町田市イベント申込システム

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。

イベシス 検索

忠生で始める２０２０年のお仕事探し！

町田市介護人材バンク

【出張・相談登録会ｉｎ忠生市民センタ
ー】
資格や経験は不問です。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。
対介護施設に就職を希望する方
日１月２２日㈬午後１時３０分～４時
場忠生市民センター会議室２
※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）。
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

の開催となります。また、今年度更新
となる対象事業者には、別途通知を
送付します。
対介護保険の住宅改修を行う施工業
者
日１月３０日㈭午後１時３０分～５時３０
分
場市庁舎
申１月２２日までに電話で介護保険課
（☎
☎７２４・４３６６）へ。
こころいきいきつながろう

シ

ル

バ

ー

展

日２月６日㈭、１４日㈮、２５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２００１０８Ａ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
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センタ－へお問い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４６

「 朝 湯 」で 気 持 ち よ く
新年を始めませんか
当日ご来場いただいた方には、先
着順でタオル（数量限定）をプレゼン
トします。詳細は、各浴場へお問い合
わせ下さい。
日１月２日㈭午前８時～午後２時
場大蔵湯（木曽町５２２）、金森湯（金森
３－２２－２１）
入浴料大人４７０円、小学生１８０円、未
就学児８０円
問金森湯☎
☎７９６・５９２６、大蔵湯☎
☎
７２３・５６６４、町田市産業政策課☎
☎
７２４・３２９６

各団体の活動を紹介します。
日１月６日㈪～１０日㈮、午前８時３０
地 域 介 護 予 防 教 室
分～午後５時
※初日は午前１０時から、最終日は午 【みんなの食堂を高ヶ坂に作ろう！】
後３時までです。
高齢者の栄養について学びなが
介護の基本を学びたい方へ
町田わんにゃん譲渡会
※各団体の活動紹介以外は午前１０
ら、子どもを含めた多世代交流の場
基礎介護技術講習会
時～午後３時です。
「みんなの高ヶ坂食堂」を立ち上げる
町田動物愛護の会に所属するボラ
場イベントスタジオ及び多目的スペ
ための方法や知識を学びます。
ンティア団体が保護犬、保護猫の譲
対市内在住の①家庭で介護をしてい
ース（市庁舎１階）
対市内在住のおおむね６５歳以上の
渡会を開催します。
る方②介護職に就労したい、または
内町田市シルバー人材センター＝入
方
※動物と触れ合うための場ではあり
関心のある方③現在介護の仕事をし
会・受注相談、会員作製の小物販売、 日１月１７日～３月２０日の金曜日、午
ません。
ていて基本を学びたい方
お囃子等、町田市老人クラブ連合会
後２時～４時、全１０回
※新しく飼い主になる場合は諸経費
日２月９日㈰午後１時～５時
場ツクイ・デイサービス高ヶ坂（高ヶ
がかかります。また、身分証明書を持
場
（社福）
賛育会清風園
＝輪投げ体験、町田市ゲートボール
坂）
参して下さい。
※車での来場を希望する方は、申し
協会＝ゲートボール体験
講管理栄養士 他
対犬、猫を迎えたい家族
込み時にお申し出下さい。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４１
定２０人（申し込み順）
日１月２６日㈰午前１０時～正午
内認知症の基礎知識に関する講義、
家
族
介
護
者
教
室
申１月４日～１５日に電話で南第３高
場子どもセンターつるっこ芝生広場
移動・移乗介助、
高齢者の疑似体験等
齢者支援センター（☎
※駐車場に限りがありますので、公
講
（公社）
東京都介護福祉士会
対市内在宅高齢者の家族介護者
☎７２０・３８０１）
共交通機関をご利用下さい。
定４０人
（申し込み順）
日①１月１５日㈬午前１０時～正午②１
へ。
問生活衛生課☎
費③のみ４０００円（町田市介護サー
月１８日㈯午後１時３０分～３時３０分
※当日及び講座に関することは、同
☎７２２・６７２７
ビスネットワーク会員事業所職員は
場①和光大学ポプリホール鶴川３階
２０００円）
多目的室②特別養護老人ホーム第二
三島由紀夫展
申住所・氏名・電話番号を明示し、１
清風園
「肉体」というｓｅｃｏｎｄ ｌａｎｇｕａｇｅ
月３１日午後５時までに、電話または
内①成年後見制度や地域福祉権利擁
問町田市民文学館☎
☎７３９・３４２０
ＦＡＸで、町田市介護人材開発センタ
護について学ぶ②薬剤師がサプリメ
ー
（☎
ントの効果や食事、薬との関係につ
☎８５１・９５７８返８５１・９５７９、受
没後５０年を迎える現在まで、世界 に語っていただきます。
いて説明
付時間＝祝休日を除く月～金曜日の
中で読み継がれている作家・三島由 日２月１５日㈯午後２時～３時３０分
定①２０人②３０人／申し込み順
午前９時～午後５時）
へ。
紀夫の展覧会です。
「肉体」をキーワ 場同館２階大会議室
申電話で①鶴川第２高齢者支援セン
問いきいき総務課☎
☎７２４・２９１６
ードに、自筆原稿や創作ノートなど 定８０人（申し込み順）
ター
（☎
☎７３７・７２９２）へ②鶴川第１高
介護保険の住宅改修に伴う
から、三島作品をひも解きます。ま 【④朗読会「橋づくし」】
齢者支援センター（☎
☎７３６・６９２７）
た、三島が１９６４年の東京オリンピ
銀座界隈を舞台に、七つの橋を渡
施工業者向け研修会
へ。
ックの際に執筆した、開会式や各競 って願掛けをする花柳界の女性たち
問高齢者福祉課☎
４月から３年間、市で介護保険住宅
☎７２４・２１４０
技の観戦記を紹介するコーナーを設 を描いた短編小説を朗読します。
改修の
「受領委任払い事業者」として
おいしく！楽しく！健康に！
け、作家の言葉から先のオリンピッ 日２月２４日（振休）午後２時～３時３０
登録を希望する住宅施工業者を対象
クを回顧します。
分
男 性 料 理 教 室
に、
登録・更新に必要な研修会を開催
会期１月１８日㈯～３月２２日㈰
場同館２階大会議室
します。
今年度から新規事業者、更新
対市内在住の６５歳以上の料理初心
休館日月曜日、第２木曜日（ただし２ 講エフエムさがみパーソナリティー
事業者の区分を設けずに、１回のみ
者の男性で、全回参加できる方
月２４日は開館）
・阿南京子氏
観覧時間午前１０時～午後５時
定６０人（先着順）
町田市立図書館1月、2月の子ども向けの催し
場同館２階展示室
【⑤三島由紀夫原作「剣」映画上映会】
催 し
日 程
時 間
会 場
同名小説を原作とし、１９６４年に
①ちいさい子向け ①1月15日、19日、22日、29日、① 午 後2時30分 か ら
関連イベント
おはなし会
2月12日、16日、19日、26日 （1月19日、2月16日は
公開された映画「剣」
（監督・三隅研
②おおきい子向け ②1月11日、18日、25日、2月1 午前11時から）
次、主演・市川雷蔵）を上映します。
【①展示解説】
中央図書館
おはなし会
日、8日、15日、22日、29日
②午前11時から
☎728・8220
日３月１日㈰午後２時～３時５０分
担当学芸員が解説をしながら、展
③乳幼児向けおは ③1月10日、24日、2月14日、③午前10時30分から、
なし会
28日
11時から
場同館２階大会議室
示室を巡ります。
④こどもえいが会 ④1月8日、2月5日
④午後3時から
日１月２５日㈯、２月１１日㈷、３月２２日 定６０人（申し込み順）
※詳細は町田市立図書館ホームページ、または、まちだ子育てサイトをご覧下さい。
【⑥藤田三男氏講演会「担当編集者と
㈰、午後２時～２時４０分
※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
してみた三島由紀夫の一面」】
場同館２階展示室
さい。
☎722･3768、鶴川図書館☎
☎735･5691、鶴川駅前図書館☎
☎737・
問さ るびあ図書館☎
編集者として見た三島作品の魅力
【②三島由紀夫原作「炎上」映画上映
☎710･1717、木曽山崎図書館☎
☎793･6767、忠生図書館☎
☎792・
0263、金森図書館☎
や装丁について、元担当編集者の藤
会】
☎774･2131
3450、堺図書館☎
「金閣寺」を原作とし、１９５８年に 田三男氏に、三島とのエピソードを
公開された映画「炎上」
（監督・市川 交えながら語っていただきます。
子育てひろばカレンダー
（毎月25日発行）
日３月８日㈰午後２時～３時３０分
崑、主演・市川雷蔵）を上映します。
問子育て推進課☎
☎724・4468
場同館２階大会議室
日２月９日㈰午後２時～３時５０分
定６０人（申し込み順）
場町田市民フォーラム
子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
◇
定１８０人（申し込み順）
ばカレンダー」
でご案内しています。 町田市子育てひろばカレンダー 検索
【③佐藤秀明氏講演会「肉体のことば 申①④直接会場へ②③１月９日正午
～三島由紀夫の本心」】
から⑤⑥２月６日正午から、イベント
まちだ子育てサイト
町田市メール配信サー
三島にとって「肉体」がどのような ダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）またはイ
ビス（ほっとメールま
子育てひろばカレンダー
意味を持ち、それが作品にどのよう ベ シ ス コ ー ド ② ２ ０ ０ １ ０ ９ Ａ③
ちだ）で子育て情報を
に表象されているのか、本展監修の ２００１０９Ｂ⑤２００２０６Ａ⑥２００２０６Ｂ
配信中 !
三島由紀夫文学館館長・佐藤秀明氏 へ。
はや

し

かい わい

町田産新鮮野菜がいっぱい 日曜朝市

日1月12日㈰午前7時30分〜 8時30分（売り切れ次第終了）場教育センター駐車場 問農業振興課☎724・2166

