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新型コロナウイルス感染防止のため、催し・講座は中止や一部変更になる場合がありますのでご了承ください

せせらぎの里　町田市自然休暇村～
２０２１年２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８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）。
※２月１日～４日、９日、１０日、１６日～
１８日、２５日は利用できません。

催し・講座催し・講座
　参加の際は、検温・手洗い・マス
ク着用などの感染症対策をお願い
します。

土曜日開催！平日お忙しい方も成瀬
へＧＯ！

町田市介護人材バンク
【出張・就労相談会ｉｎなるせ駅前市民
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た多様な働き

方を支援します。
対介護施設に就職を希望する方
日８月２２日㈯午後１時３０分～４時
場なるせ駅前市民センター第２Ａ会
議室
※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
健康寿命を延ばそう！

フ レ イ ル チ ェ ッ ク 会
　フレイルとは、年齢とともに筋力
や認知機能が低下し、生活機能障害
などの危険性が高まった状態です。

運動・栄養・口
こう

腔
くう

・地域活動の総合的
なチェックや体力測定等から現在の
状態を確認し、専門家によるミニ講
座を通じて元気を取り戻すための取
り組みについて学びます。
※動きやすい服装・靴でおいでくだ
さい。
※当日の運営は町田市シルバー人材
センターが行います。
対市内在住の６５歳以上の方
日９月２日㈬午後１時～４時
場なるせ駅前市民センター
定４０人（申し込み順）
申８月４日正午～２３日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２００８０４Ｄへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

プラスチックごみを減らそう！
古傘を活用したマイバッグ作りのススメ

問消費生活センター☎☎７２５・８８０５

９月は東京都の「自殺対策強化月間」です
問健康推進課☎☎７２４・４２３６

２０２１年７月　オリンピックが町田にやってくる！
問オリンピック・パラリンピック等国際大会推進課☎☎７２４・４４４２

　プラスチックによる海洋汚染や
地球温暖化の懸念が高まる中、日
本でもレジ袋の有料化が始まりま
した。
　同センターでは、古傘の生地を
活用したマイバッグの作り方につ
いてのパネルを掲示し、チラシも
配布しています（実物の展示も有
り）。

　傘を再利用して、軽くてかさば
らず、洗ってもすぐ乾く便利なバ
ッ グ が 作 れ ま
す。レジ袋の有
料化を機会に、
マイバッグを作
っ て み ま せ ん
か。

　日本の自殺者数は減少傾向にあ
るものの、依然として年間２万人
を超える方が亡くなっており、町
田市でも毎年かけがえのない“い
のち”が失われています。市ではこ
うした現状を踏まえ、９月の自殺
対策強化月間に、さまざまな取り
組みを実施します。今年度は、新型
コロナウイルス感染症の影響を考
慮して、８月から普及啓発の取り
組みを開始します。

　町田リス園と協働で、身近な人の
悩みに気付き・支える「ゲートキー
パー」に関するポスターの掲示やゲ
ートキーパーの手引きを記載した
クリアファイルを作成しました。
　９月３０日㈬まで、以下の各駅構
内で配布します。
配布場所ＪＲ横浜線町田駅・成瀬駅
・相原駅、小田急線町田駅・鶴川駅
・玉川学園前駅、東急田園都市線
南町田グランベリーパーク駅・す
ずかけ台駅・つくし野駅、京王相模
原線多摩境駅

　自殺予防・防止を目的とし、各種
相談先の電話番号やＬＩＮＥ ＩＤとゲ
ートキーパーの役割等が掲載され
た、「『悩み』の相談先一覧・ゲート
キーパー手帳」をリニューアルし
ました。
　新型コロナウイルス感染症と関
連する、こころ、ＤＶ、仕事等の相

談先を新たに追加しています。
配布場所各市民センター、各連絡
所、各市立図書館等の市内施設

　自殺の背景には、経済・生活・健康
・家庭問題などの悩みが絡み合っ
ています。市では、その悩みを解決
する糸口を一緒に探すため、精神
保健福祉士や弁護士、ハローワー
ク相談員・社会福祉士・保健師・高
齢者支援センター職員などの相談
員が無料で相談に応じる総合相談
会を開催します。相談のほか、申請
・手続きの助言や関係機関、行政の
担当窓口などをご案内します。
対市内在住、在勤、在学の方
日９月１７日㈭午前１０時３０分～午
後４時
場市庁舎
申８月４日午前９時から電話で健康
推進課へ（相談は３０分単位、相談
内容別に時間指定制、１人２枠ま
で）。
※家族・友人の相談もできます。

　右記二次元バーコ
ードからＹｏｕＴｕｂｅ
の動画を閲覧いただ
き、その後、概要欄に
あるアンケートフォームから問題
に回答していただく形式で行う養
成講座です。
閲覧期間９月３０日㈬まで
講精神保健福祉士・伊藤次郎氏

公開している会議　傍聴のご案内
 

会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み

町田市教育委員会定例会 ８月７日㈮午前
１０時から

市庁舎１０階会
議室１０－２～５

直接会場へ問教育総
務課☎☎７２４・２１７２

町田市教育委員会臨時会 ８月１８日㈫午
前１０時から

市庁舎１０階会
議室１０－２～５

会議当日午前９時3０
分から市庁舎１０階会
議室前で抽選問教育
総務課☎☎７２４・２１７２

町田市介護保険事業計画
・高齢者福祉計画審議会

（重点事業検討部会）

８月１９日㈬午
後６時3０分～
８時

市庁舎3階会議
室3－１

3人
（申し込み順）

事前に電話でいきい
き総務課（☎☎７２４・
２９１６）へ

町田市環境審議会
８月１９日㈬午
後６時3０分～
８時3０分

市庁舎２階会議
室２－２

１０人
（申し込み順）

８月１８日までに電話
で環境政策課（☎☎７２４
・４3８６）へ

　弾道ミサイル情報や緊急地震速
報等が発信されたときに、町田市
防災行政無線屋外スピーカーで市
内全域に試験放送します。
※５月２０日に予定していた試験放
送が中止になったため、臨時で実
施します。
※町田市メール配信サービスに登

録している方には、事前及び当日
にメール等を配信します。なお、災
害等が発生した場合には予告なく
中止する場合があります。
日８月５日㈬午前１１時ごろ
内「これはＪアラートのテストで
す」という音声を３回繰り返し放送
市HP Ｊアラート  検索

Ｊアラート（全国瞬時警報システム）の試験放送
全国一斉情報伝達試験� 問防災課☎☎７２４・３２1８

※コースは、大会運営上の事由等により一部変更される可能性があります。
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町田市内コース図（男女共通）

　１年延期となった東京２０２０オリ
ンピック・パラリンピック競技大
会で、再び町田市がオリンピック
の自転車競技ロードレースのコー
スとなることが発表されました。
東京の武蔵野の森公園をスタート
し、静岡県の富士スピードウェイ
のゴールを目指します。コース中、
町田市内約３．４㎞（下地図参照）を
通過します。１年後、世界のトップ
アスリートの熱い戦いを町田で応
援しましょう！
　競技の開催概要や最新情報は、
町田市ホームページまたはＴｗｉｔｔ
ｅｒアカウント「町田市オリンピッ

ク・パラリンピック
情報【公式】」（＠ｍａ
ｃｈｉｄａ_ｏｌｙｐａｒａ、右
記二次元バーコー
ド）をご確認ください。
開催日程男子＝２０２１年７月２４日
㈯、女子＝７月２５日㈰

【オリンピック開幕１年前展示】
　自転車競技ロードレースの魅力
や町田市にゆかりのあるアスリー
トを紹介するパネル展示を開催し
ています。
日８月７日㈮まで、午前８時３０分～
午後５時（土・日曜日を除く）
場みんなの広場（市庁舎１階）

ＹｏｕＴｕｂｅ～市民向けゲートキ
ーパー養成講座「悩んでいる人
にどう気づき、どうかかわるか」悩みの相談先一覧・ゲート 

キーパー手帳のリニューアル

市内各駅での 
普及啓発キャンペーン

総合相談会


