町田市イベント申込システム

イベシス 検索

催し・講座
家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日①６月１２日㈫午前１０時～正午②７
月５日㈭午後２時～４時
場①藤の台団地北集会所②特別養護
老人ホームコモンズ
内①日頃の介護疲れをリフレッシュ
できる運動と講話②講話「在宅介護
の幅を広げる
『訪問看護』という選択
肢」
定各２０人
（申し込み順）
申電話で①町田第２高齢者支援セン
ター
（☎７２９・０７４７）へ②町田第１高
齢者支援センター（☎７２８・９２１５）
へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
おいしく！楽しく！健康に！
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栄養バランスが良く、繰り返し作
れるメニューを調理・会食します。
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３日㈫、１２日㈭、１７日㈫、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２０日ごろ
発送）
費２０００円
（食材費等）
申６月５日正午～１１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０６０５Ｆへ。
※当日の詳細は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）へお問い合わ
せ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６
町田市で働こう！！

保育のお仕事ひろば

市内の保育園等で働きたい方向け
に、町田市主催で就職相談会を開催
します。市内３4法人の保育園等採用

インターネットのイベント申込システムで申し込みができます。コード番号を入力し
２４時間申し込みができます。

担当者に、就職に関する相談ができ
ます。来場者には、オリジナルノベル
ティをプレゼントします（休憩スペ
ースではドリンク・お菓子のサービ
スも有り）。
※事前申込、履歴書は不要です（服装
自由）。
対市内の保育園・幼稚園・認定こども
園等で働きたい方
日６月１０日㈰午後１時～４時
場ベストウェスタンレンブラントホ
テル東京町田・珊瑚の間
市HP 保育のお仕事 検索
問子育て推進課☎７２４・４４６８
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、また、どのような支援が必要
かについて、専門医が分かりやすく
お話しします。
日６月１７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・車イス
等配慮の必要な方はその旨を明記
し、６月１４日までに電話またはＦＡＸ
でひかり療育園（☎７９４・０７３３返
７９４・０７７２）へ。
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ
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【町田の歴史～小島為政と石阪昌孝
の明治維新 地域の危機に向かい合
って】
文明開化期の変化や地域社会と向
き合った小島為政・石阪昌孝という
２つの個性を手掛かりに、明治維新
とは何か、近代とは何かを、自由民権
資料館の学芸員がお話しします。
日７月１０日㈫午後６時３０分～８時３０
分
場生涯学習センター
定１０８人（申し込み順）

６月は環境月間です！エコについて考えよう

環境月間イベントを開催します

問環境政策課☎７２４・４３８６

ハスのん

日６月８日㈮までの午前８時３０分～ 日は午後３時まで）
午後５時
（土・日曜日を除く、最終日 【地球温暖化対策の紹介】
は午後３時まで）
地球温暖化対策に関する展示と家
※６月１日㈮はプレイベントとして 庭でできる取り組みを紹介します。
展示のみ行います。
【まちの美化の取り組みの紹介】
場イベントスタジオ（市庁舎１階）
駅周辺での清掃活動をはじめとし
【町田市エコキャラクター「ハスの た美化活動の様子を展示します。
ん」
登場】
【熱回収施設等の整備運営事業の紹介】
日期間中毎日、
午前・午後各１回程度
老朽化したごみ処理施設に代わ
【クイズに挑戦】
る、新たな施設の整備状況について、
全問正解した方には、ハスのんオ ドローンを使った映像紹介や完成模
リジナルグッズを差し上げます（各 型の展示をします。
日先着１００人）
。
【同時開催～出張リサイクル広場】
【
「もったいないことしま川柳」作品 日６月４日㈪、５日㈫、午前１０時～午
紹介】
後３時
市民の皆さんから寄せられた川柳 場市庁舎正面玄関横
の中から、厳選した１００作品を紹介 対象品目陶磁器・ガラス食器、フライ
します。
パンなどの家庭金物、ビデオテープ、
【剪定枝たい肥の販売】
廃食用油、ヨーグルトなどの紙容器、
市内で回収した剪定枝から作った 洗剤の計量スプーン、ペットボトル
たい肥を販売します（５ℓ＝５０円、 のふた、パン袋の留め具、インクカー
１０ℓ＝１００円、
売り切れ次第終了）。 トリッジ、小型家電
※他にもさまざまなイベントを企画
※手さげ袋等をお持ち下さい。
日期間中毎日、午後１時～４時（最終 しています。
せん てい

し

ご利用下さい！

移動図書館“そよかぜ号”

申１次受付＝６月１日正午～５日午後
７時にイベシスコード１８０６０６Ｄへ
／２次受付＝６月６日正午～７月１日
に イ ベ ン ト ダ イ ヤ ル（ ☎ ７ ２ ４・
５６５６）またはイベシスへ。
問同センター☎７２８・００７１

健 康 気 象 セ ミ ナ ー
【気象予報士・依田さんに聞く「知っ
て対策！熱中症」】
テレビ朝日「グッ
ド！モ ー ニ ン グ 」気
象キャスターとして
おなじみの依田氏
が、近 年 の 気 象 情 報
から見る気候の変化、今夏の傾向､そ
れにより起こりやすい熱中症への対
策を分かりやすく解説します。
※大塚製薬（株）との協定事業による
セミナーです。
日７月９日㈪午後２時～３時３０分
場町田市民フォーラム
講気象予報士・依田司氏
定１７０人（申し込み順）
申６月６日正午～７月４日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１８０６０６Ｃへ。
問健康推進課☎７２４・４２３６
中央図書館
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夏休み期間中に、図書館の仕事を
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体験してみませんか。
対市内在住、在学の中学生～大学生
日７月２６日、８月２日、１６日、２３日、
３０日、いずれも木曜日午前８時３０分
～午後４時ごろ（各日とも同一内容）
場中央図書館
内カウンター業務、予約が入った本
を探す、本の装備等
定各３人（初めての方を優先のうえ、
抽選）
申申込書（各市立図書館・町田市民文
学館に有り、町田市立図書館ホーム
ページでダウンロードも可）に記入
し、６月３０日までに直接中央図書館
５階視聴覚資料カウンター、各市立
図書館または町田市民文学館へ。
問中央図書館☎７２８・８２２０

地 域 就 職 面 接 会
対求職者
日・内６月２７日㈬、面接対策セミナー
＝午前１０時～正午、就職面接会＝午
後１時～４時（受付時間＝午後０時３０
分～３時）
※面接会は直接会場へおいで下さ
い。
場町田市文化交流センター
定セミナー＝３０人（申し込み順）
申電話で東京しごとセンター多摩
（☎０４２・３２９・４５２４）へ。
問産業政策課☎７２４・２１２９

ネルソン・マンデラ生誕１００周年記念講演会

虹の国・南アフリカ共和国

神々の花園～地球上最大の野生の花畑に暮らして
問文化振興課☎７２４・２１８４
町田市は、南アフリカ共和国のホ
ストタウンです。南アフリカ初の黒
人大統領であり、ノーベル平和賞を
受賞したネルソン・マンデラの生誕
１００周年を記念し、講演会を行いま
す。
「神々の花園」に魅せられた写真
家として知られる澤野氏が撮影した
映像とともに、虹の国・南アフリカ共
和国の知られざる魅力をお伝えします。
日６月２４日㈰午後２時～４時
場生涯学習センター
講写真家・澤野新一朗氏

定１５０人（申し込み順）
申１次受付＝６月１日正午～４日午後
７時にイベシスコード１８０６０５Ｃへ
／２次受付＝６月５日正午～２０日に
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
またはイベシスへ。

支え合い、安心して暮らせる地域づくり
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

【出張認知症カフェ（Ｄカフェ）】
認知症の方や家族、支援者などが
気軽に集まり、情報交換や交流を行
う場「出張認知症カフェ（Ｄカフェ）」
を開催します（下表参照）。
対認知症の方や家族、支援者等
※飲食代は自己負担です。
※定員を超えた場合、参加できない
場合もあります。
【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
出張認知症カフェ
日

した方
日７月２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、認知症の方と
のコミュニケーションの取り方につ
いて学ぶ
定４５人（申し込み順）
申６月５日正午～２６日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０６０５Ｅへ。

市内スターバックスコーヒー各店の開催日（6月）

時

会

定 員
（先着順）
10人

場

6月4日㈪

町田金森店
（金森3-1-10）

6月7日㈭

ルミネ町田店
（原町田6-1-11）

6月11日㈪

町田東急ツインズ店
（原町田6-4-1）

10人

鶴川店
（能ヶ谷1-5-1）

10人

6月15日㈮

午前10時～正午

6月20日㈬

町田パリオ店
（森野1-15-13）

6月22日㈮

ぽっぽ町田店
（原町田4-10-20）

6月27日㈬

午前9時～11時

多摩境店
（小山ヶ丘3-2-8）

6月29日㈮

午前10時～正午

小田急町田駅店
（原町田6-12-20）

詳細はお問い合わせ下さい。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131
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町田市立図書館
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