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金森湯　796・5926＝午後4時～11時 問産業観光課　724・3296☎☎☎☎ 12歳以下のお子さん（保護者同伴に限る）にはドリンク一本プレゼント

催し・講座催し・講座
健康講座

高 齢 者 の 栄 養 と 食 事
【食生活で健康寿命を延ばそう】
対市内在住の６０歳以上の方
日５月３１日㈬午後１時３０分～３時
場堺市民センター
内食生活で、認知症や誤

ご

嚥
えん

性肺炎を
予防する調理のポイント等を学ぶ
講町田地域活動栄養士会管理栄養士
・村上律子氏
定３０人（申し込み順）
申往復ハガキに講座名・住所・氏名

（ふりがな）・電話番号・年齢を明記
し、５月２２日まで（必着）に、町田市老
人クラブ連合会（〒１９４－００２２、森
野１－１－１５、わくわくプラザ町田３
階）へ。
問同連合会☎７２５・４６１３、町田市高
齢者福祉課☎７２４・２１４１
アクティブシニアの

地域活躍を応援します
　住み慣れた地域の介護事業所で働
きませんか。アクティブシニアの介
護に関わる就労を支援します。

【悠々いきいき介護職員初任者研修】
　介護資格（介護職員初任者研修・旧
ホームヘルパー２級）の取得と、キャ
リアコンサルティングなど就労支援
を行います。
日６月９日㈮～７月２１日㈮、週４日、全
２６回
場鶴川インペリアルビル（能ヶ谷）、
特別養護老人ホーム悠々園（能ヶ谷）
定２０人（選考）
費５４００円（テキスト代）
申履歴書と所定の申込書（悠々会〔能
ヶ谷４－３０－１〕で配布）に記入し、６
月６日まで（必着）に郵送またはＦＡＸ
で悠々会（☎７３７・７２８８、受付時間
＝祝休日を除く月～金曜日の午前９
時～午後５時）へ。

【アクティブシニア介護人材バンク
～初級研修】
　介護施設で周辺業務（清掃、ベッド
メイキング、配膳、介護補助等）を主
とした就労を希望する方向けの研修
です。修了後は、町田市介護人材バン
クに登録していただきます。
日５月２４日㈬午後１時３０分～５時
場町田市民フォーラム
定３０人（申し込み順）
申電話で町田市介護人材開発センタ
ー・町田市介護人材バンク（☎８６０・
６４８０、受付時間＝祝休日を除く月
～金曜日の午前９時～午後５時）へ。

◇
対市内在住のおおむね５０歳以上で
介護施設での就労を希望する方
問いきいき総務課☎７２４・２９１６
介護の基本を学びたい方へ

基 礎 介 護 技 術 講 習 会
対市内在住の①家庭で介護をしてい
る方②介護職に就労したい、または
関心のある方③現在介護の仕事をし
ていて基本を学びたい方
日６月４日㈰午後１時～５時
場（社福）賛育会清風園（金井）
※車での来場希望者は、申し込み時
にお申し出下さい。
内認知症の基礎知識に関する講義、
移動・移乗介助、高齢者の疑似体験等
講（公社）東京都介護福祉士会
定４０人（申し込み順）
費③のみ４０００円（会員事業所職員
は２０００円）
申住所・氏名・電話番号を明示し、５
月２６日午後５時までに、電話または
ＦＡＸで町田市介護人材開発センタ
ー（☎８５１・９５７８返８５１・９５７９、受
付時間＝祝休日を除く月～金曜日の
午前９時～午後５時）へ。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６

は じ め よ う、 シ ニ ア 
健 康 づ く り 講 座

【かんたん！ロコモ予防コース】
日①６月２１日、２８日、７月５日、１２日、

いずれも水曜日、午後１時～２時３０
分②６月１５日、２２日、２９日、７月６日、
いずれも木曜日、午後１時３０分～３
時、各全４回
場①市立総合体育館②市立室内プー
ル
内ロコモ予防に効果的な筋力・バラ
ンス能力を鍛える講座、介護予防に
関するミニ講座
定①３０人②２０人（いずれも抽選、結
果は５月２６日ごろ発送）
申５月１０日正午～１６日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０５１０
Ｂ）へ。

【キュッとしてＧｏｏｄ！ 女性体操コ
ース】
　尿失禁の悩みを持つ方等に、骨盤
底筋運動、軽い有酸素運動、筋力トレ
ーニングを行います。介護予防に関
するミニ講座もあります。
日６月７日、１４日、２１日、２８日、いずれ
も水曜日、午前１０時～１１時３０分
場ティップネス町田（原町田）
定２０人（抽選、結果は５月２６日ごろ
発送）
申５月１０日正午～１６日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０５１０
Ａ）へ。

◇
対市内在住の全回参加できる６５歳
以上の方
※いずれも医師から運動制限を受け
ている方は参加できません。
費各４００円（資料代）
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

ロコモ予防！ 歩く力測定会
対市内在住の６５歳以上の方
日６月７日㈬午後２時～４時
場鶴川市民センター
内立つ・歩く等の移動に必要なバラ
ンス能力や筋力を測定し、今後の生
活や運動習慣につなげて、健康づく
りに役立てる
講健康運動指導士・柴田智氏
定２０人（申し込み順）
申５月１日午前９時から電話で鶴川第
１高齢者支援センターへ。
問当日について＝鶴川第１高齢者支
援センター☎７３６・６９２７、測定会全
般に関すること＝町田市高齢者福祉
課☎７２４・２１４６
認知症予防教室

認知症に強い脳を作ろう！
【①ウォーキング編②旅行編】
　認知症を予防するための生活習慣
等についての講話と脳の健康度テス
トを実施し、ウォーキング編または

旅行編のプログラムを行います。プ
ログラム終了後もグループの仲間と
活動を継続することを目指します。
対市内在住の６５歳以上の全回参加
できる方
日①事前講演会＝５月１９日㈮、プロ
グラム（全５回）＝５月２６日～６月２３
日の毎週金曜日、いずれも午前９時
３０分～１１時３０分（５月２６日のみ午
前９時から）②事前講演会＝５月３０
日㈫、プログラム（全５回）＝６月６日
～７月４日の毎週火曜日、いずれも午
前１０時～正午
場①忠生公園忠生がにやら自然館②
智光院養運寺（本町田）
内①ウォーキングを習慣化するため
の知識や方法を体験しながら学ぶ②
旅行の計画（旅程）を考え、実施する
ことを通じて、認知症になる前に考
える知的機能を積極的に使う習慣を
身につける
講事前講演会＝（特）認知症予防サポ
ートセンター職員、プログラム＝高
齢者支援センター職員
定各１５人（①抽選②申し込み順）
費各１０００円
申５月１日午前９時から①５月１０日午
後５時まで②５月２６日午後５時まで
に、電話で①忠生第１高齢者支援セ
ンター②町田第２高齢者支援センタ
ーへ。
問当日について＝①忠生第１高齢者
支援センター☎７９７・８０３２②町田
第２高齢者支援センター☎７２９・
０７４７、認知症予防教室全般に関す
ること＝町田市高齢者福祉課☎７２４
・２１４６
消費生活センター

くらしに役立つテスト教室
【糖分テストから考える食生活～糖
分と糖質どう違う？】
　飲料、果物などの糖分測定を体験
しながら食生活を見直してみません
か？
対市内在住、在勤、在学の方
日５月３０日㈫午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
講コンシューマー技術教育研究会代
表・福岡ひとみ氏
定１６人（申し込み順）
費１００円（検体費）
申５月８日正午～２５日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６コード１７０５０８
Ｂ）へ。
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は併せて申し込
みを。
問同センター☎７２５・８８０５

　身体に重度の障がい等があり、投票所へ行くことが困難な方は、郵便等
で投票ができます。
※郵便等投票証明書を交付するまでに、１か月以上かかることもありま
す。また、郵便等投票証明書には有効期限があります。有効期限が過ぎた
場合、改めて申請する必要があります。
対自身で字を書くことができ、下表のいずれかに該当する方（自身で字を
書くことが困難な方でも、代理記載制度に該当すれば対象）
申申請書（選挙管理委員会事務局〔市庁舎９階〕に有り、希望者には郵送も
可）に記入し、介護保険の被保険者証、身体障害者手帳、戦傷病者手帳の写
しを添えて、直接または郵送で選挙管理委員会事務局へ。
市ＨＰ 郵便等による不在者投票  検索
問同事務局☎７２４・２１６８

　火葬炉の保守点検のため、下表のとおり臨時休業します。
※詳細は南多摩斎場ホームページをご覧下さい。
問南多摩斎場☎７９７・７６４１

対象となる方
手帳等の種類 内　容 等級など

介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護５

身体障害者手帳
両下肢・体幹・移動機能 １級・２級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 １級・３級
免疫・肝臓 １級～３級

戦傷病者手帳
両下肢・体幹 特別項症～第２項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸
・肝臓 特別項症～第３項症

※上記のいずれかに該当し、身体障害者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が１級で
あると記載されている方で、自身で字を書くことが困難な場合は、代理記載制度が利用で
きます。戦傷病者手帳をお持ちで代理記載制度を利用する場合はお問い合わせ下さい。
※手帳の等級が上記の等級であっても、手帳に複数の障がい名または表以外の障が
い名が記載されている場合は該当しないこともあります。

保守点検に伴う業務予定
火葬業務 式場利用 受付 霊安室告別式 通　夜 電話申込 使用料

５月１7日㈬ ○ ○ × ○ ○ ○
５月１8日㈭
友引日 × × × ○ × ○

５月１9日㈮
臨時休業日 × × ○ ○ × ○

５月２0日㈯ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○平常どおり、×休業
※電話申込、霊安室の業務時間は午前8時３0分～午後１0時です。
※５月１8日、１9日は使用料の払い込み等の手続きはできません。

郵便等による不在者投票のご案内

南多摩
斎　場 保守点検に伴う 臨 時 休 業 日


