
52019．1．1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。※イベシスで１次受付を行う催し・講座の募集数は定員の半数です。町田市イベント申込システム 検索イベシス

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 検索町田市立図書館移動図書館“そよかぜ号”ご利用下さい！

本格だしをいかした家庭料理
【手打ちうどん】
　だしのとり方とうどんの打ち方を
学べる調理実習です。
対市内在住の方
日１月２３日㈬午前１０時１５分～午後
１時３０分
場町田市民フォーラム
講町田市食育ボランティア
定２０人（申し込み順）
費３００円
申１月８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１９０１０８Ｃへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６
女性のための

ヘルスアップクッキング
【食事で乳がんを予防！目指すは質
の良い食事】
対市内在住の女性
日１月２９日㈫午前９時４５分～午後０
時３０分
場健康福祉会館
内栄養士の話、調理実習、会食
定２４人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申１月８日正午～２１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０１０８Ｄへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６
おいしく！楽しく！健康に！

男 性 料 理 教 室
　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２月７日㈭、１４日㈭、２２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１月２４日ごろ
発送）
費２０００円（食材費等）
申１月８日正午～１４日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０１０８Ｅ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
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２月３日㈰午後１時～５時
場（特）桜実会デイサービス玉川学園
※駐車場はありません。
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、１
月２５日までに電話または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
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

未経験者応援プログラム
介 護 の 入 門 的 研 修
　介護に関する基本的な知識や技術
を学ぶことができる研修です。全課
程を修了すると修了証が発行され、
介護の資格研修（介護職員初任者研
修など）が一部免除されます。
※最終日に就労相談会を行います。
希望者は、研修修了後も介護の仕事
へのマッチングなど継続した就労支
援を受けることができます。
対これから介護の仕事をしてみたい
方等
日２月７日㈭、１２日㈫、１４日㈭、１９日
㈫、２１日㈭、午前１０時～午後４時、全
５回
場町田新産業創造センター
定６０人（申し込み順）
申研修申込書（町田市介護人材開発
センターで配布、町田市介護人材開
発センターホームページでダウンロ
ードも可）に必要事項を記入し、１月
３１日まで（必着）に電話、郵送または
Ｅメールで町田市介護人材開発セン
ターへ。
問町田市介護人材開発センター☎
８５１・９５７８（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

家 族 介 護 者 教 室
対①③④市内在宅高齢者の家族介護
者②市内在宅高齢者の家族介護者等
※④のみ認知症当事者と一緒に参加
できます。
日①１月１９日㈯午後１時３０分～３時
３０分②１月２５日㈮午後１時３０分～３
時③１月３０日㈬午前１０時～正午④２
月２４日㈰午前１０時～正午
場①特別養護老人ホーム第二清風園
②堺市民センター③小山市民センタ
ー④本町田高齢者在宅サービスセン
ター湧和
内①終活セミナー「今のうちに備え
ておきたい事ってなに？」②臨床心
理士による講座「誰にでも起こりう
る、老いについて、みんなで考えてみ
ましょう」③講座「排泄のトラブルを
解決しましょう！！」④町田市認知症
友の会による体験談「認知症の家族
介護を体験者から学ぶ」
定各３０人（申し込み順）
申１月４日から①鶴川第１高齢者支援
センター（☎７３６・６９２７）へ②堺第１
高齢者支援センター（☎７７０・
２５５８）へ③堺第２高齢者支援センタ
ー（☎７９７・０２００）へ④町田第２高齢
者支援センター（☎７２９・０７４７）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
こころいきいきつながろう

シ ル バ ー 展
　各団体の活動を紹介します。
日１月４日㈮～１１日㈮、午前８時３０
分～午後５時（土・日曜日を除く）
※初日は午前１０時から、最終日は午
後３時までです。
※各団体の活動紹介以外は、午前１０
時～午後３時です。
場イベントスタジオ（市庁舎１階）　
内町田市シルバー人材センター＝入
会・受注相談、会員作製の小物販売、
お囃

はや

子
し

等、町田市老人クラブ連合会
＝輪投げ体験、町田市ゲートボール

協会＝ゲートボール体験、各団体の
活動紹介
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
生涯学習センター

研 修 交 流 会
【障がい者青年学級の新しい流れ】
　学校修了後の障がい者の生涯学習
について、当事者・支援者・市民を含
めたさまざまな角度からの実践報告
と、参加者の交流を目的として研修
を行います。
日１月２０日㈰午後１時～５時
場生涯学習センター
内分科会①「実践報告からみえる新
しい流れ」、分科会②「大切なあなた、
かけがえのない私～生きづらさを抱
える障がい者の支援とは」、分科会③
元町田市障がい者青年学級参加者・
堀正明氏が解説する「地域で生きて、
暮らし続ける」
講①川崎市教育委員会・高桑有未氏、
渋谷区えびす青年教室リーダー・吉
田恵美花氏②明星大学客員教授・平
井威氏
定１００人（申し込み順）
申電話で同センター（☎７２８・
００７１）へ。
福祉サポートまちだ

親 族 後 見 人 連 絡 会
【後見業務のいろは】
　後見業務のワンポイントアドバイ
スや家庭裁判所への報告方法につい
て、専門職後見人が分かりやすくお
話しします。講義後に座談会もあり
ます（任意参加）。
対親族の成年後見人等として既に受
任している方、親族後見人等として
近々申し立てを検討している方
日２月１６日㈯午後１時３０分～４時３０
分
場町田市民フォーラム
講行政書士・寺田康子氏
定３０人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、電話また
はＦＡＸで、（社福）町田市社会福祉協
議会福祉サポートまちだ（☎７２０・
９４６１返７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７
福祉講座

高次脳機能障がい者の 
就 労 支 援 に つ い て
　病院で就労支援をしている作業療
法士が分かりやすくお話しします。
対当事者、家族、支援者等
日１月１９日㈯午後２時～４時
場市庁舎
講北原国際病院リハビリテーション

科就労支援室作業療法士・峯尾舞氏
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示
し、１月１７日までに電話またはＦＡＸ
でひかり療育園（☎７９４・０７３３返
７９４・０７７２）へ。

分譲マンション管理セミナー
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等　
日・内２月１７日㈰、講演会「マンショ
ンにおける自主防災について～備え
と発災時・被災後の対応」、テーマ別
グループ討議＝午後１時３０分～４時
４０分、個別相談会＝午後４時１５分～
５時
場市庁舎
講災害対策研究会主任研究員・釜石
徹氏
定５０人（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。
町田新産業創造センター

創業・起業に関するセミナー
【町田創業～ファーストステップ相
談会】
日１月２０日㈰、２５日㈮、午後１時～５
時（１人１時間）
申参加希望日の１週間前までに同セ
ンターホームページで申し込み。

【町田創業～ファーストステップセ
ミナー】
日①１月１５日㈫午後２時～３時３０分
②１月１５日㈫午後３時４５分～５時１５
分③１月２３日㈬午後２時～３時３０分
④１月２３日㈬午後３時４５分～５時１５
分
内①人材育成～経営者としての考え
方・スキルを磨こう②販路開拓～販
路開拓の基本的な手法を知ろう③経
営～経営者として知っておくべき法
律の基礎知識④財務～決算書の読み
方、考え方を知ろう
講①②（株）ウィルパートナーズ代表
取締役・辺見香織氏③司法書士すず
らんリーガルオフィス代表司法書士
・藤原香奈氏④（株）ウィルパートナ
ーズ中小企業診断士・馬場郁夫氏
定各３０人（申し込み順）
申参加希望日の前日午後５時までに
同センターホームページで申し込
み。

◇
対創業予定の方、創業して間もない
方等
場同センター
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎７２４・２１２９

町田市立図書館1月、2月の催し
絵本・紙芝居・語りなどで、楽しい時間を過ごしましょう！

催　し 日　程 時　間 会　場

①ちいさい子向けおはな
し会
②おおきい子向けおはな
し会
③乳幼児向けおはなし会
④こどもえいが会
⑤土日の臨時おはなし会

①1月9日、16日、23日、
30日、2月13日、20日、
27日
②1月9日、23日、2月
13日、27日
③1月11日、25日、2月
8日、22日
④1月16日、2月6日
⑤1月26日、27日

①午後2時30分から
②午後3時30分から
③午前10時30分か
ら、11時から
④1月は午後3時15分
から、2月は午後3時
から
⑤午前11時から

中央図書館
☎728・8220

※その他、各市立図書館でも催しを行っています。詳細は各市立図書館へお問い合わせ下
さい。
問さるびあ図書館☎722･3768、鶴川図書館☎735･5691、鶴川駅前図書館☎737・
0263、金森図書館☎710･1717、木曽山崎図書館☎793･6767、忠生図書館☎792・
3450、堺図書館☎774･2131


