
日時

会場

対象 定員 費用 無料

申込

問合せ

日時

会場

対象

定員 費用

【お願い】
　保護者とお子さんの検温をしてからお越しください。当日受付で確認いたします。
　保護者はマスクの着用、手指消毒をお願いたします。
　※駐車場はございませんので、公共交通機関をお使いください。

申し込み不要。直接会場にお越しください。

042-710-2747（町田地域子育て相談センター）

パパと遊ぼう
主催

子どもセンターまあち・
町田地域子育て

相談センター共催

お父さんとお子さんで身体を動かして遊びましょう！親子のふれあい遊びも行います。楽しい時間を過ごしま
しょう。
※感染症等の状況によって、開催内容が変更になる場合があります。最新の情報は、「まちだ子育てサイト」
　 （https://kosodate-machida.tokyo.jp/index.html）をご覧ください。

10月3日（土）　10：15～11：30

子どもセンターまあち（町田市中町1-31-22）

0歳～3歳のお子さんと保護者（父親） 25組（先着順）

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

虫に会いに行こう！
主催

子ども創造キャンパス
ひなた村

10月10日（土）　10：00～12：00　※雨天中止

子ども創造キャンパスひなた村（町田市本町田2863）

家族みんなでひなた村を散策しながら、色々な虫たちに会いに行きます。

無料

市内在園・在学・在勤・在住の18歳未満の方とその保護者

20名（申込順）

問合せ
042-722-5736／URL　https://www.sozocampus-hinatamura.jp
（子ども創造キャンパスひなた村）

申込
9月17日（木）から電話で、子ども創造キャンパスひなた村（042-722-5736）へ。
※受付時間　9：00～17：00　初日のみ10：00から
（第1・第3火曜日、祝日の翌日（休館日）は除く）
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日時

会場

対象 定員 費用

問合せ

日時

会場

対象 定員 費用 無料

問合せ

日時

会場

対象

定員

費用

問合せ

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

パパとあそぼう ～ママもどうぞ～
主催

南地域
子育て相談センター

申込

10月31日（土）　10：00～11：00

金森保育園（町田市金森東1-12-16）

7組程度（申込順）1歳～3歳のお子さんと保護者（父親）

子育て中のお父さん向けの育児講座です。身近なものを使って、お父さんならではの楽しいダイナミックな遊
びを講師の平田幸宏氏が実践を通して教えてくれます。親子のふれあい遊びなども行います。

申込
10月26日（月）から電話で、鶴川地域子育て相談センター（042-734-3699）へ。
※受付時間　月～金曜日　9：00～17：00　(祝日は除く）

042-734-3699（鶴川地域子育て相談センター）

9月25日（金）から電話で、南地域子育て相談センター（042-710-2752）へ。
※受付時間　月～金曜日　9：00～17：00（祝日は除く）

042-710-2752（南地域子育て相談センター）

子どもセンターつるっこ（町田市大蔵町1913）（大蔵保育園、鶴川図書館等を巡ります）

出産を迎えるご夫婦（歩くのに支障のない方）、生後4か月までのお子さんとその保護者

定員制（申込順）　※新型コロナウィルス感染症の状況により、変更になる場合があります。

無料

プレママ・プレパパ散歩
主催

鶴川地域
子育て相談センター

これから出産を迎えるご夫婦のみなさん、出産前に子育て関連施設を一緒に巡ってみませんか？柔道整復
師が同行します。自身の歩き方の癖を知ることで、今後の出産や健康維持に向けて身体を整えましょう。地域
の先輩ママからの、育児おすすめグッズも紹介予定です。

11月7日（土）　10：00～12：00　　※雨天順延：11月21日（土）

042-770-7446（堺地域子育て相談センター）

申込

9月28日（月）から電話で、堺地域子育て相談センター（042-770-7446）へ。
または直接お越しいただきお申し込みください。
※受付時間　月～金曜日　9：00～17：00（祝日を除く）
※諸事情により、予定が変更になる場合もありますのでご了承ください。最新の情報は、「町田市
　 子育てひろばカレンダー」（堺地域版・毎月25日発行）や「まちだ子育てサイト」
　 （https://kosodate-machida.tokyo.jp/index.html）等でご確認ください。

10月28日（水）　10：00～11：00

未就学児の保護者 6名（申込順） 無料

自分でできるリンパケアをしながら、心と体をゆるめてリフレッシュしましょう。※保育あり

堺市民センター　和室1（町田市相原町795-1）

ママのリフレッシュ
主催

堺地域
子育て相談センター
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日時

会場

対象 定員 費用 無料

問合せ

日時

会場

対象 定員 費用 無料

問合せ

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

042-710-2747（町田地域子育て相談センター）

親子のコミュニケーション（父親講座）
主催

町田地域
子育て相談センター

カウンセラーの植野美也子氏による親子のコミュニケーション講座です。子どもとのかかわりを深めるためのポ
イントを学びあいましょう。お父さん向けの講座ですが、お母さんもご一緒にどうぞ。お子さんには保育がありま
す。（参加者以外にお子さんをみる方がいない場合に限る）
※感染症等の状況によって、開催内容が変更になる場合があります。最新の情報は、「まちだ子育てサイト」
　 （https://kosodate-machida.tokyo.jp/index.html）をご覧ください。

11月14日（土）　10：30～12：00

町田保育園（町田市原町田6-26-15）

0歳～3歳のお子さんを持つ保護者 8組（申込順）

申込

10月26日（月）から電話で、町田地域子育て相談センター（042-710-2747）へ。
※受付時間　月～金曜日　9：00～17：00　(祝日は除く）
※育児講座の申込みについては、以下の①～③の条件の方が優先になります。
　 ①町田市在住の方　②2020年度に町田地域子育て相談センターの保育付き育児講座を
　 初めて受講される方　③現在までに、植野美也子氏の講座を受講したことがない方
※定員を超えてお申し込みがあった場合は、キャンセル待ちとなります
　 （キャンセルが出た際、先着順でご連絡をさせていただきます。また、ご連絡がつかない場合
　 には、次の方に連絡させていただきます、予めご了承ください。）

申込

親子でリズムあそび
主催

堺地域
子育て相談センター

親子で音楽に合わせて体をたくさん動かし、リズムあそびを楽しみましょう。

042-770-7446（堺地域子育て相談センター）

【お願い】
　保護者とお子さんの検温をしてからお越しください。当日受付で確認いたします。
　保護者はマスクの着用、手指消毒をお願いたします。
　※駐車場はございませんので、公共交通機関をお使いください。

11月26日（木）　10：00～11：00

小山市民センター　ホール（町田市小山町2507-1）

0歳から就学前のお子さんと保護者 20組（申込順）

10月27日（火）から電話で、堺地域子育て相談センター（042-770-7446）へ。
または直接お越しいただきお申し込みください。
※受付時間　月～金曜日　9：00～17：00（祝日を除く）
※諸事情により、予定が変更になる場合もありますのでご了承ください。最新の情報は、「町田市
　 子育てひろばカレンダー」（堺地域版・毎月25日発行）や「まちだ子育てサイト」
　 （https://kosodate-machida.tokyo.jp/index.html）等でご確認ください。
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日時

会場

対象 定員 費用 無料

問合せ

日時

会場

対象 定員 費用 無料

問合せ

日時

会場

対象

定員

費用

問合せ

042-789-7545／FAX 042-792-6081（忠生地域子育て相談センター）

申込

0歳から就学前のお子さんと保護者 10組（申込順）

10月26日（月）から電話で、忠生地域子育て相談センター（042-789-7545）へ。
または、直接お越しいただきお申し込みください。
※受付時間　月～金曜日　9：00～17：00（土日・祝日は除く）

ファミリーサポートむくの木代表、家族支援士の植野美也子氏を講師に迎えて講座を行います。子どもとの関
わり方について講話を聞きましょう。育児の悩みや子どもとの関わり方について、参加したお父さん同士で話し
てみましょう。お家でもできる簡単なふれあい遊びをお子さんと一緒に楽しみましょう。お母さんも一緒に来所
することができます。

11月28日（土）　10：00～11：00

山崎保育園　2階　遊戯室（町田市山崎1-2ｰ14）　※駐車場4台有（9：50～16：00）

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て》

家族で一緒に子育て
主催

忠生地域
子育て相談センター

20代ママの会
主催

南地域
子育て相談センター

鶴川市民センター　ホール（町田市大蔵町1981-4）

0歳から5歳までのお子さんとその保護者

申込
11月25日（水）から電話で、南地域子育て相談センター（042-710-2752）へ。
※受付時間　月～金曜日　9：00～17：00（祝日は除く）

042-710-2752（南地域子育て相談センター）

同世代のママ同士で、子育ての楽しさや悩み不安などをおしゃべりしませんか。ママ友作りや情報交換の場と
してもお役立てください。親子のふれあい遊びも行います。

12月2日（水）　10：00～11：00

金森保育園（町田市金森東1-12-16）

20代の母と未就学児・20代の妊婦 4組程度（申込順）

042-734-3699（鶴川地域子育て相談センター）

申込
11月25日（水）から電話で、鶴川地域子育て相談センター（042-734-3699）へ。
※受付時間　月～金曜日　9：00～17：00　(祝日は除く）

太鼓の達人
主催

鶴川地域
子育て相談センター

親子で太鼓遊びに参加し、日本の伝統文化に触れてみませんか？親子でリズムに合わせて太鼓を鳴らした
り、「プロジェクト結」による迫力満点の太鼓の演奏を聴いたりして楽しみましょう！
※親子とも動きやすい服装でご参加ください。

12月10日（木）　10：00～11：00

定員制（申込順）　※新型コロナウィルス感染症の状況により、変更になる場合があります。

無料
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日時

対象

定員 費用

問合せ

会場

対象

費用

問合せ
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）

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

申込
研修受講申込書に必要事項を記入し、電話、郵送、メールのいずれかで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）

定員
30名（申込順）
※30名定員の研修の残り5名の追加募集です。次回は2021年1月頃に募集します。

暮らし　～Ｌiving ～ 《子育て・その他》

きょうだい育児を楽しもう！
主催

忠生地域
子育て相談センター

介護の入門的研修
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

申込
11月25日（水）から電話で、忠生地域子育て相談センター（042-789-7545）へ。
または、直接お越しいただきお申し込みください。
※受付時間　月～金曜日　9：00～17：00（土日・祝日は除く）

042-789-7545／FAX 042-792-6081（忠生地域子育て相談センター）

町田商工会議所　2階　会議室（町田市原町田3ｰ3ｰ22）

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
10月1日、8日、15日、22日、29日　全5回　いずれも木曜日　10：00～16：00
※1日のみ10：00～16：30、22日のみ10：00～15：00

無料

無料10組（申込順）

0歳～就学前のお子さんを持つ保護者

きょうだい育児ならではの良さ、難しさを共有しませんか。赤ちゃん返り等きょうだい育児の関わり方のポイント
を相談センターの臨床心理士と一緒に学びましょう。お子さんは別室で保育します。

12月18日（金）　10：00～11：00

会場
木曽山崎コミュニティーセンター　A館　会議室（町田市山崎町2160ｰ4）
（保育は、同センターA館和室）　※駐車場は、第2駐車場をご利用ください。

【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

※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。
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定員

費用

日時

会場

対象

定員 費用

問合せ 042-785-4871（町田市地域活動サポートオフィス）

暮らし　～Ｌiving ～ 《その他》

人が集まる企画とチラシづくりのポイント
主催

町田市地域活動
サポートオフィス・

町田市生涯学習センター

講座を成功させるためには企画がすべて！魅力ある企画づくりのコツを一から学べます。その企画を伝える手
段がチラシ。思わず手に取りたくなるようなチラシづくりも伝授！全国で大人気のカリスマプランナーが実践を
交えて具体的に解説します。市民活動やボランティア活動をしている方、必見！

40名（申込順）

10月31日（土）　13：30～16：30

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）

具体的に実施したい企画のアイディアがある団体や個人の方

映画「めぐみー引き裂かれた家族の30年」上映会
主催

政府拉致問題対策本
部・町田市

500円

①10月2日（金）から、ウェブで町田市イベント申込システム「イベシス」へ。
（イベントコード　201006C） ※初日のみ12：00から
②10月6日（火）から電話で、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

申込

いつものように学校へ出かけた、当時13歳、中学1年生の女の子が、夕方、学校から帰宅途中に突然姿を消
しました。ご両親がめぐみさんの生存を信じ、めぐみさんを取り戻すための果てしない闘いの日々の様子が、こ
の映画に描かれています。めぐみさんの父である滋さんは今年6月に、87歳で亡くなられました。

日時
10月17日（土）　10：00～12：00
※開場9：15

⑫画像

会場
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）

70名（申込順）

無料

申込

9月17日（木）から10月14日（水）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
※詳細は、広報まちだまたは町田市ホーム
　 ページをご覧ください。

問合せ
042-724-2133
（町田市福祉総務課）

【講師】

『人が集まるチラシの作り方』著者

坂田 静香 氏

横田めぐみさんの母・早紀江さん
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会場

定員 費用

日時

会場

対象 定員 費用 無料

問合せ

65歳以上の自動車運転免許をお持ちの方 12名（抽選）

申込
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
※開催の1カ月前までに、申込期間を町田市ホームぺージに掲載します。

042-724-4003（町田市市民生活安全課　担当：青柳、松井）

町田ドライヴィングスクール（町田市南大谷1-55）

暮らし　～Ｌiving ～ 《その他》

高齢運転者安全運転教室
主催

町田市市民生活安全課

町田市では車を運転する65歳以上の市内の方を対象にした「高齢運転者安全運転教室」を開催します。加
齢に伴い、運転に必要な認知機能・身体機能が低下していきます。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てはいかがでしょうか。ご近所や地域の皆様でお誘い合わせのうえ是非ご参加く
ださい。　※運転免許証の更新時に受講が義務付けられている法定講習とは異なります。

①11月12日（木）　②12月17日（木）　9：10～12：30

30名（申込順） 無料（※テキスト代として1,320円を徴収します。）

申込
10月23日（金）まで（消印有効）に、研修受講申込書に必要事項を記入し、郵送、メール、持参の
いずれかで町田市介護人材開発センターへ。

問合せ
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）

日時
11月6日、13日、20日、27日　全4回　いずれも金曜日　9:30～16：30
※20日のみ9：30～16：00
※ただし、最終日13：30～16：30は修了式及び就職説明会となります。

町田商工会議所（町田市原町田3ｰ3ｰ22）

対象
養成研修全日程受講可能な18歳以上で、研修修了後、町田市内の事業所で「まちいきヘル
パー」として就労する意思のある方。

この研修では『超高齢社会の理解』、『介護・福祉の理解』、『生活支援のための知識と技術』等について学び
ます。修了者は、町田市の市基準型訪問サービスの従事者としての資格を取得できます。まちいきヘルパー
になると、高齢者のご自宅に訪問し、掃除や洗濯等の家事援助を行うことができます。（移乗・介助等のお体
に触れる介護は行いません。）※最終日に訪問介護事業者との就職説明会も行います。

2020年度『まちいきヘルパー』養成研修
主催

町田市高齢者福祉課・
町田市介護人材開発センター

高齢運転者

安全運転教室の様子

※なお、中止となる場合も

ございますので予めご了承ください。

【申込先】

＊郵送 〒195-0074

町田市山崎町2055-2 C-111

＊メール info@machida-kjkc.jp

※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。
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