
52017．7．1催しや講座など、申込方法の記載がない場合は直接会場へおいで下さい。

日7月18日㈫午前11時～午後1時　場市庁舎前　問農業振興課☎724・2166市役所まち☆ベジ市

催し・講座催し・講座
ダンボールコンポストによる
生ごみ減量・資源化講習会

　参加者はダンボールコンポスト１
セットをお持ち帰りいただけます。
対市内在住の方
日①７月２８日㈮②７月３１日㈪、いず
れも午後２時３０分～４時
場市庁舎
定各１５人（申し込み順）
申７月６日正午～２０日にイベントダ
イ ヤ ル（ ☎７２４・５６５６コード①
１７０７０６Ａ②１７０７０６Ｃ）へ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
開催します
まちエコ・フリーマーケット

　家庭で不用になった物をリユース
（繰り返し使う）するフリーマーケッ
トを開催します。包丁研ぎ（正午ま
で）もあります。
日７月２日㈰午前９時～午後２時
場町田リサイクル文化センター隣接
地
※混雑時は、駐車できない場合もあ
ります。
※詳細は、（一財）まちだエコライフ
推進公社（☎７９７・９６１７）へお問い
合わせいただくか、同公社ホームペ
ージをご覧下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
開催します～小山地域の
リ サ イ ク ル 広 場

　サレジオ工業高等専門学校の協力
のもと、開催します。対象品目をお持
ち下さい。
日７月１５日㈯午前１０時～午後２時
３０分
場サレジオ工業高等専門学校内サレ
ジアンモール（小山ヶ丘４－６－８）

対象品目陶磁器・ガラス食器、フライ
パンなどの家庭金物、ビデオテープ、
廃食用油、ヨーグルトなどの紙容器、
洗剤の計量スプーン、ペットボトル
のふた、パン袋の留め具、インクカー
トリッジ、小型家電
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
アクティブシニア介護人材バンク
初 級 研 修

　市内の介護施設で周辺業務（清掃、
ベッドメイキング、配膳、介護補助な
ど）を主とした就労を希望する方向
けの、介護の仕事を支える知識を学
ぶ研修です。終了後、町田市介護人材
バンクに登録して継続した就労支援
を受けることができます。
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
日７月２６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。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６
地域介護予防教室
笑 い ヨ ガ 教 室

　「笑いヨガ」を習得し、講座終了後
も仲間と活動を継続することを目指
します。口腔機能向上の講座もあり
ます。
対市内在住の全回参加できるおおむ
ね６５歳以上の方
日７月６日～８月３１日の毎週木曜日

（８月３日を除く）、午前１０時～正午、
全８回
場金井クラブ
定１０人（申し込み順）
費１００円（マウスピース代）
申７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。

問当日及び講座に関すること＝鶴川
第１高齢者支援センター☎７３６・
６９２７、予防教室全般に関すること＝
町田市高齢者福祉課☎７２４・２１４６

家 族 介 護 者 教 室
　訪問看護師による、脱水や食中毒
等を予防する夏の過ごし方について
の講演です。
対市内在宅高齢者の家族介護者
日７月１１日㈫午後２時～３時３０分
場玉川学園高齢者在宅サービスセン
ター〔（特）桜実会〕
定３０人（申し込み順）
申電話で町田第３高齢者支援センタ
ー（☎７１０・３３７８）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
市立図書館・ＮＨＫ共催　特別展「深
海２０１７～最深研究でせまる“生命”
と“地球”～」
関 連 文 化 講 演 会

【深海にさぐる－地震・火山・大陸と
海のなりたち－】
　国立科学博物館（台東区）で開催さ
れる特別展「深海２０１７～最深研究
でせまる“生命”と“地球”～」（会期＝
７月１１日～１０月１日）を、専門家が解
説します。参加者には本展の招待券
を１人１枚差し上げます。
日７月２９日㈯午後２時開演

場中央図書館
講ＪＡＭＳＴＥＣ地球内部物質循環研究
分野長代理・木村純一氏
定１１７人（申し込み順）
申７月７日正午～２１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０７０７
Ｂ）へ（申し込みは２人まで）。
問中央図書館☎７２８・８２２０
本がつなげるまちだライブ・ラリー
関 連 イ ベ ン ト

【ＰＯＰ制作講座～オススメ本をみん
なにＰＲしよう】
　ＰＯＰに書くコメント、色使いやレ
イアウト等のポイントを体験できま
す。事前にＰＯＰで紹介したい本を読
んでいただき、当日、その本をお持ち
下さい。
※町田市立図書館ホームページでお
すすめの本を紹介しています。
対小学５年生～高校生
日７月２８日㈮午後２時～３時３０分
場中央図書館
講（株）トーハン・コンサルティング
教育事業部　阿見信子氏、酒井香織
氏
定２５人（申し込み順）
申７月７日正午～２１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７０７０７
Ａ）へ。
問中央図書館☎７２８・８２２０

町田の未来を支える　市民後見人
問福祉総務課☎７２４・２５３７

自由民権資料館　町田市有形文化財指定記念� 問同館☎７３４・４５０８
第１回特別展　村野常右衛門関係史料（後期）

　成年後見制度の担い手である後見
人等は、年々、親族以外の専門職（弁
護士や司法書士、社会福祉士等）が担
うケースが増えています。今後、制度
を利用する方が更に増えることが予
想され、後見人等を担う専門職が不
足する状況が懸念されています。
　そこで期待されるのが、社会貢献
の意欲があり、制度に関する知識と
技術を身につけた「市民後見人」で
す。成年後見制度を利用する方（被後
見人等）と顔の見える関係を築き、き
め細かな後見活動を行います。
【市民後見人育成の推進】
　市と社会福祉協議会は、誰もが住
み慣れた地域で暮らすことのできる
社会を目指し、成年後見制度の普及
・啓発に努めています。２０１４年度か
らは市民後見人の育成を開始し、基
礎・養成・実務者研修を経て、１９人が
修了証を手にしました。
　今後は、地域福祉権利擁護事業の
生活支援活動に取り組むなどスキル
アップを図りつつ、市民後見人とし
て受任を目指しています。
【市民後見人の支援体制】
　市民後見人が後見活動を行う際に
は、社会福祉協議会が監督人として

フォローします。市民後見人は、後見
業務や、家庭裁判所への報告事務に
関することなどを監督人である社会
福祉協議会に相談することができま
す。専門的な意見が必要な際には弁
護士等の専門家に相談することも可
能です。また、市民後見人を対象にし
た研修会も開催しています。
【市民後見人育成研修オリエンテー
ション開催】
　１０月から開始する市民後見人育
成研修に先立って、オリエンテーシ
ョンを開催します。
※同研修への応募には、オリエンテ
ーションの参加が必須です。
※参加にあたり配慮が必要な方は、
申し込み時にお知らせ下さい。
対市内在住または近隣市在住の２０
～６８歳の方
日７月２７日㈭、２９日㈯、いずれも午
後１時３０分～４時（各日とも同一内
容）
場市庁舎
定各７０人（申し込み順）
申７月３日午前９時から電話で町田市
社会福祉協議会福祉サポートまちだ

（☎７２０・９４６１）へ。
市HP 市民後見人  検索

夏の平和イベント
場・問生涯学習センター☎７２８・００７１

催し名 日時／会場／定員／その他 申し込み
糸の森の音楽会～ステ
ージ全体が楽器に変身
⁉絹糸と紙コップでで
きた「ストリングラフ
ィ」コンサート

７月３１日㈪午後２時～３時／ホール／
１５８人（抽選）／日本で生まれた大きな
奇跡の楽器のコンサート。子ども対象
の体験タイムも有り

７月５日正午～１７日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・
５６５６コード１７０７０５Ｂ）
へ

平和の灯～ランプシェ
ードを作ろう
※１８歳以上の方が対
象

８月２日㈬午後４時３０分～６時３０分／
調理実習室／３０人（申し込み順）

７月１８日午前９時から電話
で生涯学習センターへ
※定員に満たない場合は
当日会場で受け付けます

もうひとつの“戦場に
かける橋”物語～１３５
回タイへ巡礼した夫婦
の記録　ドキュメンタ
リー映画「クワイ河に
虹をかけた男」

８月５日㈯、午前１０時～正午、午後２時～
４時／ホール／各１００人（先着順）／旧
日本軍の贖

しょく

罪
ざい

と和解のため、１３５回タイ
へ巡礼した夫婦の記録映画（第２２回平
和・協同ジャーナリスト基金賞奨励賞）

直接会場へ

８月６日ヒロシマで～
市内に暮らす被爆体験
者の方のお話
※①小学生以下向け②
大人向けの内容です

８月６日㈰①午前１０時３０分～１１時３０
分②午後２時～４時／学習室１・２／各
４０人（先着順）／町田市原爆被害者の会
「町友会」会員による体験談、明星大学
准教授・竹峰誠一郎氏による解説。自分
で調べたい方には資料も差し上げます

平和を祈る絵手紙
７月３１日㈪～８月６日㈰、午前９時～午
後５時／ミニギャラリー／平和の祈り
を込めて描かれた絵手紙作品の展示

資料展示「町田におけ
る戦争の記憶」

７月３１日㈪～８月６日㈰、午前９時～午
後５時／視聴覚室／町田に関する戦前
から戦後のパネル、市民の方から寄贈
された戦時資料を展示

展示「１枚のハガキ」、
絵手紙、佐々木禎子さ
んのパネル等

７月３１日㈪～８月６日㈰、午前８時３０分
～午後１０時／６階廊下／市民の方から
同センターへ送られた戦時中の出来事
などを書いたハガキ、折り鶴を作りな
がら１２歳で亡くなった被爆者である
佐々木禎子さんのパネル等の展示

　本年１月、「村野常右衛門関係
史料」が町田市指定有形文化財
に指定されました。後期の展示
では、常右衛門の企業経営者と
しての活動や、村野家の人々を
中心に紹介します。
会期７月１５日㈯～９月３日㈰
休館日月曜日（祝日の場合は開
館し、翌日休館）
観覧時間午前９時～午後４時３０
分
場同館企画展示室

関連イベント�
【講演会】
　担当学芸員による講演会です。
日①８月５日②８月２６日、いずれも土曜
日午後２時～４時
場同館閲覧室
内①村野常右衛門の大連視察②長男村
野廉一の前半生
【ギャラリートーク】
日７月１７日㈷、８月１１日㈷、９月２日㈯、
いずれも午後２時から１時間程度
場同館企画展示室


