さ
い。
費５００円
申催し名・実施日・参加者全員の住所
・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢・
性別を明記し、ハガキ、ＦＡＸまたはＥ
メールで、１１月６日まで（必着）に、
（特）鶴見川源流ネットワーク事務局
（〒１９４－０２０４、小山田桜台２－４－
１４－１０５、返８６０・０８３０遍ｇｅｎｒｙｕｔ
ｏｕｒ２０１８＠ｏｆｆｉｃｅ．ｅｍａｉｌ．ｎｅ．ｊｐ）へ
（鶴見川源流ネットワークホームペ
ージで申し込みも可）。
問同事務局☎７９８・２６９３、町田市農
業振興課☎７２４・２１６４

使 い 切 り 料 理 教 室
　食材を使い切る方法や上手なアレ
ンジ方法、料理中に出るごみを減ら
すポイント等を、実践しながら紹介
します。
※メニューについては、開催日の１
〜２週間前に案内文を送付します。
対市内在住の１８歳以上の方
日１１月２７日㈫午前１０時〜午後１時
場忠生市民センター
講町田市食育ボランティア
定２０人（申し込み順）
費５００円
申１１月２日正午〜１４日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１８１１０２Ｆへ（申し込
みは４人まで）。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

11月1日～30日「町田市ふるさと納税」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

１１月は児童虐待防止推進月間です
問子ども家庭支援センター☎７２４・４４１９

【児童虐待防止を啓発する展示を
行います】
日１１月１９日㈪〜３０日㈮、午前８
時３０分〜午後５時（土・日曜日、祝
日を除く）
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
内児童虐待防止と養育家庭制度の
啓発ポスターの掲示、新規ショー
トステイ事業「ベビーＣ

コ　コ

ｏＣｏ」及び
「マルガリータ」の紹介、オレンジ
リボン・ツリーの作成と展示、新し
い児童虐待防止のパンフレットの
紹介等（相談コーナーも有り）

【新しい児童虐待防止のパンフレ
ットを作成しました】
　さがまち学生Ｃｌｕbと協働し、パ
ンフレットを作成しました。市内
の小学４年生に順次配布します。

【市庁舎をオレンジ色にライトア

ップします】
　「児童虐待防止」のシンボルの
オレンジリボンにちなんでライ
トアップします。オレンジ色は子
どもの明るい未来を表します。
日１１月７日㈬、２８日㈬、午後６時
３０分〜９時

「虐待かも」と思ったら、すぐにお
電話下さい。
児童相談所全国共通ダイヤル☎
１
いちはやく

８９

︿
う
ら
﹀

︿
お
も
て
﹀


