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シニア

で配布）をご覧ください。
のうち、主治医が集団保育を実施す
●音楽コース
ることが適切であると認めた３歳児
日９月２９日～１２月１日の水曜日、午
クラス以上の児童入所開始日２０２２
町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
後２時～４時、全６回場町田市民フォ
年４月１日保育時間月～金曜日の午
ーラム等内エッセイスト、作曲家、免
前８時３０分～午後４時３０分（１日８時
●出張・就労相談会ｉｎ南市民センタ
疫医療の専門家等から音楽の魅力に
間）対象施設市内公立保育所定３人
ー 資格や経験は不問です。希望職
ついて、さまざまな観点から話を伺 （選考、１園につき１人）申事前に入園
種や勤務形態などに応じた多様な働
う定６０人（抽選）
相談が必要です。相談予約は、８月１６
き方を支援します。
●脳トレコース
日までに電話で保育・幼稚園課へ。お
日７月３１日㈯午後１時３０分〜４時場
日９月１４日～１１月３０日の火曜日、
子さんの状況等により、ご希望の保
南市民センター第１会議室／事前予
午後１時３０分～３時、全６回場中央図
育所を変更していただく場合があり
約は同バンクへ（予約無しでの参加
書館内誰でもできる簡単なゲームや
ます。なお、申請方法や必要書類等の
も可）
。
健康体操を体験し、脳科学に基づき、 詳細は、入園相談時に説明します。
●町田の介護を支える仕事 相談面
脳の活性化の方法を具体的に学ぶ定
問保育・幼稚園課☎
接会 介護にかかわる仕事やボラン
☎７２４・２１３７
３０人（抽選）
ティアに興味のある方のための相談
子ども創造キャンパスひなた村
◇
面接会です。市内の法人と町田市社
人 形 劇 を つ く ろ う
対市内在住の２０２１年４月１日現在
会福祉協議会が参加します。未経験
６０歳以上の方申１次受付＝７月１５日
者も歓迎、希望に応じた多様な働き
●マリオネット・モンスター
正午～１９日午後７時にイベシスコー
方等を相談できます。
対市内在住、在勤、在学の小学生～
ド２１０７２０Ｈ／２次受付＝７月２０日
日８月４日㈬午後１時～４時場町田商
１８歳の方日８月１日㈰午前９時３０分
正午～８月１９日にイベントダイヤル
工会議所定３０人（申し込み順）申７月
～正午定８人（申し込み順）費３００円
またはイベシスへ。
３０日までに電話で同バンクへ（同バ
申７月１７日午前１０時から電話でひ
問生涯学習センター☎
ンクＨＰで申し込みも可）。
なた村へ。その他講座やワークショ
☎７２８・００７１
◇
ップについては、同キャン
対介護施設に就職を希望する方／詳
パスひなた村ＨＰ等をご覧
細は同バンクＨＰ（右記二次
ください。
医療的ケアを必要とする児童の
元バーコード）からご覧く
問同キャンパスひなた村☎
☎ ７２２・
保育所への入所申込の受け付け
ださい。
５７３６
問同バンク☎
☎８６０・６４８０（受付時間
保育所の利用にあたっては、市が
みんけん体験講座
＝祝休日を除く月～金曜日の午前９
策定した「医療的ケア児の保育所等
くらべてみよう！昔と今のエコライフ
時～午後５時）
、町田市いきいき総務
受入れガイドライン」により決定し
課☎
ます。なお、対応可能な医療的ケア
☎７２４・２９１６
シュレッダーなどの廃材紙を使用
は、
「経管栄養（経鼻胃管、胃ろう）」、 し、紙すき体験を通じ昔のエコライ
２０２１年 度 後 期 こ と ぶ き 大 学
「喀痰の吸引（口腔・鼻腔内吸引）」、
フを学び、現代のエコライフについ
ては、
「みえるくん」の講座から学び
詳細は、
募集案内
（生涯学習センタ 「導尿」です。
ます。
対保育所で保育を必要とされる児童
ー、
各市民センター、各市立図書館等
対５歳以上の方（未就学児は保護者
同伴）日８月１４日㈯、８月１５日㈰、午
あなたも市民大学で学びませんか？
前１０時～正午、午後１時３０分～３時
問生涯学習センター☎
☎７２８・００７１

子ども・子育て

かく たん

① まちだの芸術・文芸
② まちだの福祉
“こころ”と“からだ”
の健康学
まちだのまちとく
④
らしのエコ入門
まちだの市民国際
⑤
学
③

⑥ 人間関係学
⑦ 町田の歴史（来場）
⑧

町田の歴史（録画配
信）

び

くう

申１次受付＝７月１５日正午～１９日
午後７時にイベシスへ（コードは
下表参照）／７月２０日正午～８月
２３日にイベントダイヤルまたは
イベシスへ。
※いずれも市内在住の方を優先の
うえ、抽選です。

９月から始まる、まちだ市民大
学ＨＡＴＳの受講生を募集します。
詳細は、
募集案内
（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、市ＨＰでダウンロードも
可）
をご覧ください。
場生涯学習センター等（④は野外
中心）
。
講座名

こう くう

日時／定員／費用
イベシスコード
10月15日～11月26日の金曜日、午前10
210720G
時～正午、全5回／30人／2000円
9月17日～12月3日の金曜日、午後6時30
210720A
分～8時30分、全7回／30人／2000円
9月9日～11月25日の木曜日、午前10時か
210720C
ら正午、全6回／30人／2000円
9月12日～11月20日の土・日曜日の日中、
210720F
全8回／20人／2000円
9月14日～11月30日の火曜日、午後6時～
210720D
8時、全8回／60人／3000円
9月15日～11月17日の水曜日、午後6時～
210720E
8時、全8回／50人／3000円
9月17日～11月12日の金曜日、午後2時～
4時、全8回／33人／3000円
210720B
録画映像を各回の翌日以降に配信／50人
／3000円

お

詫

び

７月１日号４面に掲載した、
「町田 日の翌日の日曜日、年末年始（１２
市マイナンバーカードセンターが 月２９日～１月３日）。システムメン
オープンします」記事内の休所日 テナンスにより、臨時休所をする
の記載と、
駐車場・駐輪場の記載に 場合があります。
誤りがありました。お詫びして訂 （誤）※駐車場、駐輪場はありませ
正します。
ん。公共交通機関をご利用くださ
（誤）
日曜日、祝休日、毎月第３土曜 い。
日の翌日の日曜日、年末年始（１２ （正）
※マイナンバーカードセンタ
月２９日～１月３日）。システムメン ーご利用者用の駐車場はありませ
テナンスにより、臨時休所をする ん。公共交通機関をご利用くださ
場合があります。
い。
（正）
月曜日、祝休日、毎月第３土曜 問市民課☎
☎８６０・６１９５
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３０分（各回とも同一内容）／両日と
も正午～午後１時にスケルトン収集
車「みえるくん」による「資源とごみ
の出前講座」を開催します（参加自
由）場三輪の森ビジターセンター講
和紙アーティスト・森島花氏定各８
人（申し込み順）費５００円（材料費、保
険料）申７月１６日正午～８月１２日に
イベントダイヤルまたはイベシスコ
ード２１０７１６Ｂへ。
問自由民権資料館☎
☎７３４・４５０８

町田市フォトサロンの催し
●「はすの花写真展」作品募集 薬師
池公園の大賀ハスをはじめ、各地で
撮影された、はすの花の写真を募集
します。
定３０人（先着順）費５００円写真サイ
ズＡ４申写真裏面に応募用紙を貼付
し、８月９日午前１０時から直接同サ
ロンへ（１人２点まで）。
問同サロン☎
☎７３６・８２８１
国際版画美術館

リ ト グ ラ フ 一 日 教 室
対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）日９月３日㈮、４日㈯、午前１１時～
午後４時（各回とも同一内容）場同館
内単色刷りの小品（約１５㎝×２０㎝）
を制作しながら、リトグラフの技法
を学ぶ（道具、材料は同館で用意）講
版画家・小森琢己氏定各８人
（抽選、
結
果は８月２０日ごろ郵送）費３０００円
申８月１６日までにイベントダイヤル
またはイベシスコード２１０７１４Ｈへ
（同館ＨＰで申し込みも可）／両日へ
の申し込みはできません。
問同館☎
☎７２６・２８８９

展示作品を募集します

ミニ展示「まちだのポケふた１周年
をお祝いしよう！」

問広報課☎
☎７２４・２１０１

芹ヶ谷公園に６枚のポケふたを
設置してから、８月２１日で１年を
迎えます。１周年
を記念してミニ展
示を実施します。
日８月１０日 ㈫ ～
２０日㈮、午前８時
３０分～午後５時（土・日
曜日を除く）
場イベントスタジオ
（市庁舎１階）
【展示作品募集】
展示する作品等を「ポケふた×
町田の魅力」をテーマに、下記の２
つの方法で募集します。詳細は市
ＨＰ（上記二次元バーコード）をご
覧ください。
①野生の生きものを調査せよ！ま
ちだの生きもの発見レポート
市内に生息し、ポケモンに似て
いる「野生の生きもの」の情報を募
集します。
対象の生きものほ乳類、鳥、は虫
類、両生類、魚、虫、野草等
投稿方法市民通報アプリ「まちピ
カ町田くん」で野生の生きものの
写真２枚（遠景・近景）、位置情報、
通報・レポート内容を選択し、詳細
欄に「似ているポケモンの名前」を
入力して７月２８日㈬までに投稿。

②まちだのポケふたぬりえ大集合
！みんなのぬりえ作品
まちだの「ポケふたぬりえ」を塗
った作品を募集します。
※ぬりえ用紙及び申込用紙は下記
施設で配布しています（市ＨＰで
ダウンロードも可）。
用紙の配布及び回収施設広報課
（市庁舎４階）、各子どもセンタ－、
生涯学習センター、中央図書館、町
田市民文学館
投稿方法作品裏面に申込用紙を貼
付し、８月２日まで（必着）に上記施
設内の回収ＢＯＸまたは郵送で広
報課（〒１９４－８５２０、森野２－２－
２２）へ。
〇ポケふたとは
（株）ポケモンが各地の来訪促進
を目的に全国に寄贈しているマン
ホールふたで、それぞれ世界に１
枚しかないオリジナルデザインで
製造されています。
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