
8 2018．7．1 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。

7月1日～31日「City　SCOOP」町田市ホームページ、YouTube とケーブルテレビでご覧いただけます５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索

催し・講座催し・講座
まちいきヘルパー養成研修
　まちいきヘルパーは、要支援認定
を受けている方への訪問型サービス
として、高齢者のご自宅に訪問し、掃
除・洗濯・調理等のお手伝いをしま
す。ヘルパー（訪問介護員）の資格が
なくても、研修を修了することで市
のヘルパー（まちいきヘルパー）とし
て働くことができます。
対全回出席でき、市内の訪問介護事
業所でまちいきヘルパーとして働く
意志のある１８歳以上の方
日９月２５日、１０月２日、９日、１６日、い
ずれも火曜日午前９時３０分～午後４
時３０分、全４回
※研修最終日には、訪問介護事業所
による就職説明会を開催します。
場ぽっぽ町田
内講義や演習で、まちいきヘルパー
として必要な知識や技能を習得（計
２０時間程度）
定６０人（抽選）
費１３００円（テキスト代）
申研修申込書（町田市介護人材開発
センター、高齢者福祉課〔市庁舎１
階〕で配布、町田市介護人材開発セン
ター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も可）に必
要事項を記入し、８月３１日まで（消印
有効）に直接、郵送またはＥメールで
町田市介護人材開発センター（〒
１９５－００７４、山崎町２０５５－２Ｃ－
１１１、遍ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ－ｋｊｋｃ．ｊｐ）
へ。
※研修申込書を郵送希望の方、研修
内容や当日の詳細は、同センター（☎
８５１・９５７８）へお問い合わせ下さい
（受付時間＝祝休日を除く月～金曜
日の午前９時～午後５時）。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

家 族 介 護 者 教 室
【お薬は暮らしのパートナー～上手
な付き合い方を知りましょう】
対市内在宅高齢者の家族介護者
日７月２１日㈯午後１時３０分～３時３０

分
場特別養護老人ホーム第二清風園　
定３０人（申し込み順）
申電話で鶴川第１高齢者支援センタ
ー（☎７３６・６９２７）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
空家対策の推進に向けた取り組み
空家セミナーを開催します
　現在所有している住宅を、将来有
効活用するためのセミナーです。
※（公社）東京都宅地建物取引業協会
町田支部、（公社）全日本不動産協会
東京都本部町田支部、町田弁護士ク
ラブ、東京司法書士会町田支部、東京
税理士会町田支部、東京土地家屋調
査士会町田支部、（一社）東京都建築
士事務所協会町田支部、（公社）町田
市シルバー人材センター、（特）顧問
建築家機構、東京都行政書士会町田
支部と共催です。
対市内に住宅を所有している方また
はその親族
日７月２２日㈰①午後１時～１時５０分
②午後２時～３時３０分
場市庁舎
内①講演「知って得する相続登記の
基礎知識～不動産を無駄にしないた
めに」②各分野の専門士（弁護士、司
法書士、税理士、宅建士、建築士など）
が同席し、複合的な悩みの無料相談
会（１件３０分程度）
講①東京司法書士会町田支部支部長
・栗和田真一氏
定①４０人②１５組程度／申し込み順
申７月２日午前９時～１８日に電話で
住宅課へ。
【相談窓口】
　市では専門家による空家に関する
お悩み相談窓口を設置しています。
申電話で住宅課へ。

◇
問住宅課☎７２４・４２６９
ダンボールコンポストによる
講 習 会
　ダンボールコンポスト１セット
（幅３７㎝、奥行３３㎝、高さ３２㎝、重さ
約７㎏）をお持ち帰りいただけます。
※講習会を受講したことがある方は

申し込みできません。
対市内在住の方
日７月２４日㈫、２７日㈮、午後２時３０
分～４時
場市庁舎
定各１５人（申し込み順）
申７月３日正午～１５日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０７０３Ｅへ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
開講します
２０１８年度後期ことぶき大学
　９月～１２月に、２コースのプログ
ラムを開講します。各コースの日程
や申込方法等の詳細は、募集案内（生
涯学習センター、各市民センター、各
市立図書館等で配布）をご覧下さい。
※申込締切は７月３１日午後５時（必
着）です。
対市内在住の２０１８年４月１日現在
６０歳以上の方
場生涯学習センター　他
問生涯学習センター☎７２８・００７１
生涯学習センター　
「まなびテラス」で学びな
お し て み ま せ ん か
　文字の読み書きや小・中学校程度
の学力を身に着けたい方を対象にし
た学習会です。
対１６歳以上の方
日８月３日㈮から、毎週金曜日午後６
時～８時
場生涯学習センター
申電話で同センター（☎７２８・
００７１）へ。
町田地方史研究会・町田市生涯学習
センター共催講演会～長大な空堀に
囲まれた中世武士居館域と
御家人・恩田氏の興亡

【町田市成瀬に隣接する横浜市青葉
区恩田堀ノ内東遺跡の謎を探る】
　横浜市青葉区・恩田堀ノ内地区で
発見された空堀の意味を考察し、空
堀に囲まれた中世武士居館域の主と
推定される御家人・恩田氏の興亡に
ついて語ります。
日８月１８日㈯午後２時～４時
場生涯学習センター
講（一社）日本考古学協会会員・歴史
学博士　久世辰男氏
定１１０人（申し込み順）

申７月５日正午～８月９日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１８０７０５Ｋへ。
問同センター☎７２８・００７１
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ
公 開 講 座

【環境学～流域で豪雨・水土砂災害を
考える　台風・線状降水帯にそなえ
て】
　ゲリラ豪雨や台風による水害・土
砂災害について語っていただきま
す。
※５月１６日開催予定でしたが、中止
となった講座です。
日７月８日㈰午前１０時～正午
場生涯学習センター
講慶應義塾大学名誉教授・岸由二氏
定１００人（申し込み順）
申７月１日午前９時から電話で同セン
ター（☎７２８・００７１）へ。
屋上花畑で収穫した
野菜を使った料理教室
　市庁舎４階にある屋上花畑で収穫
した野菜を使って料理を作ります。
対市内在住、在勤、在学の方
日７月２２日㈰①午前１０時～正午②
午後１時３０分～３時３０分
場生涯学習センター
内玉ねぎのピラフ、ジャーマンポテ
トサラダ、花畑ドレッシングのサラ
ダ（予定）
講フードコーディネーター・松岡明
理氏
定①３０人②１５人／申し込み順
費５００円　
申７月４日正午～１２日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０７０４Ａへ。
問市有財産活用課☎７２４・２１６５

そらまめの会（多胎児の会）
　母子健康手帳をお持ち下さい。
対双子・三つ子等の多胎児を育てて
いる方、出産予定の方やその家族
日７月２３日㈪午前１０時～１１時（受
け付け＝午前９時３０分～１０時）
場健康福祉会館２階
内保護者同士の交流、情報交換、手遊
び等
問保健予防課☎７２５・５１２７

講座名 日時／定員／費用 申し込み
①“こ こ ろ”と“か ら だ”
の健康学～自分らしく
元気に生きるために

9月12日～12月5日の水曜日、午前10
時～正午、全7回／70人／2000円

1次受付＝7月1日
正午～４日午後7時
にイベシスコード
①1８0705Ｅ②1８0
705Ｇ③1８0705Ｈ
④1８0705Ｃ⑤1８
0705Ｄ⑥1８0705
Ｆへ／2次受付＝7
月5日正午～８月2
2日にイベントダ
イヤル（☎72４・5６
5６）またはイベシ
スへ。

②人間科学講座～テク
ノロジー・人権・いのち

9月12日～12月5日の水曜日、午後7時
～9時、全11回／50人／3000円

③環境講座～わたした
ちのまちの環境探検

9月1６日～12月2日の土曜日または日
曜日の日中、全9回／32人／2000円

④まちだの福祉～くら
しを支える ひと・まち
・こころ

9月1８日～11月20日の火曜日、午後2
時～４時、全８回／30人／2000円

⑤町田の歴史～モノで
語る町田の歴史

9月1８日～12月４日の火曜日、午後６時
～８時15分、全12回／50人／3000円

⑥くらしに活きる法律
～安心して働き、幸せ
に暮らすための法律

9月20日～12月６日の木曜日、午後7時
～9時、全9回／50人／3000円

　各人が趣味や特技、好きなこと
について書かれた本を持ち寄っ
て、参加者同士のつながりをつく
り、みんなの好きなことを集めた
本棚や企画づくりを行います。１１
月には「まちのがっこう祭」も開催
します。
※詳細は南町田拠点創出まちづく
りプロジェクトホームページをご
覧下さい。
対自分の「お気に入り」に関する本
を持ち寄れる方
日①７月２９日㈰②９月１日㈯③９月
２２日㈯④１１月３日㈷⑤１１月２５日
㈰、①②③⑤午後１時３０分～４時
３０分④終日、全５回
場①②セミナープラス南町田（鶴
間）③～⑤鶴間小学校

内①講演「マイパブリック」「本で
人とつながるまちライブラリーの
楽しみ方」等
定１００人（抽選）
申住所・氏名（ふりがな）・電話番号
・年齢・性別・あなたのお気に入り
（趣味や特技、好きなこと）・「お気
に入り」との出会いなど・「お気に
入り」を紹介できる本とその本を
選んだ理由・所属・託児の有無（定
員有り）を明示し、直接、電話、郵
送、ＦＡＸまたはＥメールで７月２２日
まで（必着）に都市政策課（市庁舎８
階、〒１９４－８５２０、森野２－２－
２２、☎７２４・４２４８返０５０・３１６１・
５５０２遍ｍｃｉｔｙ３０００＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉ
ｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。

参加者募集　南町田拠点創出まちづくりプロジェクト

2018年度後期講座 受講者募集

　９月・１０月から始まる市民大学講座の受講者を募集します。各講座の日程
等の詳細は、募集案内（各市民センター、各市立図書館等で配布、町田市ホー
ムページでダウンロードも可）をご覧下さい。
※市内在住、在勤、在学の方を優先のうえ抽選です。
※会場は、原則生涯学習センターで行います（③のみ野外中心）。
※下表の曜日等は原則です（回によって変わる場合有り）。

市HP まちだ市民大学HＡTS 検索

問生涯学習センター☎728・0071

「南町田のまちのがっこう」を開校します

まちだ市民大学ＨＡＴＳで生涯学習を始めませんか


