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開催しています
教 科 用 図 書 展 示 会

　町田市教育委員会では、２０２０年
度に町田市立小学校で使用する教科
用図書の採択候補を公開する展示会
を開催しています。
　教科用図書へのご意見等がありま
したら、展示会場にある用紙にご記
入下さい。採択の参考にします。
日７月３日㈬まで、午前９時～午後５
時（土・日曜日を除く、ただし②のみ
第２・４日曜日は開庁）
※会場により日程が異なりますので
ご注意下さい。
場①町田市教育センター２号館２階
資料室・展示室②市庁舎１階多目的
スペース（第２・４日曜日は１階ワンス
トップロビーエスカレーター下で展
示）
問①町田市教育センター☎７９３・
２４８１②指導課☎７２４・２１５４
人権擁護委員による
特 設 相 談

　６月１日の「人権擁護委員の日」に
ちなんで、特設相談を行います。人権
上の問題や、日常生活で困り事があ
る方はお気軽にご利用下さい。
日６月７日㈮、午前９時３０分～１１時
３０分、午後１時３０分～３時５０分
場市民相談室（市庁舎１階）
申電 話 で 市 民 相 談 室（ ☎７２４・
２１０２）へ。

催し・講座催し・講座
アクティブシニア特別講座
知っておきたい「体調に合わ
せた効率の良い水分補給」

　経口補水液やスポーツドリンクを
飲み比べながら学べる講座です（参
加者には試供品を差し上げます）。ま
た、講座後には求職相談登録会も行
います。
対市内在住のおおむね５０歳以上で
介護施設での就労（資格がなくても
できる清掃、ベッドメイキング、配
膳、介護補助等の周辺業務）を希望す
る方
日６月２１日㈮午後２時～４時３０分
場町田市民フォーラム
講大塚製薬（株）健康管理士・阿部章
則氏

定３０人（申し込み順）
申６月１３日までに電話で町田市介護
人材バンクへ。
問同バンク☎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）、町田市いきいき総務
課☎７２４・２９１６

家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日７月８日㈪午後１時３０分～３時３０
分
場小川あんしん相談室
内認知症本人の過去・現在・未来の物
語をまとめた「ライフストーリーブ
ック」について学ぶ
定１５人（申し込み順）
申電話で南第１高齢者支援センター

（☎７９６・２７８９）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

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１９日㈬午後２時～３時３０分
場鶴川市民センター
定５０人（申し込み順）
申６月４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１９０６０４Ｆへ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
認知症サポーター
ステップアップ講座
対認知症サポーター養成講座を受講
した方
日７月３日㈬午後１時３０分～４時３０
分
場わくわくプラザ町田
内認知症の基礎知識の復習と、認知
症の方とのコミュニケーションの取
り方を実践的な事例で学ぶ
定４５人（申し込み順）
申６月４日正午～２６日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０６０４Ｅへ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
おいしく！楽しく！健康に！
男 性 料 理 教 室

　栄養バランスが良く、繰り返し作
れるメニューを調理・会食します。

対市内在住の６５歳以上の料理初心
者の男性で、全回参加できる方
日７月３日㈬、１２日㈮、２３日㈫、午前
１０時～午後１時、全３回
場町田市民フォーラム
定２０人（抽選、結果は６月２０日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申６月５日正午～１１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０６０５Ｃへ。
※当日の詳細は町田市シルバー人材
センター（☎７２３・２１４７）へお問い
合わせ下さい（受付時間＝午前９時
～午後４時）。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

消費者被害と成年後見制度
【進行する高齢化社会の中で】　
　認知症高齢者等への消費者被害の
実態を紹介した後、対策と成年後見
制度について説明します。
日７月２０日㈯午後２時～４時
場町田市民フォーラム
講弁護士・村井宏彰氏、森脇崇氏
定１７０人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、６月３日
午前８時３０分から、電話、ＦＡＸまた
はＥメールで、（社福）町田市社会福
祉協議会福祉サポートまちだ（☎
７２０・９４６１返７２５・１２８４遍ｋｏｕｅｎ
＠ｍａｃｈｉｄａ－ｓｈａｋｙｏ．ｏｒ．ｊｐ）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７
第５０回記念
分譲マンション管理セミナー

　市では、２００３年からマンション
の管理に関するセミナーを開催して
います。このたび、５０回目の開催を
記念してマンションの管理・再生分
野での研究・執筆など幅広く活躍さ
れている齊藤氏を講師に迎え、マン
ションにおける現状の課題と将来の
展望についてお話しいただきます。
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日６月３０日㈰、①午後１時３０分～３
時４５分②午後４時～４時４５分
場市庁舎
内①講演会「マンションの現状と将
来の展望～マンションに住み続ける
ためには」②パネルディスカッショ
ン
講横浜市立大学国際教養学部国際教
養学科教授・齊藤広子氏
定７０人（申し込み順）

申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。

市 民 公 開 講 座
【前立腺がん検診について】
　医師が前立腺がん検診について分
かりやすく講演を行います。
日７月１３日㈯午後２時３０分～４時
場町田市民フォーラム
講佐藤威文前立腺クリニック院長・
佐藤威文医師、町田市民病院泌尿器
科部長・菅谷真吾医師
定１７０人（申し込み順）
申６月５日正午～７月１０日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０６０５Ｄへ。
問町 田 市 民 病 院 医 事 課 ☎７２２・
２２３０（内線７１３１）

健 康 づ く り 講 習 会
【食事＆体幹トレーニングでからだ
の中からきれいを目指す】
対市内在住の６４歳以下の女性
日①６月１９日㈬午前１０時～正午②７
月３日㈬午前９時４５分～１１時４５分、
全２回
場健康福祉会館
内①ＩｎＢｏｄｙ測定（希望者のみ）、保健
師による講話、スポーツトレーナー
による体幹トレーニングを中心とし
た運動②栄養士による調理実習と食
生活の話
定２４人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申６月４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１９０６０４Ｃへ。保育希望
者（３歳以上の未就学児、申し込み順
に６人）は併せて申し込みを。
問保健予防課☎７２２・７９９６
地域ネットワーク向け
ゲートキーパー養成講座

　ゲートキーパーとは、特別な資格
ではなく、身近な人の悩みに気づき
支える人のことです。
　今回は、地域ネットワークを通じ
た、子ども・若者の見守りをテーマに
開催します。
日７月１２日㈮午後２時～４時
場市庁舎
講精神保健福祉士・伊藤次郎氏
定５０人（申し込み順）
申７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１９０５０９Ｇへ。
問健康推進課☎７２４・４２３６

  出張認知症カフェ（Ｄカフェ）
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

安全運転について考えよう

高齢運転者安全運転教室
問市民生活安全課☎７２４・４００３

　認知症の方や家族、支援者など
が気軽に集まり、情報交換や交流
を行う場「出張認知症カフェ（Ｄカ
フェ）」を開催します。
対認知症の方や家族、支援者等

※飲食代は自己負担です。
※事前予約は必要ありませんが、
参加者多数の場合は参加できない
場合もあります。
市HP Ｄカフェ  検索

　都内では、６５歳以上の高齢者の
運転による事故割合が増加してい
ます。
　この機会にご自身の状態を把握
し、改めて安全運転について考え
てみませんか。
※運転免許証の更新時に受講する
法定講習とは異なります。
※町田ドライヴィングスクールの
送迎バス（町田駅発のみ）をご利用
いただけます。運行時間、乗車場所
については同スクールホームペー
ジをご覧下さい。
対市内在住の車を運転する６５歳
以上の方

日７月１７日㈬午前９時１０分～午後
０時３０分
場同スクール（南大谷１－５５）
内交通安全講話、運転適性検査、実
車走行等
定２４人（申し込み順）
申６月４日正午～７月７日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１９０６０４Ｇへ。

防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 ! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス  検索町田市メール配信サービス

市内スターバックスコーヒー各店の開催日（6月・7月）
会　場 日　時

町田パリオ店（森野1-15-13） 6月7日㈮、7月10日㈬ 午前10時～正午
多摩境店（小山ヶ丘3-2-8） 6月10日㈪、7月24日㈬ 午前9時～11時
町田金森店（金森3-1-10） 6月12日㈬、7月12日㈮

午前10時～正午

鶴川店（能ヶ谷1-5-1） 6月14日㈮
町田東急ツインズ店（原町田6-4-1） 6月17日㈪、7月8日㈪
ぽっぽ町田店（原町田4-10-20） 6月21日㈮、7月1日㈪
ルミネ町田店（原町田6-1-11） 6月24日㈪、7月31日㈬
小田急町田駅店（原町田6-12-20） 6月26日㈬、7月19日㈮


