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基礎介護技術講習会

町田市いきいき総務課・
町田市介護人材開発センター

認知症の基礎知識を学び、手足の感覚や周囲の見え方などを疑似体験することで高齢者の身体的な特徴
への理解を深め、初めての方にもわかりやすく、丁寧な解説を受けながら車椅子や介護用ベッドを使用した移
動・移乗介助を実技を通して学びます。ご家族の介護をしている方はもちろん、これから始まるかもしれない
介護に備えてご一緒に学びませんか。介護の仕事に関心のある方のご参加もお待ちしています。
日時
会場
対象
定員
申込
問合せ

2月9日（日） 13：00～17：00
社会福祉法人賛育会 清風園（町田市金井7-17-13）
①家庭で介護をしている方、介護職に就労したい、または関心のある方
②現在、介護の仕事をしていて基本を学びたい方
40名（申込順）
費用 ①無料 ②4,000円（会員事業所職員は、2,000円）
1月31日（金）までに電話またはFAXで、以下の申込必須事項を明示し、町田市介護人材開発セ
ンターへ。※受付時間 月～金曜日 9：00～17：00（祝日は除く）
042-851-9578／FAX 042-851-9579／メール info@machida-kjkc.jp
URL http://machida-kjkc.jp（町田市介護人材開発センター）

【申込必須事項】
①氏名 ②住所 ③電話番号
ゴーグルや軍手などを
身に付けて
高齢者疑似体験を
行っています。

【申込先】
＊電話 042-851-9578
＊FAX 042-851-9579

「サークル活動の打合せをできる場所が近所にあるといいな」
「地域の仲間と合唱の練習をしたいけど、練習できる会場はあるかな？」
▼

こんなときは…

▼

ぜひ一度、生涯学習センター「学校開放」担当へお問合せください！
小ホール（鶴川中）

★ 詳しくは、
生涯学習センター
「学校開放」担当まで ★
TEL 042-728-0071

合唱やダンスの練習にピッタリ！
マイク、ピアノ等も利用できます。
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介護の入門的研修

町田市いきいき総務課・
町田市介護人材開発センター

介護について初歩から学べて、今後のキャリアアップにもつながる研修です。研修後に就労支援を行います。
介護の基礎となる資格を取得し、仕事をはじめてみませんか。全過程を修了された方には市長からの修了証
が発行されます。また、本研修修了者は介護の資格研修(まちいきヘルパー養成研修、介護職員初任者研
修など)が一部免除される場合があります。※最終日に就労相談会を行います。終了後も希望者は介護の仕
事へのマッチングなど継続した就労支援を受けることができます。

日時

2月18日（火） 10：00～16：30
2月25日（火） 10：00～16：00
3月3日（火） 10：00～16：00
3月10日（火） 10：00～15：00
3月17日（火） 10：00～16：00

会場

町田商工会議所 会議室
（町田市原町田3-3-22）

対象
定員
費用

申込

【申込先】
＊電話 042-851-9578
＊郵送 〒195-0074
町田市山崎町2055-2 C-111
＊メール info@machida-kjkc.jp

介護に関心のある方でこれから介護の仕事
をしてみたい方
30名（申込順）
無料

※研修申込書は、ホームページからダウンロード、
または、町田市介護人材開発センターで配布
しています。

2月7日（金）まで（必着）に、電話または郵送
またはメールで、研修申込書を町田市介護
人材開発センターへ。
※電話申込の受付時間
月～金曜日 9：00～17：00
（祝日は除く）

042-851-9578
FAX 042-851-9579
問合せ メール info@machida-kjkc.jp
URL http://machida-kjkc.jp
（町田市介護人材開発センター）

町田市介護人材バンク特別講座
「薬との上手な付き合い方」と求職相談登録会

主催
町田市いきいき総務課・
町田市介護人材開発センター

町田市介護人材バンクでは、薬との上手な付き合い方を学ぶ特別講座を開催します。薬の飲み合わせや
ジェネリック医薬品、お薬手帳や薬局の利用方法などをご一緒に学びませんか。講座終了後、ご希望される
方を対象に求職相談登録会を行います。市内介護施設での仕事に興味がある方の相談をお聞きしながら、
就労に向けての支援をいたします。
日時
会場
対象
定員
申込
問合せ

2月21日（金） 14：00～16：30
町田市民フォーラム（町田市原町田4-9-8）
市内在住の概ね50歳代以上の方
30名（申込順）
費用 無料
2月3日（月）～2月13日（木）に、電話で町田市介護人材バンク（042-860-6480）へ。
※受付時間 月～金曜日 9：00～17：00（祝日は除く）
042-860-6480／メール genki@machida-kjkc.jp／URL http://machida-kjkc.jp
（町田市介護人材バンク）
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総合相談会

町田市保健所
健康推進課

「どこに相談してよいかわからない」「どのように相談してよいかわからない」そういった「悩み」を解決する糸口
を一緒に探すため、精神保健福祉士、弁護士や、女性悩み事相談員、ハローワーク相談員、社会福祉士、
保健師、高齢者支援センター職員などが無料で相談に応じる総合相談会を、女性の健康週間（3月1日～3
月8日）にあわせて開催します。相談のほか、申請・手続きの助言や関係機関、行政の担当窓口などをご案
内します。事前申込は不要です。直接会場にお越しください。
日時
会場
対象
費用
問合せ

3月5日（木） 11：00～16：00 ※受付10：45～15：15
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）
町田市または近隣市区在住・在勤・在学の方 ※男女問いません
無料
042-724-4236（町田市保健所健康推進課 健康推進係）
主催

専門職向けゲートキーパー養成講座

町田市保健所
健康推進課

医療・介護関係者等の専門職向けゲートキーパー養成講座を開催します。是非ご参加ください。
※ゲートキーパーとは特別な資格でなく、身近な人の悩みに気づき支える人の事です。
日時

3月5日（木） 13：00～16：00 ※受付は12：30から

会場

町田市民病院 南棟3階 講義室
（町田市旭町2-15-41）

対象
定員
費用

医療・介護関係者等
50名（申込順）
無料

申込

3月2日（月）までに、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
※町田市のイベント申込システム「イベシス」での
申込も可（イベントコード 191108B）

問合せ

042-724-4236
（町田市保健所健康推進課 健康推進係）
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【講師・コーディネーター】
特定非営利活動法人
メンタルケア協議会 理事
精神保健福祉士
西村 由紀 氏

申込QR
コード
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【さがまちカレッジ特別講座】
あなたの健康法、ホントに効くの？～現代の養生訓を考える～

さがまち
コンソーシアム

世の中にはいろいろな健康法があふれています。江戸時代の「養生訓」（貝原益軒）にもみられるように、私た
ちは自身の健康を実現する方法を探ってきたのです。セルフメディケーションが進められている現在、様々な
健康法の中で、役に立つこととそうでないものの違いを考え、市民の健康向上に薬局や薬剤師がどのようにお
手伝いできるのか考えてみたいと思います。
3月15日（日） 10：00～12：00
【講師】
相模女子大学（相模原市南区文京2-1-1） 相模原市薬剤師会 一般用医薬品委員会委員
50名（申込順）
無料
【申込先】
＊郵送 〒252-0307 相模原市南区文京2-1-1
2月1日（土）から、郵送またはFAXで、受講
＊FAX 042-703-8536
申込書をさがまちコンソーシアム事務局へ。
申込
※ウェブ申込も可（https://sagamachi.jp/
※受講申込書は、ホームページからダウンロード、
manabi/consuniv/index.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
メール info@sagamachi.jp
問合せ
（さがまちコンソーシアム事務局（相模原・町
田大学地域コンソーシアム））
日時
会場
定員
費用

『生涯学習NAVI 好き！学び！』は
町田市ホームページでも読むことができます！
①町田市のホームページへ
アクセスし、トップページを
表示します。

②「文化・スポーツ」から、
③情報誌「生涯学習NAVI
②「生涯学習」を選択します。
好き！学び！」を選択します。

④ご覧になりたい号の記事を読むことができます。
＊ぜひアクセスしてください♪
ホームページアドレスはこちら→

http://www.city.machida.tokyo.jp/
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アクセスはこちら

