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催し・講座催し・講座
生涯学習センター

市民大学人間学公開講座
【医療的ケアが必要な子どもたちと
家族の安らげる場～「もみじの家」の
現場から】
　重い病気があり、在宅での医療的
ケアを必要とするお子さんやご家族
を、どう支えていくか考えます。医療
型短期滞在施設の国立成育医療研究
センター「もみじの家」ハウスマネー
ジャーの、元ＮＨＫアナウンサー内多
勝康氏に語っていただきます。
日５月１７日㈬午後７時～９時
場生涯学習センター
定１００人（申し込み順）
申４月１９日正午～５月９日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０４１９Ｂ）へ。
問同センター☎７２８・００７１
子育てママのための

カ ラ ダ メ ン テ ナ ン ス
　赤ちゃんと一緒に参加できるセミ

ナーです。
対２歳未満のお子さんがいる女性
日５月１９日㈮午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
内ストレッチ、ヨガ、ピラティス等
講フィットネスコーチ・池田美帆氏
定８人（申し込み順）
申４月１８日正午～５月１５日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０４１８Ａ）へ。保育希望者（６か月以
上の未就学児）は併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８
配布しています～野菜を食べやすく
する！！

野 菜 料 理 レ シ ピ 集
　保育園、小学校、病院等の栄養士と
教員が考案した「簡単」「手間いらず」
のレシピに、食材や味付けのアレン
ジ方法、野菜量、調理時間、卵・乳・小
麦の使用の有無、栄養量の他、野菜の
栄養情報や、農産物の旬のカレンダ
ー等も掲載しています。
配布場所保健予防課（市庁舎７階）、
町田市保健所（中町庁舎）、健康福祉
会館、市内のアグリハウス等
問保健予防課☎７２２・７９９６

は じ め よ う、 シ ニ ア 
健 康 づ く り 講 座

【かんたん！水中運動コース】
　介護予防に興味がある方、運動を
始めたい方におすすめです。
対市内在住の全回参加できる６５歳
以上の方
※医師から運動制限を受けている方
はご遠慮下さい。
日６月７日～２８日の毎週水曜日、午
後２時～３時、全４回
場市立室内プール
内姿勢や歩行の改善・転倒予防を目
的とした水中歩行、簡単なバランス
トレーニング、下肢筋力トレーニング
定１５人（抽選、結果は５月８日ごろ発送）
費４００円（資料代、施設利用料）
申４月１９日正午～２５日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０４１９
Ｃ）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
春のゲートボール

初 心 者 教 室
　用具の持ち方からゲームの基本的
な進め方まで学べます。
※運動のできる服装でおいで下さい

（用具の貸し出しも有り）。
対市内在住の両日参加できるゲート
ボール初心者
日５月１０日㈬、１１日㈭、いずれも午
前９時３０分～午後３時３０分（予備日
１２日）、全２回
場芹ヶ谷公園
申所定の用紙（町田市ゲートボール
協会に有り）に記入し、５月２日午後３
時までに直接同協会（せりがや会館
内、☎７２２・２２５３）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
福祉講座

高次脳機能障がいとは？
　高次脳機能障がいとは、どんな障
がいか、どのような支援が必要か、専
門医が分かりやすく話します。
日５月７日㈰午後２時～４時
場市庁舎
講東京慈恵会医科大学附属第三病院
リハビリテーション科・渡邉修医師
定６０人（申し込み順）
申氏名（ふりがな）・電話番号及び、当
事者・家族・支援者等の別を明示し、
５月１日までに電話またはＦＡＸでひか
り療育園（☎７９４・０７３３返７９４・
０７７２）へ。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
混声合唱団町田フロイデ発表会「春の歓びを歌う」 ４月２３日㊐午後２時～４時 町田市文化交流センター 無料 渡辺☎７２９・１６６４ ご来場をお待ちしてます
高尾山、だれにも会わない森の山歩き教室 ５月６日㊏、１９日㊎午前１０時 ＪＲ高尾駅北口集合 １５００円 森の遊歩隊・益田☎０９０・３０９０・９８２５ 要申込み、先着１０人程度
ソフトテニス教室　藤の台ソフトテニスクラブ ５月１３日、２０日午前９時３０分から 藤の台テニスコート 無料 関谷☎７３４・２３３６ １０月も有　ラケット貸与
百人一首かるた会（小～高校生対象） ５月２０日㊏午後１時３０分～４時３０分 生涯学習センター和室１ ３００円 𠮷川☎返７２２・６３７０ 初心者の方もどうぞ
酒匂川にて室内鑑賞石を探そう会参加者募集 ５月２１日午前８時 小田急線町田駅下り待合室 交通費実費 堀泰洋☎０９０・８６８４・４７１６ 主催　武相愛石会

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集

市民の広場

おいで下さい　特定の期日に行うイベント

サークル名・活動内容 活動日時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
書道紅の会　かな文字　実用書 毎月第２・４㊎午前１０時～正午 なるせ駅前市民センター他 入会無料・月３５００円 安部☎７９６・４４４８ 初心者大歓迎　見学可
よそおい　手結びで浴衣から留袖まで 月２回㊋午前９時４５分～１１時４５分 生涯学習センター他 入会無料・月１０００円 泉春代☎７３５・５０４２ 随時見学歓迎
日本文学読書サークル「水の音」 毎月第２・４㊊午後１時～３時 町田市民フォーラム３階 入会無料・月１０００円 岡本☎７２６・４１５７ 常に見学歓迎
忠生誠吟会・健康と体力増進に役立つ 月３回㊋午前１０時～正午 忠生市民センター 入会無料・月３０００円 白石☎７３６・０８７７ ５月９日、１６日無料講習
フラダンスノヘア 月３回㊍午後６時３０分～８時 わくわくプラザ町田他 入会無料・月３０００円 俣江☎０８０・３３９４・４９３４ お気軽にお越し下さい
武術太極拳　太極拳クラブ悠悠 毎週㊏午後１時～３時 木曽森野コミュニティセン

ター 入会２０００円・月２０００円 野中☎７９３・１２４８（要電話） ４月２２日㊏は無料体験あり
太極拳＆気功／吹矢　無料体験ＯＫ 毎週㊎午後１時～３時 金井クラブ 入会無料・月３０００円 徳永美智子☎７３６・９３５０ 吹矢は午後３時３０分からです
たちばな剣友会　剣道：初心者歓迎 毎週㊏午後６時から、㊌午後７時から 堺中学校武道館 入会３０００円・月２０００円 實方（ジツカタ）☎７７１・７００８ 年長～大人まで・ＨＰ有！
山崎ブルーファイアーズ（ミニバス） 毎週㊏・㊐午前９時～正午 山崎小学校 入会５００円・月１５００円 森宗☎０９０・７８２９・３２５１ 小学生対象ミニバスケット
山登りとハイキングを楽しむ会 毎月第１㊋定例会、月３～４回山行 町田市民フォーラム 入会１０００円・月５００円 町田山百合の会・大野☎７９１・５０３１ 初心者歓迎です
鶴川歌のアルバム～みんなで歌う会 月１回主に㊎午前１０時～１１時５０分 和光大学ポプリホール鶴川 入会無料・月１０００円 村上☎７３５・５０３２ ５月１２日、６月２日に開催
なでしこハーモニー町田女声コーラス 毎週㊌午前１０時～正午 成瀬コミュニティセン

ター他 入会無料・月３０００円 松澤☎７９６・７９２４ 楽しく歌って脳トレを！
植物観察会　かしの木山愛護会主催 毎月第１㊏午前９時３０分～正午 かしの木山自然公園 入会無料・月無料 長島☎７２３・５７５６ ５月は６日㊏です
楽しくビデオ映像を作る　仲間募集！ 毎月第３㊏午後１時～５時 生涯学習センター６階 入会無料・月７００円 町田映像クラブ鳥井☎０９０・２３１１・０３２８ 初心者歓迎・見学参加無料
町田やきものの会　てびねり陶芸教室 毎月第４㊎午後１時～４時 生涯学習センター美術工芸室 入会無料・月１１００円 大川原☎０９０・８６８１・６５５３ 初心者大歓迎、材料費自費

5月の母子健康案内　お気軽にご相談下さい
事業名 対　象 会　場 開催日 時　間 内　容／その他 問い合わせ

プレママ・パパクラス（申し込み制）
申イベントダイヤル（☎724・5656
コードＡコース=170301Ｍ、Ｂコー
ス＝170301Ｎ）へ

16～35週の妊婦と
その夫 健康福祉会館

Ａコース
12日㈮

午後1時30分～4時
妊娠中の過ごし方、歯の衛生等

保健予防課
地域保健係

☎725･5127

19日㈮ 分娩経過とリラックス法等
Ｂコース 27日㈯ 午前10時～正午 もく浴実習、妊婦体験等

乳幼児・母性相談
※母子健康手帳をお持ちのうえ、直
接会場へおいで下さい。

2か月以上の未就学
児とその保護者

健康福祉会館 15日、29日㈪
受け付け＝午前9時45分～
11時30分、午後1時30分～
3時

身長･体重測定、保育相談、栄養
相談、歯科相談、母親のからだ
や気持ちの相談

鶴川保健センター 8日㈪
小山市民センター 10日㈬
子どもセンターばあん 12日㈮
忠生保健センター 22日㈪

母性保健相談、母乳育児相談
申来所相談と乳房マッサージは要
予約、電話で保健予防課へ

市内在住の方
（里帰り中の方の参
加も可）

健康福祉会館 11日、18日、25日㈭ 午前10時～正午、午後1時～
3時

助産師による相談、乳房マッサ
ージ～電話相談は随時可、健康
福祉会館（☎725・5419）へ。

プレママクッキング（申し込み制）
申イベントダイヤル（☎724･5656
コード170315Ｐ）へ

16～35週の妊婦 健康福祉会館 25日㈭ 午前10時～午後1時
調理実習、会食、妊娠中の食生
活の話
費500円（食材費）

保健予防課
保健栄養係

☎722・7996
離乳食講習会（初期・後期）、幼児食

講習会（いずれも申し込み制）
申イベントダイヤル（☎724･5656
コード初 期=170315Ｓ、 後 期= 
170315Ｋ、幼児食=170418Y）へ

4～6か月児の保護者

健康福祉会館

初期 8日㈪、
23日㈫ 午前10時5分～11時45分 離乳食の話と試

食 各日とも同
一内容8～10か月児の保護

者 後期 15日㈪、
31日㈬ 午前10時5分～11時40分 離乳食後期の話

と試食、歯の話
1歳6か月～2歳0か
月児の親子 幼児食 9日㈫ 午前9時55分～11時45分 親子遊び、幼児食の話と試食

【お知らせ】５月１５日号から、掲載ルールを変更します
●おいで下さい：毎月１５日号
※掲載されたら３か月後の１５日号から申し込み可能です。
●仲間に：年２回
※１回目は５月１５日号（申込期限４月２０日）、２回目の掲載

日については５月１５日号でお知らせします。
【新しい申込用紙・掲載ルール】広報課（市庁舎４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）。
市HP 検索市民の広場
問広報課☎７２４・２１０１


