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催し・講座催し・講座
ケ ア ラ ー 公 開 講 座
　高齢化が進むなか、介護をする家
族など（ケアラー）へのサポートが求
められています。ケアラーが孤立し
ないために、地域で支え合う社会の
実現について考えてみませんか。
※直接会場へおいで下さい。
日１２月６日㈫午後１時３０分～４時３０
分
場健康福祉会館４階講習室
内介護経験者や介護事業所職員によ
るパネルディスカッション
※詳細は、町田市介護人材開発セン
ター（☎８５１・９５７８、電話受付時間
＝月～金曜日の午前８時３０分～午後
５時３０分）へ。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６

福 祉 講 座
【高次脳機能障がいの理解～高次脳
機能障がい者の日常生活へのヒン
ト】
　高次脳機能障がいの夫との日常生
活を描いた「日々コウジ中」の作者で
ある漫画家・柴本礼氏に体験談をお
話しいただきます。また、リハビリの
専門家である作業療法士・三沢幸史
氏から、日常生活のヒントを分かり
やすくお話しいただきます。
※要約筆記・手話通訳があります。
日１２月１０日㈯午後２時～４時
場市庁舎３階会議室３－１
定６０人（申し込み順）
申氏名（ふりがな）・電話番号を明示
し、１２月７日までに電話またはFAX
でひかり療育園（☎７９４・０７３３返
７９４・０７７２）へ（定員に達した場合
のみ連絡）。

母子保健講座
祖 父 母 学 級
対お孫さんが生まれる予定の方
日１２月１９日㈪午後１時３０分～３時
４０分
場健康福祉会館
内医師講話「妊娠・出産にともなう母
親の心と体の変化」、助産師講話「今
どきの子育てについて」、もく浴実習
講町田産婦人科菜の花クリニック院
長・町田利正医師、助産師・山岸美恵
子氏、助産師・松沢祐子氏
定２５組（申し込み順）
申１１月１５日正午からイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６コード１６１１１５
Ｄ）へ。
問保健予防課☎７２５・５１２７

普 通 救 命 講 習 会
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）
日１２月１７日㈯午前９時～正午
場健康福祉会館
内心肺蘇生法、異物除去法、AＥＤ操
作法
※救命技能認定証を発行します。
定３５人（申し込み順）
費１４００円（テキスト代）
申１１月２１日～１２月７日にイベント

ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１６１１２１Ｂ）へ。
問町田消防署☎７２２・０１１９、町田市
保健総務課☎７２２・６７２８
市民文化祭　春の催し

出 品 者 募 集
　２０１７年２月２５日㈯～３月５日㈰に
国際版画美術館で開催する「第４２回
町田市民美術展」（無審査制）の作品
を募集します。
対市内在住、在勤、在学、または市内
に美術活動拠点がある１８歳以上の方
展示内容絵画・デザイン・彫刻部門、
手芸・工芸・写真部門、書道部門
費１部門４０００円
申２０１７年１月２０日まで（消印有効）。
※詳細は、出品規定（各市民センタ
ー、各市立図書館、生涯学習センター
等に有り）をご覧下さい。
問内容や出品規定について＝市民美
術展事務局（創作陶芸紅土会）☎７９１
・９２０２、その他のお問い合わせ＝町
田市文化振興課☎７２４・２１８４

町田駅周辺の民権運動を辿
た ど

る
ガ イ ド ウ ォ ー ク
日１２月８日㈭午前９時～午後３時ご
ろ、集合は小田急線町田駅東口カリ
ヨン広場、解散は小田急線町田駅前
（小雨実施）
コース浄運寺～二・六市碑（武相懇親
会開催跡・融貫社事務所跡）～勝楽寺
～町田天満宮～青柳寺～妙延寺（約
６㎞）
定２５人（申し込み順）
費１２００円（保険料、ガイド料、資料
代等）
申参加者住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・生年月日・性別を明記し、１２月
６日までにFAXで町田ツーリストギ
ャラリー（返８５０・９３１２）へ（町田市
観光コンベンション協会ホームペー
ジで申し込みも可）。
問町田ツーリストギャラリー☎８５０
・９３１１（受付時間＝午前１０時～午
後７時）、町田市産業観光課☎７２４・
２１２８

投 票 受 付 中 ！

町田私の好きなお店大賞
町田商工
会議所HP

　１２回目を迎えるこの賞は、市内商
業の活性化と地域経済の発展を図る
ことを目的に実施しています。個性
ある魅力的な店づくりに意欲的に取
り組んでいるお店を表彰するもので、
これまでに６９店舗が受賞しています。

　投票いただいた方の中から抽選
で、旅行券やまちだシルクメロン等
の賞品が当たります。
　なお、大賞は投票の多かった上位
の店舗を実行委員会で審査のうえ、
決定します。

申２０１７年１月１０日まで（消印有効）に町田商工会議所へ。
※対象は、大型店・チェーン店・歴代受賞店を除く、市内の店舗に限ります。
※投票方法等の詳細は、チラシ（町田商工会議所、市庁舎、各市民センター等
で配布）、または町田市・町田商工会議所の各ホームページをご覧下さい。
問産業観光課☎７２４・３２９６、町田商工会議所☎７２２・５９５７

　忠生地区協議会が主催です。忠
生地区の郷土芸能（祭り囃

ばや

子
し

、獅子
舞、こなや踊り等）が一堂に会しま
す。
※直接会場へおいで下さい。
日１１月２３日㈷午後１時～５時ごろ
場忠生市民センター２階ホール
問市民協働推進課☎７２４・２７８３

忠生郷土芸能まつり

蘇る忠生魂。

入会の受け付け  
　学童保育クラブの入会申請は毎年度必要
です。新規に入会を希望する方は、申請書・
必要書類をお持ちのうえ、受付日時に直接
受付会場へおいで下さい。継続して入会を
希望する方は、各学童保育クラブから配布
される案内をご確認下さい。
※先着順ではありません。
※入会要件により必要書類が異なります。
入会要項をご確認のうえ、ご不明な点はお
問い合わせ下さい。
日・場１月１０日㈫午後１時～７時＝子どもセ
ンターただＯＮ▷１月１１日㈬午後１時～７
時＝子どもセンターつるっこ▷１月１２日㈭
午後１時～７時＝小山市民センター▷１月
１３日㈮午後１時～７時＝子どもセンターぱ
お▷１月１４日㈯、１５日㈰、午前９時～午後４

時３０分＝市庁舎２階会議室２－２▷１月１６
日㈪午前９時～午後７時＝市庁舎２階会議室
２－２▷１月１７日㈫午後１時～７時＝南市民
センター
※期間後も児童青少年課で随時受け付けし
ますが、原則、空き待ちとなります。育成料
に未納がある場合は入会できません。
※入会要項・申請書は、各学童保育クラブ、
各子どもセンター、小山市民センター、南市
民センター、児童青少年課（市庁舎２階）で
配布しています（町田市ホームページでダ
ウンロードも可）。
※受付会場は混雑するため、時間帯によっ
ては受け付けまでお待ちいただくことがあ
ります。
問児童青少年課☎７２４・２１８２

２０１７年度学童保育クラブ一覧表
学校区・場所／学童保育クラブ名

町田一小・敷地内／中央 鶴川一小・敷地内／野津田
町田二小・敷地内（一部せりがや
会館内）／学童２１ 鶴川二小・敷地内／鶴川第二

町田三小・校舎内／竹ん子 鶴川三小・敷地内／鶴川
町田四小・敷地内／森野 鶴川四小・敷地内／鶴川第四
町田五小・ころころ児童館内（一
部校舎内）／ころころ 金井小・敷地内／金井

町田六小・敷地内／高ヶ坂 大蔵小・敷地内／大蔵

南大谷小・敷地内／南大谷 三輪小・敷地内（※１）／みわっこ
（現：三輪子どもの学園）

藤の台小・校舎内／藤の台ポケッ
ト組

子どもセンターつるっこ内（※２）
／つるっこ

本町田東小・敷地内／藤の台 忠生小・校舎内／なかよし
本町田小・敷地内／本町田 小山田小・近接地／小山田
南一小・校舎内／南第一さくら 忠生三小・敷地内／木曽
南二小・敷地内／そよかぜ 山崎小・敷地内／山崎

南三小・敷地内／金森
小山田南小・校舎内（※３）／小山
田南小学校区（仮称）（現：子ども
の森桜台）

南四小・隣接地／どろん子 木曽境川小・敷地内／木曽境川
つくし野小・敷地内／つくし野 七国山小・敷地内／七国山
小川小・校舎内／わんぱく 図師小・敷地内／図師
成瀬台小・校舎内／すまいる 小山小・敷地内／小山
鶴間小・敷地内／鶴間ひまわり 小山ヶ丘小・敷地内／小山ヶ丘
高ヶ坂小・敷地内／高ヶ坂けやき 小山中央小・敷地内／小山中央
成瀬中央小・校舎内／成瀬中央あ
おぞら

相原小・子どもセンターぱお内／
相原たけの子

南成瀬小・敷地内／なんなる 大戸小・武蔵岡中学校校舎内／大
戸のびっ子

南つくし野小・南つくし野保育園
隣／南つくし野

※１  みわっこ学童保育クラブは２０１７年４月に学校敷地内へ移転予定
です。

※２ つるっこ学童保育クラブは学校区の指定がありません。
※３  子どもの森桜台学童保育クラブは２０１７年４月に学校校舎内へ移

転予定です。

２０１７年度  

学 童 保 育 ク ラ ブ 入 会 案 内
　学童保育クラブは、就労等の理由で保護
者が昼間家庭にいない世帯の児童を預か
る、児童１人で通うことを基本とした施設
です。
※児童を個別に保育することはできません。
※医療行為を必要とする児童は入会できま
せん。
対市内在住の小学１～３年生（障がいのある
児童は６年生まで）
保育時間下校時～午後６時（土曜日・学校休
業期間〔夏休み等〕は、午前８時３０分～午後

６時）、特別保育（延長保育）を利用する場合
は、下校時～午後７時（土曜日及び学校休業
期間〔夏休み等〕は、午前８時～午後７時）
※日曜日、祝日、年末年始はお休みです。
費育成料１人１か月６０００円（別途おやつ代
等が必要）
※特別保育利用時は、別途特別育成料が必
要です。
※減額・免除の制度があります（ただし、特
別育成料を除く）。詳細は入会要項をご覧下
さい。


