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お知らせお知らせ
２月１０日の日曜窓口では
乳幼児（マル乳）医療証及び�
義務教育（マル子）医療証の�
当日交付ができません
　２月１０日㈰はシステムメンテナン
スのため、子ども総務課窓口での紛
失・転居・氏名変更に伴う医療証の当
日交付はできません。手続きをした
場合、翌日以降に郵送します。
　ご不便をおかけしますが、ご理解
・ご協力をお願いします。
問子ども総務課☎７２４・２１３９
大地沢青少年センター～８月分の
利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申２月２日午前８時３０分から電話で
同センター（☎７８２・３８００）へ。
※初日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選、午後１時以降は申し
込み順に受け付けます。
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
８月分の
利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申２月１日午前８時３０分から電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ
（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）。
※７月２８日～８月１９日の夏期期間は
抽選です。詳細は、今後の本紙等でお
知らせします。

催し・講座催し・講座
町田国際交流センター～外国人のた
めの
専 門 家 無 料 相 談 会
　弁護士・行政書士などの専門家が
ビザ・在留資格等、日常生活で困って
いることの相談を受けます。
※通訳言語は、英語、中国語、韓国語、
スペイン語、フィリピン語です。
日２月１７日㈰午後１時３０分～３時３０
分
場町田国際交流センター
申電話、ＦＡＸまたはＥメールで、同セ
ンター（☎７２２・４２６０返７２２・５３３０
遍ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ－ｋｏｋｕｓａｉ．ｊｐ）
へ。
※相談会に関することは同センター
へお問い合わせ下さい。
問文化振興課☎７２４・２１８４

まちだ市民セミナー
【ココロが動きたくなるカラダに美

お

味
い

しい運動のコツを伝授！】
　糖尿病の運動療法や、変形性関節
症に伴う膝・腰などの痛みに対する
リハビリについて話します。
※要約筆記があります。
日３月１０日㈰午後２時～４時
場町田市民フォーラム
講東京医科大学八王子医療センター
糖尿病・内分泌・代謝内科理学療法士　
天川淑宏氏
定１８０人（申し込み順）
申２月５日正午～３月５日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９０２０５Ｈへ。
問保健総務課☎７２２・６７２８
講演会
メディアに惑わされない食生活
　町田地域活動栄養士会と共催で
す。
対市内在住の方、在宅管理栄養士・栄
養士、給食施設職員等
日２月２３日㈯午前１０時～正午
場健康福祉会館
講群馬大学名誉教授・高橋久仁子氏　
定１００人（申し込み順）
申２月５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１９０２０５Ｂへ。
問保健予防課☎７２２・７９９６
福祉サポートまちだ
成年後見制度出張講座

【ご存知ですか？成年後見制度】
日２月２６日㈫午後２時～３時
場南市民センター
内成年後見制度（法定後見制度）の概
要や手続きの流れ、相談先の紹介等
講福祉サポートまちだ職員
定２０人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、直接、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（町
田市民フォーラム４階、☎７２０・
９４６１返７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７

家 族 介 護 者 教 室
対市内在宅高齢者の家族介護者
日①２月２１日㈭午後１時３０分～３時
②３月２日㈯午後２時～４時
場①木曽山崎コミュニティセンター
②コミュニティカフェ　レストラン
「リレイス」（能ヶ谷）
内①臨床心理士による認知症講座②
臨床心理士による介護ストレスとの
上手な付き合い方と癒やし方につい
ての講座、コラージュ体験
定各３０人（申し込み順）
申電話で①忠生第２高齢者支援セン
ター（☎７９２・１１０５）へ②２月２５日
までに鶴川第２高齢者支援センター
（☎７３７・７２９２）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
町田で始める介護の仕事！
町田市介護人材バンク
　登録後は継続した就労支援を受け
ることができます。
【生涯現役、地域で活躍したいアクテ
ィブシニアの方～初級研修・相談登
録会】
　介護の資格がなくてもできる周辺

業務（清掃、ベッドメイキング、配膳、
介護補助等）での就労に向けた研修
・相談登録会です。
対市内在住のおおむね５０歳以上で
介護施設での就労を希望する方
日２月２７日㈬午前１０時～午後０時
３０分
講（社福）らっく評議員・遠藤信子氏
定３０人（申し込み順）
申２月２２日までに電話で町田市介護
人材バンクへ。
【介護施設への就職を希望する方～
就職相談・求職登録会】
　希望職種や勤務形態などに応じて
多様な働き方を支援します（資格や
経験は不問）。
対介護施設に就職を希望する方
日２月２７日㈬午後１時～３時
※事前予約は町田市介護人材バンク
へ（予約無しでの参加も可）。

◇
場町田市民フォーラム
問同バンク☎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
介護のしごと
ワールド・トーク・カフェ

【町田発！介護の仕事でつながろう】
　母国や介護について話したり、お
茶と軽食を取りながらゲームをして
交流を深めます（入退場自由）。
対外国籍の方とその家族・友人、介護
施設職員、外国籍の方に関するボラ
ンティアに携わっている方等
日２月２３日㈯午後７時～９時
場町田市文化交流センター
定１００人（申し込み順）
※定員に達しない場合、当日参加も
可能です。
申２月１８日までに、電話またはＥメ
ールで、町田市介護人材開発センタ
ー（☎８５１・９５７８遍ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ
－ｋｊｋｃ．ｊｐ、受付時間＝祝休日を除く
月～金曜日の午前９時～午後５時）
へ。
※詳細は町田市介護人材開発センタ
ーにお問い合わせ下さい。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６

農業者・商工業者交流会
　市とＪＡ町田市、町田商工会議所

は、農商工連携推進事業として、市内
の農業者と商工業者が連携して新た
なビジネスや価値を生み出すための
取り組みを支援しています。
　この事業の一環として事業者同士
のマッチングイベント「農業者・商工
業者交流会」を開催します。農家の方
や商工業者に限らず、他の業種の方
も参加できます。
日２月２５日㈪午後３時～５時３０分
場町田新産業創造センター
内農商工連携の進め方に関する情報
提供、取り組み事例の紹介、参加者同
士の交流等
定３０人（申し込み順）
申参加申込書に必要事項を記入し、
２月２０日まで（必着）に郵送またはＦ
ＡＸで町田商工会議所会員サービス
課（〒１９４－００１３、原町田３－３－
２２返７２９・２７４７）へ。
※参加申込書は産業政策課（市庁舎
９階）、各市民センター、町田商工会
議所、ＪＡ町田市経済課店舗等で配布
します（町田市ホームページでダウ
ンロードも可）。
問産業政策課☎７２４・３２９６

知 的 財 産 セ ミ ナ ー
【知的財産の活用方法や自治体制度
を活用したブランド化のススメ】
　日本弁理士会関東支部、ＢｕｓｉＮｅｓ
ｔ、日本政策金融公庫、日野市と共催
で、受講者参加型の知的財産セミナ
ーを開催します。
　事例紹介では、町田市トライアル
発注認定制度と知的財産を組み合わ
せて、新たな価値を生み出している
市内事業者を紹介します。セミナー
終了後は、無料相談会もあります。
日２月２２日㈮午後２時～５時１０分
場市庁舎
講日本弁理士会関東支部弁理士・上
田精一氏、（株）イズミ環境事業部・関
山秀樹氏
定２０人（うち相談会は５人まで）／申
し込み順
申参加申込書（町田市ホームページ
でダウンロード）に記入し、ＦＡＸで
知的財産セミナー２０１８運営事務局
（返０３・３４６３・０７７１）へ（日本弁理
士会関東支部ホームページで申し込
みも可）。
問産業政策課☎７２４・３２９６

３月１１日はライトダウンにご協力を

まちだ・さがみはら絆
ばん

・創
そう

・光
こう

問環境・自然共生課☎７２４・４３９１

　市では、節電や地球温暖化防止に
ついての意識を高めるため、相模原
市と連携して、市内全域で一斉にラ
イトダウン（消灯）を実施します。生
活や事業活動に支障のない範囲で、
消灯にご協力をお願いします。
日３月１１日㈪午後７時～８時
【関連イベント～気象キャスター・奈
良岡希実子さんと考える環境講演
会】
　日本各地で、これまで経験したこ
とのないような集中豪雨や大型台風
などによる被害が頻発しています。
　暮らしの中でどのような対策がで
きるのか、気象予報士の奈良岡希実
子さんの話を聞き、一緒に考えます。
対町田・相模原市に在住、在勤、在学

の方（中学生以下は保護者同伴）
日３月２日㈯午後２時～３時３０分
場町田市生涯学習センター
定１５０人（申し込み順）
申２月６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１９０２０６Ａへ。

詳細は町田市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせ下さい。問市民課☎724・2864証明書の発行はコンビニ交付サービスをご利用下さい !

奈良岡希実子さん

２月１１日㈷～１２日㈫� �
コンビニ証明書自動交付
サ ー ビ ス を 終 日 休 止
　システムメンテナンスのため、
２月１１日㈷～１２日㈫はコンビニ
エンスストアでの証明書自動交付
サービスを終日休止します。
※コンビニ交付の再開は、２月１３
日㈬午前６時３０分からです。
問市民課☎７２４・２８６４


