暮らし

～Ｌiving ～

《子育て》
主催

親と子のまなびのひろば「きしゃポッポ」

町田市
生涯学習センター

乳幼児（2歳の誕生月末まで）のお母さんと妊娠中の方が主役の“ひろば”です。子育て中だから知りたいこと、
気になることをお母さん同士で話したり、解決方法を考えましょう。赤ちゃんとの遊びを紹介する時間もありま
す。
日時

7月5日、12日、19日、9月6日、13日、
20日 いずれも火曜日 14：00～16：00
※月3回開催のうち、2回まで参加可能

町田市生涯学習センター 6階 保育室
（町田市原町田6-8-1）
対象 0・1歳児と保護者／妊娠中の方
費用 無料
042-728-0071
問合せ
（町田市生涯学習センター）
会場

主催

「子どもに届け親心」3回シリーズ

南地域
子育て相談センター

3回の連続講座になります。講師にはカウンセラーの植野美也子氏をお迎えして、子どもへの接し方や声のか
け方など皆で学びましょう。保護者のみで講義を受けたり、実際お子さんと遊ぶ様子を見ていただき、アドバイ
スがもらえます。子育てのヒントになると思います。講義中はお子さんを保育します。
日時
会場
対象
費用
申込

7月15日、8月5日、 9月16日 全3回 いずれも金曜日 10：00～11：30
講座：南地域子育て相談センター 相談室
保育：金森保育園 多目的室
（町田市金森東1-12-16）
1歳6か月～4歳の子どもと保護者
定員 10組（申込順）
無料
6月27日（月）から、電話で南地域子育て相談センター（042-710-2752）へ。
※来園での申込も可（町田市金森東1-12-16）
※受付時間 月～土曜日 9：00～17：00（祝日は除く）

問合せ 042-710-2752（南地域子育て相談センター）
主催

育児講座「卒乳」

忠生地域
子育て相談センター

栄養士や保健師と一緒に卒乳についてみんなでお話しませんか？卒乳について知りたい方、困っている方、
ゆっくりお話できますので、ぜひご参加ください。お子さんは別室で保育します。
7月28日（木） 10：30～11：30
小山田会館（町田市下小山田町2600-1）
卒乳を考えている方
定員 15組（申込順）
無料
7月7日（木）から、電話で忠生地域子育て相談センター（042-789-7545）へ。
申込
※受付時間 月～土曜日 9：00～17：00（祝日は除く）
問合せ 042-789-7545／FAX 042-792-6081（忠生地域子育て相談センター）
日時
会場
対象
費用
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暮らし

～Ｌiving ～

《子育て》

「子どもを伸ばしたい！」そのとき大人にできること
～学校・家庭・地域で子どもを伸ばすには？～

主催
2016年度（第66回）
“社会を明るくする運動”
町田市推進委員会

第66回“社会を明るくする運動”町田大会から、記念式典と講演会のお知らせです！
日時
会場
定員
費用
申込

問合せ

7月29日(金）
13：30～15：45
町田市民ホール
（町田市森野2-2-36）
853名（申込順）
無料
予約不要
当日直接会場までお越しください。
042-724-2537
（町田市福祉総務課 事業係）

【講師】 教育評論家 親野 智可等 氏
教育現場の最前線に立つ中で、親が子どもに
与える影響力の大きさを痛感。教師としての経験
・知識・理解・技術を子育てに活かしたアイデアは、
子育て中の親たちの圧倒的な支持を得る。
主催

親と子のまなびのひろば「パパと一緒にきしゃポッポ」

町田市
生涯学習センター

「子育てに自信がない」、「子育てにもっと関わりたい」。そんなお父さんのための“ひろば”です。お子さんと一
緒に遊んだり、手作りおもちゃを体験しましょう。遊びを紹介する時間もあります。
7月31日（日）、9月25日（日）
14：00～16：00
町田市生涯学習センター 6階 保育室
会場
（町田市原町田6-8-1）
対象 0・1歳児とお父さん
費用 無料
042-728-0071
問合せ
（町田市生涯学習センター）
日時
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暮らし

～Ｌiving ～

《その他》
会場

はじめてのスマートフォン･タブレット教室

和光大学
ポプリホール鶴川

人気のスマートフォン・タブレットを使って電話・メール・アプリ・ネットの使い方講座です。ぜひ便利さをご体感く
ださい。
日時
会場
定員
申込
問合せ

7月1日、8月5日、9月2日
いずれも金曜日 14：00～16：00
和光大学ポプリホール鶴川
1階 カフェスペース（町田市能ヶ谷1-2-1）
10名（抽選）
費用 無料
各回の10日前までに電話で、ジェイコムイースト町田川崎局お客
さまサービス推進部（044-701-1114）へ。
※受付時間 火・水曜日を除く9：30～17：30
044-701-1114
（(株)ジェイコムイースト町田・川崎局 お客さまサービス推進部）
主催

地域で成年後見制度を支えていくために

福祉サポートまちだ

2000年に始まった成年後見制度において、後見人等の担い手として親族以外の第三者が増えている中、町
田市は市民後見人の育成に取り組んでいます。成年後見制度の概要と、市民後見人の役割や地域住民とし
て活動する市民後見人への期待についてお話ししますので、ぜひご参加ください。
※要約筆記・手話通訳がつきます。
日時
会場
定員
費用
申込
問合せ

7月3日(日) 14：00～16：00
町田市民フォーラム 3階 ホール（町田市原町田4-9-8）
170名（申込順）
無料
電話で町田市社会福祉協議会福祉サポートまちだ（042-720-9461）へ。
※受付時間 月～金曜日 9：00～17：00（祝日は除く）
042-720-9461／FAX 042-725-1284／メール kouen@machida-shakyo.or.jp
（町田市社会福祉協議会 福祉サポートまちだ）
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暮らし

～Ｌiving ～

《その他》
主催

家庭の感染症予防

～キッチンと洗面所から守る健康～

相模女子大学・
相模女子大学短期大学部

インフルエンザや食中毒。同じ環境にいながら、感染に弱い人と強い人の違いは何でしょうか。体力の違いだ
けではなく、正しい防ぎ方を知っているかいないかが重要です。本講座では、食品工場や病院や研究機関で
使われている“滅菌操作法”の他、家庭内でできる感染症予防、市販の除菌スプレーの効果についてお話し
します。家族の健康を預かる主婦、お子さんの健康管理を気遣う親御さん、抵抗力の弱くなっている高齢の
方などにポイントを分かりやすくお話しします。
7月7日（木） 10：00～12：10 ※途中10分の休憩を挟む
相模女子大学（相模原市南区文京2-1-1）
60名（申込順）
費用 1,300円
7月4日（月）までに、郵便、FAX、メールのいずれかで以下の申込必要事項を明記し、相模女子
申込
大学連携教育推進課生涯学習係へ。
042-747-9563／URL http://www.sagami-wu.ac.jp
問合せ
（相模女子大学連携教育推進課 生涯学習係）
日時
会場
定員

【申込必要事項】
①希望講座名 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④電話番号 ⑤FAX番号 ⑥メールアドレス
【申込先】
＊郵便 〒252-0383 相模原市南区文京2-1-1
＊FAX 042-749-2300
＊メール sagami-info@mail2.sagami-wu.ac.jp
※詳しくは相模女子大学のホームページをご覧ください。

まちだくらしフェア２０１６
～きて・みて・キャッチ！くらしのヒント 生活力アップ～

主催
まちだくらしフェア
２０１６実行委員会

主役は消費者！より良い「くらし」を考える、消費者による年に一度のイベントです。講演会や各種の相談コー
ナー、そしてご家族で楽しめるイベントなど、日々の暮らしに直結した役立つ情報がいっぱいです！ぜひ会場に
足を運んでください。
7月8日（金）、9日（土） 10：00～16：00
町田市民フォーラム 3階（町田市原町田4-9-8）
無料 ※一部、参加費が必要なイベントあり。
詳細は広報まちだ6月11日号、消費生活センターだより特集号（6月21日新聞折込予定）、町田
申込
市ホームページをご覧ください。
042-725-8805
問合せ
（町田市消費生活センター）
日時
会場
費用

【講演会】
8日（金） 午前「老後の財産管理と相続対策」／午後「マイナス金利の今 金融資産の守り方」
9日（土） 午前「認知症に備え、家族信託を活用しよう！」／午後「災害時における成年後見制度の価値」
【相談コーナー】
消費生活相談、住まいの相談、東京水道なんでも相談、ファイナンシャルプランナーによる資産運用、
保険の見直し、相続遺言などに関する相談
【その他の催し】
折り紙コーナー、万華鏡作り、町田の野菜販売、おもちゃ病院、親子実験教室、シネマでトーク、
料理教室、サイコロ作り など
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暮らし

～Ｌiving ～

《その他》

【特別講座】
家族で遊び力UP大作戦！和光ムーブメント教室

主催
さがまち
コンソーシアム

からだ・あたま・こころの統合的な発達を支援する「ムーブメント教育」の理論を基にした楽しい遊びの場を用意
しました。子育てを楽しむ力や家族で遊ぶことの大切さについて、共に学びましょう。障がいのある方もぜひご
参加ください。（配慮して欲しいことなどがあれば申込時にお知らせください）。お孫さんとの参加も歓迎します。
日時
会場
対象
定員
費用

申込

問合せ

7月17日（日） 13：00～14：30
和光大学 新体育館パレストラアリーナ
（町田市金井町2160）
小学生以下の子どもと保護者
20組（申込順）
無料

【講師】
和光大学 現代人間学部身体環境共生学科
准教授 大橋 さつき 氏
【申込必要事項】
子どもの名前、年齢（0歳なら月齢）
【申込先】
＊郵送 〒252-0307 相模原市南区文京2-1-1
郵送またはFAXで、申し込み必要事項を明
記の上、受講申込書をさがまちコンソーシア ＊FAX 042-703-8536
ム事務局へ。
※ウェブ申込も可（http://sagamachi.jp/
※受講申込書は、ホームページからダウンロード、
manabi/consuniv/mousikomiform.html） ※または、町田市・相模原市の公共施設で配布
※しています。
042-747-9038
（さがまちコンソーシアム事務局）
主催

夏休み親子体験学習「CAPプログラムを体験しよう！」

町田市市民協働推進課
男女平等推進センター

子どもがいじめや誘拐、性暴力から自分で身を守るための参加型講座です。子どもを守るための大人向けの
講座も同時に開催します。
日時
会場
対象
定員
費用
申込

問合せ

7月22日（金） 10：00～12：00
町田市民フォーラム 4階 第1・2学習室
（町田市原町田4-9-8）
小学1～3年生の子どもと保護者、
大人向け講座希望者
子ども30名、大人40名（申込順）
無料
7月1日（金）～14日（木）に、電話で町田市
イベントダイヤル（042-724-5656）へ。
※受付時間 7：00～19：00
初日のみ12：00から
042-723-2908
（町田市男女平等推進センター）
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暮らし

～Ｌiving ～

《その他》
主催

市民後見人育成研修オリエンテーション

福祉サポートまちだ

同じ地域に住み、共に地域住民として生活してきたつながりを大切にしながら、成年後見制度に関する知識
や技術を身につけた市民による「市民後見人」の育成研修を開催いたします。育成研修の応募には、第1回、
第2回どちらかへのオリエンテーションの参加が必要です。判断能力が十分でない方の生活を身近な立場で
支え、後見活動を行っていく「市民後見人」に関心をお持ちの方は、ぜひオリエンテーションへご参加ください。
日時
会場
対象
定員
申込
問合せ

①7月28日（木）、②30日（土） 13：30～16：00 ※①、②ともに内容は同じです。
①町田市役所 3-1会議室 ②町田市役所 10-2～5会議室
（町田市森野2-2-22）
20歳～67歳程度の市内在住、または近隣市区在住の方
70名（申込順）
費用 無料
7月1日(金)から、電話で町田市社会福祉協議会福祉サポートまちだ（042-720-9461）へ。
※受付時間 月～金曜日 9：00～17：00（祝日は除く）
042-720-9461／FAX 042-725-1284
（町田市社会福祉協議会 福祉サポートまちだ）

【こども体験講座】
小学生のための親子で楽しむ点字の基礎

主催
さがまち
コンソーシアム

もともと「点字」は、視覚に不自由がある方たちの貴重な情報収集と情報発信の手段ですが、それを理解し、
使える人がもっと増えれば、視覚障害者とのコミュニケーションも活発化できます。そういう意味で、「多文化共
生社会」を目指す現代の学校教育では、「点字」を小学校の国語科教材にし、それに対する子どもたちの自
然な興味関心の醸成を図っているところです。家族で「点字」のはじめの一歩を体験してみませんか。（8日と
10日は、同じ内容の講座です。）
日時
会場
対象
定員
費用

申込

問合せ

8月8日（月）、10日（水） 10：30～12：00 【講師】
相模女子大学
相模女子大学 非常勤講師 堀越 喜晴 氏
（相模原市南区文京2-1-1）
子ども教育学科 教授 久保田 力 氏
小学3～6年生と保護者
【申込先】
各25組（抽選）
＊郵送 〒252-0307 相模原市南区文京2-1-1
各700円
＊FAX 042-703-8536
7月9日（土）までに、郵送またはFAXで、受
講申込書をさがまちコンソーシアム事務局 ※受講申込書は、ホームページからダウンロード、
※または、町田市・相模原市の公共施設で配布
へ。
※しています。
※ウェブ申込も可（http://sagamachi.jp/
manabi/consuniv/mousikomiform.html）
042-747-9038
（さがまちコンソーシアム事務局）
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暮らし

～Ｌiving ～

《その他》
主催

【こども体験講座】親子で作るうどん教室

さがまち
コンソーシアム

親子で協力して、小麦粉からこねてうどんを打ち、伝統料理の「にごみ」を作って試食します。「にごみ」は津久
井地域で昔から食されていましたが、残念なことに現在はあまり食されていません。地元の伝統料理「にごみ」
を通して食文化について考えてみませんか。また子どもたちが、食べ物を作ること・食べること・伝統食を知る
ことで食教育につながると考えます。
日時
会場
対象
定員
費用

申込

問合せ

9月3日（土） 10：30～13：30
東京家政学院大学
（町田市相原町2600）
5歳児～小学生と保護者
16組（抽選）
2,200円（材料費込）

【講師】
東京家政学院大学 現代生活学部
生活デザイン学科 助教 櫻井 美代子 氏
【申込先】
＊郵送 〒252-0307 相模原市南区文京2-1-1
＊FAX 042-703-8536

7月9日（土）までに、郵送またはFAXで、受
講申込書をさがまちコンソーシアム事務局
へ。
※ウェブ申込も可（http://sagamachi.jp/
manabi/consuniv/mousikomiform.html）

※受講申込書は、ホームページからダウンロード、
※または、町田市・相模原市の公共施設で配布
※しています。

042-747-9038
（さがまちコンソーシアム事務局）

まちだ市民大学HATS人間学「現代人間科学」講座【公開講座】
『なぜいま、いのちと死を考えるのか「死生学」の視点から』

主催
町田市
生涯学習センター

現在、日本社会は科学技術の革新によって、私たちの生老病死のありようが大きく変容をきたしつつありま
す。東日本大震災後を中心にグリーフケアと死生観についてお話いただきます。
【講師】 上智大学特任教授 島薗 進 氏
日時
会場
定員
申込

9月15日（木） 19：00～21：00
町田市生涯学習センター 7階 ホール（町田市原町田6-8-1）
100名（申込順）
費用 無料
8月上旬から電話で、町田市イベントダイヤル（042-724-5656）へ。
詳細は広報まちだ、またはホームページをご覧ください。
※受付時間 7：00～19：00、初日のみ12：00から

問合せ 042-728-0071（町田市生涯学習センター）

- 26 -

暮らし

～Ｌiving ～

《その他》
主催

児童虐待をなくすために

～オレンジリボンを知ろう～

さがまち
コンソーシアム

児童虐待は年々増加し、2014年度には児童相談所への通報件数は8万件を超えています。児童虐待は発
生後の対応も重要ですが、何よりも虐待を未然に防ぐことが大切です。児童虐待防止の啓発を目的として毎
年11月は「児童虐待防止推進月間」とされており、その象徴的な取り組みとして全国で「オレンジリボン運動」
が実施されています。本講座では、児童虐待の現状と、「オレンジリボン運動」について解説します。
日時
会場
対象
定員
費用

申込

問合せ

9月17日（土） 10：30～12：00
和泉短期大学
（相模原市中央区青葉2-2-1）
高校生以上
20名（抽選）
700円

【講師】
和泉短期大学 児童福祉学科
教授 櫻井 奈津子 氏
【申込先】
＊郵送 〒252-0307 相模原市南区文京2-1-1
＊FAX 042-703-8536

郵送またはFAXで、受講申込書をさがまちコ ※受講申込書は、ホームページからダウンロード、
ンソーシアム事務局へ。
※または、町田市・相模原市の公共施設で配布
※ウェブ申込も可（http://sagamachi.jp/
※しています。
manabi/consuniv/mousikomiform.html）
042-747-9038
（さがまちコンソーシアム事務局）

サタデー講座
障がい者本人講座 ～新しい友達を作ろう～

主催
東京都立
町田の丘学園

新しい仲間と調理やスポーツ活動を通して、地域で活動する機会や余暇の使い方、活動の場所を提供しま
す。
日時
会場
対象
定員
費用
申込
問合せ

10月1日、11月12日、12月10日、2017年1月21日、2月18日 全5回
いずれも土曜日 10：00～13：00
東京都立町田の丘学園（町田市野津田町2003）
18歳以上で1名又は付添いのもと活動に参加できる方
20名（抽選）
2000円（保険料、材料費込）
8月29日（月）～9月16日（金）に、ハガキかFAXに以下の申込必要事項を明記し、東京都立町田
の丘学園へ。
042-737-0570／FAX 042-737-0580
（東京都立町田の丘学園 公開講座担当 深澤、菅原(B部門高等部)）

【申込必要事項】
①名前 ②住所 ③電話番号
【申込先】
＊郵便 〒195-0063 東京都町田市野津田町2003
＊FAX 042-737-0580
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暮らし

～Ｌiving ～

《その他》
主催

障がいについての基礎知識

東京都立
町田の丘学園

特別支援学校の卒業生と一緒に、スポーツや調理などの余暇活動を行います。障がいについての基礎知
識、特別支援学校内の施設見学など、ボランティアや福祉に興味のある方、将来教職を目指されている方、
お気軽にお問い合わせください。
日時
会場
対象
費用
申込
問合せ

10月16日、11月13日、12月18日、2017年1月22日、2月19日 全5回
いずれも日曜日 10：00～13：00
東京都立町田の丘学園（町田市野津田町2003）
町田市生涯学習センター（町田市原町田6-8-1）他
高校生以上の都内在住、在勤、在学の方
定員 20名（抽選）
保険料、材料費は実費で徴収 ※詳細は以下の問合せ先まで
8月22日（月）～9月23日（金）までに、ハガキかFAXで以下の申込必要事項を明記し、東京都立
町田の丘学園へ。
042-737-0570／FAX 042-737-0580
（東京都立町田の丘学園 公開講座担当 深澤、坂上(B部門高等部)）

【申込必要事項】
①名前 ②住所 ③電話番号
【申込先】
＊郵便 〒195-0063 東京都町田市野津田町2003
＊FAX 042-737-0580

町田市生涯学習センターでは、知的障がいのある市内在住で18歳以上の方の学習
活動を支援するため、障がい者青年学級を実施しています。活動は月2回・土曜日ま
たは日曜日に実施し、日々の生活や仕事のことを語り合い、楽器演奏・演劇・スポー
ツ・工作などの創作活動を通して仲間づくりを行っています。
学級には、学生から社会人まで幅広い層のボランティアスタッフの方がいます。総
勢約200名の大所帯の学級は、いつもにぎやかです。
一緒に活動に参加してみませんか。見学も随時受け付けています。
★ 詳しくは、生涯学習センター「青年学級」担当まで ★
TEL 042-728-0071
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