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催し・講座催し・講座
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３日㈰午後１時～５時
場（社福）賛育会清風園
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２５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＝祝日を除く月～金曜日の午
前９時～午後５時）へ。車での来場を
希望する方は、併せて申し込みを。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６

市 民 公 開 講 座
【もしかしてリウマチ？】
　医師がリウマチについて分かりや
すく講演を行います。
日６月４日㈪午後２時～３時３０分
場町田市民病院
講町田市民病院リウマチ科部長・緋
田めぐみ医師
定１００人（申し込み順）
申５月９日正午～３１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０５０９Ｃへ。
問町田市民病院医事課☎７２２・
２２３０（内線７１３８）
消費生活センター
くらしに役立つ料理教室

【米粉で作るロールケーキ～ニンジ
ンジャムを作って巻こう】
　日本穀物検定協会認定の米粉食品
指導員が米粉の知識を教えます。
対市内在住、在勤、在学の方
日５月２２日㈫午後１時３０分～３時３０
分
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２０人（申し込み順）
費２００円（材料費）　
申５月２日正午～１７日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０５０２Ｅ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
生涯学習センター・町田国際交流セ
ンター共催講演会
外国の踊りとお話と

【情熱のフラメンコ】
日５月２７日㈰午後１時３０分～４時３０
分
場生涯学習センター
内第１部＝フラメンコ、フィリピン
の民族舞踊、第２部＝パネルディス
カッション「みんなが住みやすいま
ちへ」
定１５８人（申し込み順）
申５月１日午前９時から電話で生涯学
習センター（☎７２８・００７１）へ。
生涯学習センター～市民大学人間学
公開講座
不寛容な国ニッポン
　非正規雇用など不安定な雇用形態
で働かざるを得ない若者たちの貧困
を長年取材してきた雨宮氏に、格差
社会や貧困問題についてお話しいた
だきます。
日６月６日㈬午後７時～９時
場生涯学習センター
講作家・雨宮処凛氏
定１０８人（申し込み順）
申５月８日正午～３０日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０５０８Ｂへ。
問同センター☎７２８・００７１
生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催～３水スマイルラウンジ
鶴 川 の 歴 史

【野津田村絵図と「びゃく」】
　野津田町には、江戸時代のきれい
な村絵図が残っています。薬師池の
謎などを村絵図から読み解きます。
対市内在住、在勤、在学の方
日５月１６日㈬、午前１０時～１１時、午
後１時～２時
場和光大学ポプリホール鶴川１階交
流スペース
講小島日記研究会会長・重政文三郎
氏
定各１５人（先着順）
問生涯学習センター☎７２８・００７１

利用者交流会参加者募集
【“みんなちがって みんないい”語り
合おう！仕合せ広場】
　「仕合せ」とは「めぐりあわせ」のこ
とです。さまざまな“想い”の人々が
集まっているまちだ。みんなで大い

に語り合い、学び合う仲間を作りま
しょう。
日６月３日㈰午後１時～５時
場生涯学習センター
内オープニングイベント、基調講演
「誰もがしあわせ（仕合せ）と感じら
れる仲間づくり」、分科会＝「楽しい
子どもイベントをつくろう！」「公民
館カフェへ全員集合！」「人生１００年
時代の居場所づくり」、分科会報告
講基調講演＝名古屋大学教授・辻浩
氏
定１００人（申し込み順）
申電話で同センター（☎７２８・
００７１）へ。
忠生公園
５ 月 の 催 し

【定例自然観察会～青葉の頃の谷戸
観察】
　ルーペをお持ちの方はご持参下さ
い（同公園で貸し出しも可）。
日５月６日㈰午前９時３０分～１１時３０
分（雨天中止）
場同公園
※集合は同公園自然観察センター
（忠生がにやら自然館）です。
【春の「花と緑の交換会」】
　草花や盆栽などの鉢物を持ち寄り
交換し合いませんか。
日５月２４日㈭午前９時３０分～１１時
（受け付けは午前９時～９時３０分、小
雨実施）
場同公園芝生広場
※出品できる植物は、鉢植えに限り
ます（ポット苗での出品は不可）。植
物名を記載したラベルをつけて出品
して下さい（１人１０点まで）。

◇
問同公園☎７９２・１３２６
文学館でたのしむ
おとなのためのおはなし会
　保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日５月１７日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分
場町田市民文学館２階大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「薮田義
雄」／おはなし＝「犬とねことうろこ
玉」（日本の昔話）、「さんしょっ子」
（安房直子／作）
語り手（特）まちだ語り手の会
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は、５月１日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。
大地沢青少年センター
青 空 ア ト リ エ
　毎月第２日曜日に、電動糸のこや、
のこぎりなどを使い、木やまゆ等で
椅子やクラフトを作ります。５月の
特別プログラムは「鍋敷き」を予定し
ています（開催時間内であれば、何時
からでも参加可）。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日５月１３日㈰午前１０時～午後３時
（雨天実施）
場同センター研修棟
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）
問同センター☎７８２・３８００

暮らしに関する相談
●町田市民文学館☎７３９・３４２０
【ことばであそぼう！３・４歳児あつま
れ！】
日５月１２日㈯午前１０時３０分～１１時
４０分場同館２階大会議室内絵本、紙
芝居、わらべうた、ことば遊び、童謡
等上演桃の木工房
●ひなた村☎７２２・５７３６
【個人向け縄文体験事業～君も縄文
人になろう】
対市内在住、在学の小学３～６年生日
５月１９日㈯午前１０時～午後０時３０
分内縄文時代の火おこし・弓矢・化粧
を体験定３０人（申し込み順）

【子ども事業企画委員（チャレンジ・
カンパニー）参加者募集】
　ひなた村のイベント・事業を企画
してみませんか。ひなた村チャレン
ジ・カンパニーのメンバーを募集し
ます対市内在住、在勤、在学の１５～
１８歳の方（中学生は不可）日キック
オフミーティング＝５月２０日㈰午後
３時～５時／活動期間は２０１９年３月
まで（日程は参加者で決定）定１０人
（申し込み順）

◇
申５月２日午前１０時から電話でひな
た村へ

子どものイベントカレンダー
　詳細は、お問い合わせいただくか、町田市ホームページをご覧下さい。

　予約制の相談は、電話で①～⑤市民相談室（☎7２４・２１０２）⑥八王子少年センター（☎
０４２・６7９・１０８２）へ対①③～⑥市内在住の方⑦市内在住、在勤、在学の女性
	

名　称 日　程 予約方法／相談時間
①法律相談 月～金曜日

（１日～４日を除く）
前週の金曜日から電話で予約
※５月7日～１１日分の予約は５月２日から受け付けます。

②交通事故相談 ９日㈬ 相談日の１週間前から電話で予約／午後１時３０分
～４時

③人権身の上相談
（人権侵害などの問題） １１日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時
④不動産相談 ８日㈫ 電話予約制（次回分まで受け付け）／午後１時３０分

～４時⑤行政手続相談 １０日㈭
⑥少年相談 ８日㈫ 事前に電話で八王子少年センターへ／午前９時～

午後４時
⑦電話による女性悩
みごと相談（家庭、人
間関係、女性への暴
力等）

月～土曜日
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎
7２１・４８４２）へ/午前９時３０分～午後４時（水曜日
のみ午後１時～８時〔第３水曜日は除く〕）※法律相
談有り＝要予約

各種相談別冊タウンページ　町田市わたしの便利帳7～１１ページを参照

市HP	 暮らしに関する相談 検索

情報コーナー
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【①世帯向（一般募集住宅）②若年夫
婦・子育て世帯向（定期使用住宅）③
病死の発見が遅れた住宅等】
　都内に居住等、いずれも要件有り
／詳細は募集案内を参照配布期間５
月７日～１５日配布場所市庁舎１階総
合案内、各市民センター、町田・南町
田・鶴川の各駅前連絡所、木曽山崎・
玉川学園の各コミュニティセンタ
ー、同公社町田窓口センター、都庁等
（各施設で開所日時が異なる）／同公
社ホームページで配布期間中に限り
ダウンロードも可申郵送で５月１７日
まで（必着）問同公社都営住宅募集セ
ンター☎０５７０・０１０・８１０

●東京都福祉保健局～２０１８年度慰
霊巡拝を実施します
　南方地域の旧主要戦域となった陸
上及び遺骨収集の望めない海上や、
旧ソ連地域における抑留中死亡者の
埋葬地等を中心に戦没者を慰霊しま
す。厚生労働省の主催で実施する巡
拝です対慰霊巡拝を行う戦域の戦没
者の遺族で、原則８０歳以下の健康な
方（初参加者優先）／派遣先によって
は別途条件有り実施地域アルタイ地
方・ケメロボ州・ノボシビルスク州、
ハバロフスク地方、中国東北地方、イ
ルクーツク州、沿海地方、東部ニュー
ギニア、北ボルネオ、ビスマーク諸
島、ミャンマー、パラオ諸島、フィリ
ピン、硫黄島／詳細はお問い合わせ
を問同局生活福祉部計画課援護恩給
係☎０３・５３２０・４０７６


