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【肝臓が悪いと言われたら】
日１０月２０日㈰午後１時３０分～４時
場健康福祉会館４階講習室
内脂肪肝・肝硬変・肝がんの予防と最
新治療についてのスライドによる講
演、
アンケートへの回答
講千葉大学医学部附属病院消化器内
科教授・加藤直也氏
定２００人
（先着順）
※同日午前１０時～１１時４５分に「Ｂ
型Ｃ型肝炎何でも話そう！」をテーマ
とした交流会もあります。
問町田肝臓友の会☎７２９・４３００（受
付時間＝月・水・金曜日、午前１１時～
午後２時）
、町田市健康推進課☎７２５
・５１７８

な る ほ ど 納 得！ 糖 尿 病
【食べて、
動いて、
健康ライフ】
糖尿病予防に重要な食生活や運動
について、日常生活の中で実践する
コツや継続しやすい工夫などを楽し
く分かりやすく解説します。
日１１月１４日㈭午後１時～３時４５分
場健康福祉会館
講医療法人社団心施会府中腎クリニ
ック・南大沢パオレ腎クリニック管
理栄養士 福島由香里氏、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１００人（申し込み順）
申１０月８日正午～１１月６日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９１００８Ａへ。
問健康推進課☎７２５・５１７８
幼児の保護者向け講座
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【いまどきの子育てで大切なこと～
幸せ子育てのコツ】
対市内在住の子育て中の方
日１１月１５日㈮午前１０時～正午
場生涯学習センター
講玉川大学教授・大豆生田啓友氏
定２０人（抽選）
申１０月１日午前９時～２０日午後５時
に 電 話 で 同 セ ン タ ー（ ☎ ７ ２ ８・
００７１）へ。
さがまちカレッジ

講 座 受 講 者 募 集

詳細は講座案内チラシ（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（さがま
ちコンソーシアムホームページでダ
ウンロードも可）。
【ハンドベルでクリスマスソングを
奏でよう】
イングリッシュハンドベルを使っ
て、ハンドベルの持ち方やクリスマ
スソングの演奏を行います。

１０月は高年齢者雇用支援月間

町田市シルバー人材センターをご存じですか

問町田市シルバー人材センター☎７２３・２１４７、
町田市高齢者福祉課☎７２４
・２１４１
年齢に関わらず活躍できる社会の
実現に向けて、高齢者の雇用と就労
の重要性が高まっています。市では、
高齢者がいきいきと働ける場として
町田市シルバー人材センターの事業
を支援しています。

“心いきいき、生涯現役”
町田市シルバー人材センター
同センターは、
各家庭や企業・団体
からの依頼を受けて仕事を行ってい
ます。
働くことを通して、健康で生き
がいのある生活の実現を目指してい
ます。
また、
仕事以外にもボランティ
ア活動を行うなど、地域の皆さんに
親しまれています。
企業や家庭のさまざまな仕事を受
け付けていますので、お気軽にご相
談下さい。

仕事内容網戸などの張り替え、刃物
研ぎ、エアコンなどの洗浄、家事援助
サービス、植木の手入れ、簡単な大工
仕事、パソコンサポート、家庭教師、
事務処理の仕事、施設管理の仕事、リ
サイクルショップの運営等
※詳細は、同センターへお問い合わ
せ下さい。
【入会に興味がある方は～毎月説明
会を実施しています】
知識や経験を生かして、一緒に働
いてみませんか。
対市内在住の６０歳以上で、健康で働
く意欲のある方
日１０月２日㈬、１１月５日㈫、午前９時
３０分から
場町田市シルバー人材センター（森
野１－１－１５、わくわくプラザ町田２
階）

１０月１１日～２０日

全国地域安全運動を実施します

問市民生活安全課☎７２４・４００３

全国地域安全運動は、防犯協会 りにご協力下さい。
を始めとする民間防犯協力組織、 【防犯イベントを開催します】
いずれも式典や防犯講習会（特
自治体、
関係機関団体、地域住民及
び警察が連携して、地域安全活動 殊詐欺防止の寸劇等）を行います。
を強力に推進することで、安心し ○町田地域安全のつどい（町田警
て暮らせる安全な地域社会の実現 察署）
日１０月９日㈬午後２時から
のための運動です。
市では、期間中、町田警察署・南 場町田市民ホール
大沢警察署や関係機関と連携し、 ○八王子・町田市民防犯のつどい
各種防犯イベントを実施します。 （南大沢警察署）
この機会に、地域の見守り活動 日１０月１２日㈯午後２時から
への参加や、ご自宅の防犯設備の 場南大沢文化会館（八王子市南大
見直しなど、
安全・安心なまちづく 沢２－２７）

イベシス

検索

対中学生以上の方
日１１月２２日㈮午後２時～４時、２３日
㈷午前１０時～午後４時、全２回
場町田市生涯学習センター
講全日本合唱教育研究会顧問・千葉
佑氏
定１５人（抽選）
費５０００円
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、１０月２４日まで（必着）に
郵送またはＦＡＸでさがまちコンソ
ーシアム事務局へ（さがまちコンソ
ーシアムホームページで申し込みも
可）。
※申込締切日までに定員に達しない
場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ
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【くらしに活きる法律～オウム事件
と死刑制度】
オウム現役信者のドキュメンタリ
ー映画を撮影した森監督と一緒に、
罪や罰とは何かを考えます。
※連続講座「くらしに活きる法律」の
受講者は申し込み不要です。
日１１月５日㈫午後６時～８時
場生涯学習センター
講映画監督・森達也氏
定１０８人（抽選）
申１次受付＝１０月１日正午～午後７
時にイベシス（インターネット）コー
ド１９１００２Ｊへ／２次受付＝１０月２
日正午～２８日にイベントダイヤル
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（☎７２４・５６５６）またはイベシスへ。
問同センター☎７２８・００７１
生涯学習センター

障がい者ボランティア講座

【障がいのある人の生涯学習を考え
る～ともに学ぶ場づくりを目指し
て】
障がい者青年学級の実践を踏まえ
ながら、障がいのある人の生涯学習
が目指すものを考えます。
日１１月３日㈷、１０日㈰、午後１時３０
分～５時３０分
場同センター
内講座、ワークショップ
講町田市地域活動サポートオフィス
事業統括ディレクター・長浜洋二氏
他
定５０人（申し込み順）
申１０月１日午前９時から電話で同セ
ンター（☎７２８・００７１）へ。
生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催～３水スマイルラウンジ

白洲正子のライフスタイル

１０月１９日から町田市民文学館で
「白洲正子のライフスタイル～暮ら
しの遊び展」が開催されます。展覧会
より一足先に、鶴川で戦中・戦後を過
ごした白洲正子の生き方や暮らしに
ついて、町田市民文学館の学芸員が
お話しします。
日１０月１６日㈬午前１０時～１１時
場和光大学ポプリホール鶴川３階多
目的室
問生涯学習センター☎７２８・００７１
すさ

１０月は乳がん予防月間です
問健康推進課☎７２５・５１７８
【乳がんの早期発見には、２年に１ 【乳がん予防イベントを開催しま
度の乳がん検診が有効です】
す】
乳がんは、女性に一番多いがん
ＦＣ町田ゼルビアのホームゲー
で、４０～５０歳代に最初の発症の ム（対鹿児島ユナイテッドＦＣ戦）
ピークがきます。日本人女性の１１ で、乳がんに関するクイズや展示、
人に１人が乳がんにかかると言わ 乳がん視触診モデル体験等ができ
れていますが、早期に発見・適切な るイベントを開催します。参加者
治療を受けた場合は９０％以上が にはオリジナルポーチを差し上げ
治癒すると言われています。
ます（先着３００人）。
通常、乳がん検診には健康保険 日１０月１３日㈰正午～午後３時
は適用されず、費用は全額自費（約 場市立陸上競技場
１万１０００円）ですが、町田市では 【金森図書館・忠生図書館で特集コ
少ない自己負担額で検診を受ける ーナーを設置します】
ことができます。
乳がんや、その他のがん関連図
対町田市に住民登録があり、職場 書を紹介します。
等で検診の機会がない４０歳以上 場金森図書館（１０月３１日まで）、
の偶数年齢（2020年3月31日時 忠生図書館（１１月１３日まで）
点）の女性
【市庁舎を乳がん啓発活動のシン
検診内容問診、マンモグラフィ
ボルカラーであるピンク色にライ
費２０００円
トアップします】
申事前に電話で乳がん検診実施医 日１０月の毎週水曜日、午後６時３０
療機関（下表参照）へ。
分～９時

乳がん検診実施医療機関一覧
実施医療機関名
南町田病院
ミーナ町田ジェイクリニック
あけぼの病院
鶴川記念病院
多摩丘陵病院
ふれあい町田ホスピタル
JA健康管理センターさがみはら
ヘルス・サイエンス・センター
長津田厚生総合病院
新百合ヶ丘総合病院

所在地
鶴間4－4－1
原町田4－1－17
中町1－23－3
三輪町1059－1
下小山田町1491
小山ヶ丘1－3－8
相模原市緑区橋本6－1－14
相模原市南区相模大野3－3－2
横浜市緑区長津田4－23－1
川崎市麻生区古沢都古255

連絡先
☎799・6161
☎732・5120
☎728・1131
☎044・987・1311
☎797・1511
☎798・1121
☎772・3296
☎740・6200
☎045・981・1205
錆0120・700・098

エフエムさがみ 83.9MHz 「東京町田インフォメーション」
で町田の情報を放送中

