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日6月4日㈰午前7時～ 8時　場教育センター校庭（木曽東３-１-３）　問農業振興課☎724・2166町田産新鮮野菜がいっぱい!日曜朝市

お知らせお知らせ
町田新産業創造センターセミナー

スタートアップ企業の 
資金調達成功の秘訣！
　クラウドファンディングなどの新
たな資金調達の手法を中心に、先輩
経営者へ成功の秘訣を伺います。
対経営に携わる方、起業・創業希望者
等
※起業・創業に関する詳細は、フェイ
スブック「起業・創業はＴＯＫＹＯの町
田から！」でご確認下さい。
日６月１５日㈭午後２時～５時３０分
場同センター
講株式会社ハグカム代表・道村弥生
氏、株式会社Ｔｏｋｙｏ　Ｎｅｗ　Ｃｉｎｅｍａ
（同センター入居企業）代表・木ノ内
輝氏
定５０人（申し込み順）
申同センターホームペ
ージで申し込み。
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業観光課☎７２４・２１２９
大地沢青少年センター

１２月分の利用～受付開始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申６月３日午前８時３０分から電話で
同センター（☎７８２・３８００）へ。
※初日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選、午後１時以降は申し

込み順に受け付けます。
※１２月５日、１２日、１９日、２５日、２６日、
２８日～１月４日は利用できません。
町田市自然休暇村　せせらぎの里

１２月分の利用～受付開始
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申６月１日午前８時３０分から電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ
（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）。
※１２月７日、１２日、１３日は利用でき
ません。
※１２月２９日～１月３日の年末年始期
間は抽選です。詳細は今後の本紙等
でお知らせします。

催し・講座催し・講座
おいしく！楽しく！健康に！

男 性 料 理 教 室
対市内在住の６５歳以上の料理初心
者の男性で、全回参加できる方
日７月４日㈫、１３日㈭、１８日㈫、いず
れも午前１０時～午後１時、全３回
場町田市民フォーラム
定２０人（抽選、結果は６月２２日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申６月２日正午～８日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６コード１７０６０２

Ｃ）へ。
問当日の詳細について＝町田市シル
バー人材センター☎７２３・２１４７（受
付時間＝午前９時～午後４時）、男性
料理教室全般に関すること＝町田市
高齢者福祉課☎７２４・２１４６
認知症サポーター

ス テ ッ プ ア ッ プ 講 座
対認知症サポーター養成講座を受講
した方
日７月３日㈪午後１時３０分～４時３０分
場健康福祉会館
内認知症の基礎知識の復習、認知症
の人とのコミュニケーションの取り
方について実践的な事例を学ぶ
定４５人（申し込み順）
申６月２日正午～２７日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０６０２
Ｂ）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

家 族 介 護 者 教 室
　介護方法等の知識普及のための講
座です。お住まいの地区を担当する
高齢者支援センター以外の教室にも
参加できます。
※詳細は、各高齢者支援センターへ
お問い合わせ下さい。

【①漏らさない紙パンツの使い方】
日６月２７日㈫午前１０時～正午
場特別養護老人ホームコモンズ
定２０人（申し込み順）

【②権利擁護と成年後見制度】
日６月２８日㈬午後１時３０分～３時３０
分
場特別養護老人ホーム芙蓉園

◇
申電話で①町田第１高齢者支援セン
ター（☎７２８・９２１５）へ②南第１高齢
者支援センター（☎７９６・２７８９）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

か く た ん 吸 引 研 修
　安全かつ適切に痰

たん

の吸引を行うこ
とができる介護職員を養成するため
の研修です。
※詳細は、町田病院へお問い合わせ
下さい。
対両日参加できる、市内の訪問系サ
ービス事業所、小規模多機能型居宅
介護、グループホーム等に勤務して
いる介護職員
日７月１日㈯午前８時３０分～午後５時
３０分、７月２日㈰、正午～午後１時３０
分、午後２時～３時３０分、午後４時～５
時３０分、全２回

※７月２日は、抽選でいずれかの回に
参加決定します。
場町田市医師会館（旭町）
定５４人（抽選）
申申込用紙（町田病院ホームページ
または町田市ホームページでダウン
ロード）に記入し、６月１７日まで（必
着）にＦＡＸで町田病院在宅ケア室
（返７９４・６６２１）へ。
問同ケア室☎７９２・０６０２、町田市高
齢者福祉課☎７２４・２１４０
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ

公 開 講 座
【①町田の歴史Ⅰ～江戸時代の村の
女性「小島日記」に描かれた女たち】
　縁談・子育て・交際・嫁姑・子守奉公
の娘など、町田の村の女性たちにつ
いてお話しします。
日７月４日㈫午後６時１５分～８時１５
分
講小島日記研究会会員・高橋多恵子
氏

【②まちだの福祉～住み慣れた地域
で自分らしく生きたい　介護保険法
・小規模多機能型居宅介護とは】
　２４時間３６５日対応可能な在宅介
護施設である藤沢市の高齢者福祉サ
ービスの取り組みを紹介します。地
域に密着したサービスや、高齢者の
願いを実現するための取り組みにつ
いてお話を伺います。
日７月４日㈫午後２時～４時
講（株）あおいけあ代表取締役・加藤
忠相氏

【③人間関係学～下流老人から過労
老人へ　一億総疲弊社会と高齢者の
貧困問題】
　社会の高齢化や格差が進む中、私
たちが安心した生活を送るにはどう
したらいいか考えてみませんか？ベ
ストセラー「下流老人」の著者で、生
活困窮者の支援も行っている（特）ほ
っとプラス代表理事・藤田孝典氏に
語っていただきます。
日７月５日㈬午後７時～９時

◇
場同センター
定①③１０８人②１２８人（いずれも申
し込み順）
申６月６日正午から①７月２日まで②
６月２０日まで③６月２７日までにイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード①
１７０６０６Ａ②１７０６０６Ｂ③１７０６０６Ｃ）
へ。
問同センター☎７２８・００７１

　日程等の詳細は、まちだ子育てサ
イト、各チラシまたは①サンリオピュ
ーロランドホームページ②町田製菓
専門学校ホームページをご覧下さ
い。

【①夢のテーマパークスタッフにチ
ャレンジ！！】
　サンリオピューロランドのスタッ
フに挑戦しませんか。
○パレードスタッフプラン
　出演ダンサーから講習を受け、コ
スチュームを着てパレードの一部に
出演します。また、キャラクターと一
緒にダンスショーを開催します（保
護者の観覧可）。
対町田・多摩・稲城市在住の小学３年

生～高校生
定各４０人（４コース実施、抽選）
費６５００円
○サービススタッフプラン
対町田・多摩・稲城市在住の小学５年
生～高校生
定各２０人（４コース実施、抽選）
費２５００円
○ダンスエキスパートプラン
　ピューロランドのメルヘンシアタ
ーで、ダンサーによる振り付けを受
け、ハローキティと一緒にダンスを
披露します。
対町田・多摩・稲城市在住の小学６年
生～高校生
定２０人

費１万２０００円
◇

場サンリオピューロランド（多摩市）
申６月１０日午前１０時～２６日午後６
時に同ランドホームページで申し込
み。
問サンリオピューロランドゲストセ
ンター（子ども体験塾係）☎０４２・
３３９・１１１１（受付時間＝午前９時３０
分～午後５時〔休館日を除く〕）、町田
市子ども総務課☎７２４・２８７６

【②パティシエ体験～本格的なパテ
ィシエになろう！】
　町田・多摩・稲城市と町田製菓専門
学校が協働で実施する事業です。本
物のパティシエ教員と一緒にプロの
設備で作る体験をします。
対町田・多摩・稲城市在住の小・中学生

日中学生＝８月２４日㈭、小学生＝８
月３０日㈬、いずれも午前９時～正午、
午後１時～４時
場同専門学校
内中学生＝ロールケーキ、小学生＝
マジパン＆クッキー作り
定各２８人（抽選、結果は７月下旬に通
知）
費２０００円
申住所・参加者氏名と学年・電話番号・
参加希望日・午前／午後の希望・保護
者氏名を明記し、６月３０日まで（必着）
にハガキまたはＥメールで、同専門学
校（〒１９４－００１３、原町田５－１－３、遍
ｍａｃｈｉｄａ．ｓｅｉｋａ＠ｅｎｏｍｏｔｏ．ａｃ．ｊｐ）へ。
問同専門学校☎７３９・４４６６、町田市
子ども総務課☎７２４・２８７６

まちだ子育てサイト 検索

　直接会場へおいで下さい。
○日時　６月５日㈪～９日㈮、午前８
時３０分～午後５時（初日は午前１０時
開始、最終日は午後３時終了）
○会場　イベントスタジオ（市庁舎
１階）

【①町田市エコキャラクター「ハスの
ん」登場】
○時間　期間中毎日、午前・午後各１
回程度
【②クイズに挑戦】
　全問正解した方には、ハスのんオ
リジナルグッズを差し上げます（各
日先着１００人）。
【③わたしのエコ宣言】
　地球温暖化を防ぐため、簡単にで
きる二酸化炭素削減行動を宣言しま
せんか？
【④剪定枝たい肥の販売】

　市内で回収した剪定枝から作った
たい肥を販売します（５ℓ＝５０円、売
り切れ次第終了）。
※手さげ袋等をお持ち下さい。
○時間　期間中毎日、午前１０時～午
後４時（最終日は午後３時終了）
【⑤ごみ減量かるたの展示】
　ごみ減量を題材として、市内の小
学４年生から読み札を募集し、作成
したかるたを展示します。
【⑥まちの美化の取り組みの紹介】
　駅周辺での清掃活動をはじめとし
た美化活動の様子を展示します。
【⑦熱回収施設等の整備運営事業の
紹介】
　老朽化したごみ処理施設に代わ
る、新たな施設の整備についてパネ
ルや模型を使って紹介します。
問環境政策課☎７２４・４３７９

エコについて考えよう！　環境月間イベントを開催します

平成２９年度多摩・島しょ広域連携活動助成事業


