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まちいきヘルパー養成研修
対全回出席でき、市内の訪問介護事
業所でまちいきヘルパーとして働く
意志のある１８歳以上の方
日１１月１４日、２１日、２８日、１２月５
日、いずれも木曜日午前９時３０分～
午後４時３０分、全４回
※研修最終日には、訪問介護事業所
による就職説明会を開催します。
場ぽっぽ町田
内講義や演習で、まちいきヘルパー
として必要な知識や技能を習得（計
２０時間程度）
定４０人（抽選）
費１３００円（テキスト代）
申研修申込書（町田市介護人材開発
センターで配布、同センターホーム
ページまたは町田市ホームページで
ダウンロードも可）に必要事項を記
入し、１０月２１日まで（消印有効）に
直接、郵送またはＥメールで町田市
介護人材開発センター（〒１９５－
００７４、山崎町２０５５－２　Ｃ－１１１、
遍ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ－ｋｊｋｃ．ｊｐ）へ。
※研修申込書を郵送希望の方及び研
修内容、当日の詳細は同センター（☎
８５１・９５７８）へお問い合わせ下さ
い。
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９月１３日㈮午後２時～３時３０分
場忠生市民センター
定３５人（申し込み順）
申８月１６日正午～９月８日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０８１６Ｄへ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

まちだの体力向上プロジェクト
【①今日から始める！らくらくスト
レッチ教室】
対市内在住、在勤、在学の５０歳以上
の方
日９月１８日㈬、午前９時３０分～１０時
３０分、午前１０時４５分～１１時４５分

【②はじめての！ミニボールエクサ
サイズ】
対市内在住、在勤、在学の２０歳以上
の方
日９月２５日㈬、午前９時３０分～１０時
３０分、午前１０時４５分～１１時４５分

◇
場鶴川市民センター
講日本体育協会公認アスレティック
トレーナー・山田千菜津氏
定各４０人（申し込み順）
費各１００円
申８月２０日正午～９月１６日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０８２０Ａへ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

ヘルスアップクッキング
【減塩でもおいしい！秋の和食メニ
ュー】
日９月１０日㈫午前９時４５分～午後０
時３０分
場健康福祉会館
内栄養士の話、調理実習、会食

定２４人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申８月１６日正午～９月１日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０８１６Ｃへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６
自分に合った効果的なウォーキング
が見つかる！

血糖値をコントロール 
する運動習慣のすすめ

　血糖値改善のポイントを押さえた
運動実技を行うほか、講話を通して
糖尿病予防について学びます。
対市内在住の６４歳以下で、簡単な運
動（ウォーキング程度）ができる方
日９月２日㈪午前９時３０分～１１時５０
分
場健康福祉会館
内健康運動指導士による運動実技・
講話、保健師・管理栄養士・歯科衛生
士による講話
定４０人（申し込み順）
申８月１６日正午～２５日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９０８１６Ａへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６

ふ れ あ い コ ン サ ー ト
　細川萌絵さんによるピアノのコン
サートです。
対６歳以上の方
日１０月２７日㈰午後２時３０分から
場なるせ駅前市民センター
曲目ショパン＝ピアノソナタ第３番
ｏｐ．５８　ロ短調、リスト＝巡礼の年
第２年「イタリア」Ｓ．１６１より第５曲

「ペトラルカのソネット第１０４番」ホ
長調　他（予定）
定１７０人（申し込み順）
費５００円（全席自由）
申８月２１日正午～１０月２４日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１９０８２１Ａへ。
問町田市民ホール☎７２８・４３００、町
田市なるせ駅前市民センター☎７２４
・２５１１
忠生公園

定 例 自 然 観 察 会
【草むらの昆虫と秋の草花】
　夏の終わりの生き物を観察しま
す。
日９月１日㈰午前９時３０分～１１時３０
分（雨天中止）
場同公園
※集合は同公園自然観察センター

（忠生がにやら自然館）です。
問同公園☎７９２・１３２６　
スマホでレポート！

町田生きもの探しキャンペーン
　市では、市内の生きものの情報収
集と魅力発信のため、スマホアプリ

「まちピカ町田くん」を使用し、皆さ
んから野生の生きものの写真と位置
情報を送っていただく調査を行って
います。
　この度、９月３０日まで「町田生きも
の探しキャンペーン」を実施します。
キャンペーン期間中に、素晴らしい
報告・調査活動をしていただいた方
には、記念品を贈呈します。
記念品特賞＝スマホ用ルーペ（５
人）、入賞＝まちだ名産品（５０人程
度）

※キャンペーン期間中は、昆虫と野
草の調査対象を拡大します。調査対
象の生きものや参加方法等の詳細
は、町田市ホームページをご覧下さ
い。
市HP 町田生きもの探しキャンペーン  検索
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

小学校中学年から高学年の子の保護
者のための講座

ココロを動かすために、
コ コ ロ を 学 ぼ う
対小学３年生以上の子どものいる保
護者
日①９月２７日②１０月４日③１０月１１
日④１０月１８日、いずれも金曜日午
前１０時～正午、全４回
場生涯学習センター
内①自己肯定感の持たせ方②思春期
前に知っておきたいこと③社会性や
感情力の発達と関わり方④子どもの
ココロを動かそう！
講①忠生第三小学校校長・西久保律
子氏②④町田市教育センター相談員
③法政大学文学部心理学科教授・渡
辺弥生氏
定２５人（申し込み順）
申８月１５日午前９時から電話で生涯
学習センター（☎７２８・００７１）へ。保
育希望者（９月１日時点で、１歳以上の
未就学児、申し込み順に５人）は併せ
て申し込みを。
生涯学習センター

親と子のまなびのひろば
【①きしゃポッポ】
　お母さん同士で育児の工夫等を共
有しましょう。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の月末まで）とその保護者、妊婦
の方
日９月３日、１０日、１７日、１０月１日、８
日、１５日、１１月５日、１２日、１９日、い
ずれも火曜日午後２時～４時（自由遊
びを含む）
内自由遊び、スキンシップ遊び、ミニ
ミニ井戸端会議

【②パパと一緒にきしゃポッポ】
　お父さんが赤ちゃんと楽しく過ご
すためのヒントが見つかるひろばで
す。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の月末まで）とその父親
日９月２２日、１０月２０日、１１月２４日、
いずれも日曜日午後２時～４時
内自由遊び、スキンシップ遊び、手作
りおもちゃ制作等

◇
場生涯学習センター６階保育室
問同センター☎７２８・００７１
消費生活センター

くらしに役立つ学習会
【くすりとの正しい付き合い方～正
しく選び正しく服用】
　薬に関する話を聞き、正しい知識
を学びます。

対市内在住、在勤、在学の方
日９月６日㈮午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
内「くすりの副作用について」「過剰
摂取や重複服用の問題点」「最近の薬
剤事情」「かかりつけ薬局事情」等
講昭和薬科大学臨床薬学教育研究セ
ンター地域医療部門准教授・高田公
彦氏
定４０人（申し込み順）
申１次受付＝８月１５日正午～午後７
時にイベシス（インターネット）コー
ド１９０８１６Ｂへ／２次受付＝８月１６
日正午～２９日にイベントダイヤル

（☎７２４・５６５６）またはイベシスへ。
保育希望者（１歳以上の未就学児、申
し込み順に６人）は８月１５日正午か
ら併せて申し込みを。
問消費生活センター☎７２５・８８０５
町田市民文学館　古典文学講座

あなたの知らない古文の
世界～清少納言のその後

　古文作品を参照しながら、清少納
言のあまり知られていない姿を解説
します。
対中学生以上の方
日９月２２日㈰午後２時～４時
場同館
講白百合女子大学教授・伊東玉美氏
定５０人（申し込み順）
申１次受付＝８月１５日正午～１９日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード１９０８２０Ｃへ／２次受付＝８
月２０日正午～９月１９日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスへ。
問同館☎７３９・３４２０
町田市民文学館～保育付き紙芝居上
演会

紙 芝 居・ 大 人 の 時 間
　大人のための紙芝居です。
※保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日９月６日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内「青の洞門（恩讐の彼方に）」（脚本
／堀尾青史、画／小谷野半二）、「ヤギ
とコオロギ」（脚本／さえぐさひろ
こ、絵／大畑いくの）　他（予定）
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」　
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は８月１５日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。
もっと図書館を使ってみよう！

図書館入門講座（夜の部）
　貸出方法・資料の並び方・検索パソ
コンの使い方を説明します。また、普
段公開していない書庫や選定室等の
見学を行います。
対市内在住、在勤、在学または稲城・
多摩・調布・八王子・日野・府中・川崎
・相模原・大和市在住の１５歳以上の
方（中学生を除く）
日９月１１日㈬午後６時～７時３０分
場中央図書館
定１０人（申し込み順）
申８月２２日午前１０時から直接また
は電話で中央図書館４階メインカウ
ンター（☎７２８・８２２０）へ（申し込み
は２人まで）。

アサギマダラ


