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催し・講座催し・講座
地域介護予防教室

自 力 整 体 教 室
　自力整体は、からだを脱力するこ
とで凝っている筋肉をほぐしていく
健康法です。お口のケアと体操、吹き
矢体験もあります。教室終了後も参
加した仲間と継続して行うことを目
指します。
対市内在住の全回参加できる６５歳
以上の方
日１０月１７日〜１２月５日の水曜日、
午前１０時〜正午、全８回
場薬師ヶ丘会館
講歯科衛生士・根本由美子氏、自力整
体インストラクター・山田加奈子氏
定１０人（申し込み順）
申１０月１５日午後５時までに、電話で
鶴川第１高齢者支援センター（☎
７３６・６９２７）へ。
※当日及び講座に関することは、同
センターへお問い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

市庁舎をオレンジ色に 
ラ イ ト ア ッ プ し ま す

　認知症の方もそうでない方も、み
んなでタスキをつないで、市内を縦

断するイベント「ＲＵＮ伴まちだ」の
開催に伴い、市庁舎をライトアップ
します。実施中は、認知症サポーター
のイメージカラーであるオレンジ色
に輝きます。
日９月１９日、２６日、いずれも水曜日
午後７時〜９時
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
ロコモ予防！

歩 く 力 測 定 会
対市内在住の６５歳以上で、自分で公
共交通機関を利用して来場できる方
日１０月１日㈪午前９時３０分〜正午
場ふれあい桜館
内立つ・歩く等の移動に必要なバラ
ンス能力や筋力を測定し、測定結果
を今後の生活や運動習慣につなげる
講健康運動指導士・久野秀隆氏
定２０人（申し込み順）
申９月２１日午後５時までに電話で忠
生第１高齢者支援センター（☎７９７・
８０３２）へ。
※当日の詳細は、同センターへお問
い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者、市
内在住の方
日９月２８日㈮午後１時３０分〜３時

場堺市民センター
内成年後見制度についての講義
定３０人（申し込み順）
申電話で堺第１高齢者支援センター

（☎７７０・２５５８）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
ゲートボール

審判員資格認定講習会
　ゲートボールの審判員資格の取得
を目的とした講習会を開催します。
審判員資格は大会に参加するチーム
編成に必要となるものです。
対市内在住の両日参加できる初心者
教室修了者で、ゲートボール経験１
年以上の方
日１０月１０日㈬、１１日㈭、午前９時〜
午後３時、全２回（予備日は１２日）
場芹ヶ谷公園
費１０００円
申所定の用紙（町田市ゲートボール
協会に有り）に記入し、費用と顔写真
２枚（３㎝×３㎝）を添えて、９月２８日
午後３時までに直接同協会（せりが
や会館内、☎７２２・２２５３）へ（月・土・
日曜日は除く）。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
ハローワーク町田・八王子・相模原
合同

介護・福祉ミニ面接会
　介護・福祉業界で正社員やパート
等で働きたい方の合同面接会を開催
します（未経験者も歓迎）。毎回、市内
の会社が７社参加します。
※参加する会社は毎回変わります。
対１８歳以上の社会人の方
日１０月１７日、１１月２１日、１２月１９
日、２０１９年１月１６日、２月２０日、３月
２０日、いずれも水曜日午前９時３０分
〜正午
場ハローワーク町田２階会議室
問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）、町
田市いきいき総務課☎７２４・２９１６
生涯現役！地域で働きたい、活躍し
たいアクティブシニアのための

特 別 講 座
　涼しくなってきた今だからこそ、
隠れ脱水を防ぐために水分補給の大
切さを学びませんか。
※講座後に求職相談登録会も行いま
す。
対市内在住のおおむね５０歳以上で
介護施設での就労（資格がなくても
できる清掃、ベッドメイキング、配
膳、介護補助等の周辺業務）を希望す
る方等
日１０月１９日㈮午後２時〜４時３０分
場町田市民フォーラム
内経口補水液やスポーツドリンクを
飲み比べて適切な活用法等を学ぶ
講（株）大塚製薬・阿部章則氏
定３０人（申し込み順）
申１０月１２日までに電話で町田市介
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

市 民 公 開 講 座
【まだまだ進歩する白内障手術】
　医師が白内障手術について分かり
やすく講演を行います。

日１０月２７日㈯午前１０時〜１１時３０
分
場町田市民病院
講町田市民病院眼科部長・保坂大輔
医師
定１００人（申し込み順）
申９月２１日正午〜１０月２４日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１８０９２１Ａへ。
問町 田 市 民 病 院 医 事 課 ☎７２２・
２２３０（内線７１３２）

福 祉 サ ポ ー ト ま ち だ
【①高齢者・障がい者のための成年後
見制度相談会】
　成年後見制度や相続・遺言、悪質商
法被害、多重債務問題等について司
法書士が応じます。
日１０月６日㈯午前１０時〜午後４時

（１人１時間まで）
講（公社）成年後見センター・リーガ
ルサポート東京支部
定１８人（申し込み順）

【②笑いで感じる成年後見制度！〜
安心して地域で暮らしていこう】
　漫才で成年後見制度・任意後見制
度を紹介した後、元気なうちに自分
の思いを書き留めておくエンディン
グノートの活用を紹介します。
※要約筆記、手話通訳がつきます。
日１０月２７日㈯午後２時〜４時
講お笑いコンビ・青空一風千風、認定

（特）エンディングセンター理事長・
井上治代氏
定１７０人（申し込み順）

◇
場町田市民フォーラム
申氏名・電話番号を明示し、①電話ま
たはＦＡＸで②直接、電話、ＦＡＸまた
はＥメールで、（社福）町田市社会福
祉協議会福祉サポートまちだ（町田
市民フォーラム４階、☎７２０・９４６１
返７２５・１２８４遍ｋｏｕｅｎ＠ｍａｃｈｉｄａ
－ｓｈａｋｙｏ．ｏｒ．ｊｐ）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７
消費生活センター

学 習 会
【①外壁塗装工事をする前に知って
おきたい注意点　失敗しない事業者
選び】　
日１０月１１日㈭午前１０時〜正午
内外壁塗装工事の基本を踏まえ、事
業者選びのポイントを学ぶ
講東京都塗装工業協同組合　

【②あなたは香りで悩んでいません
か？〜専門家に聞く、香料公害とそ
の対応策】
　香りの発生源や対応策など、近年
話題になっている香

こう

害
がい

について学び
ます。
日１０月２６日㈮午前１０時〜正午
講シャボン玉石けん株式会社・加藤
友和氏

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
定各４０人／申し込み順
申①９月２０日正午〜１０月３日②９月
２１日正午〜１０月１９日に、イベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベ シ スコード①１８０９２０Ｆ②１８ 
０９２１Ｄへ。保育希望者（１歳以上の
未就学児、いずれも申し込み順に６
人）は併せて申し込みを。
問同センター☎７２５・８８０５

■問納税課　724・21219月は、「固定資産税・都市計画税」と「国民健康保険税」の納付月です ☎☎納付はお済みですか？

市立博物館　町田発／はな・とり・こんちゅう　

理科をそだてた挿絵画家　天木茂晴展
問同館☎7２６・１５３１

　天木茂晴は、児童教育雑誌など
で花や野草などの細密な挿絵を数
多く手がけました。本展では、原画
など約２００点によりその世界をご
紹介します。
会期前期＝９月２９日㈯〜１０月２８
日㈰、後期＝１０月３１日㈬〜１１月
２５日㈰
休館日月曜日（ただし１０月８日は
開館し、９日は休館）、展示替え期
間（１０月２９日、３０日）
開館時間午前９時〜午後４時３０分
入館料一般３００円（障がい者１５０
円、中学生以下無料）

関連催事
　別途入館料が必要です。

【①講演会〜誰も知らない図鑑の
話　企画から出版まで】
日１１月１１日㈰午後２時〜３時３０
分
講（株）学研プラス図鑑・辞典編集
室ディレクター　里中正紀氏
定６０人（先着順）

【②スペシャルギャラリー・トー
ク】
　作品を鑑賞しながら、本展覧会
の監修者に、植物についての解説
をしていただきます。
日１０月２１日、１１月１８日、いずれ
も日曜日午後２時〜３時
講町田市文化財保護審議会委員・
内野秀重氏
定各２０人程度（先着順）

【③学芸員によるギャラリー・トー
ク】
日１０月６日㈯、１４日㈰、１１月１７日
㈯、午後２時〜２時３０分
定各２０人程度（先着順）

【④体験講座〜一日水彩画教室「花
をえがいてみましょう」】
　同館学芸員の指導のもと、簡単
なスケッチ（鉛筆）と水彩画を描き
ます。
※小学３年生以下は保護者同伴で
おいで下さい。
日１１月３日㈷午後１時３０分〜４時
３０分
定２４人（申し込み順）
費５００円（花代）

【⑤マルのつく日は缶バッジ・デ
イ】
　会期中、毎月１０日、２０日、３０日

（休館日の場合は翌日）に展覧会の
内容にちなんだオリジナルデザイ
ンの缶バッジを２０人（先着順、１人
１日１個）にプレゼントします。５個
集めた方には更に特大プレミアム
缶バッジを差し上げます。
日会期中の開館時間内

◇
場①④同館２階講堂（エレベータ
ー無し）②③同館１階展示室⑤同
館受付
申①②③⑤直接会場へ④９月２０日
正午からイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６）またはイベシスコー
ド１８０９２０Ｂへ。

天木茂晴「ミカンの皮で作る」
（水彩、紙）後期展示、個人蔵


