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催し・講座

町田市女子ゲートボール大会
対市内在住のゲートボール愛好者で
編成する女性チーム日１０月２８日㈭
午前９時～午後１時（雨天予備日は
２９日）場木曽山崎グラウンド申所定
の用紙（町田市ゲートボール協会に
有り）に記入し、１０月１５日午後３時
まで
（必着）
に直接または郵送で同協
会へ
（月・土・日曜日、祝休日を除く）
／同協会未登録の場合は、同協会（せ
りがや会館内、☎
☎７２２・２２５３）へご
相談ください。
問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４１
高齢者・障がい者のための

福

祉

法

律

相

談

弁護士が相談に応じます。
対市内在住の高齢者、障がいのある
方、またはその家族や関係者日１０月
１９日、
１１月１６日、
１２月２１日、
いずれも
火曜日午後２時～４時２０分（１人３０分
程度）場町田市民フォーラム内成年
後見制度、相続、遺言、贈与、財産分
与、
権利侵害等の相談申氏名・電話番
号を明示し、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
（☎
☎７２０・９４６１返７２５・
１２８４）
へ。
問福祉総務課☎
☎７２４・２５３７

地

域

公

開

講

座

対市内在住の方日１１月４日㈭午前９
時４５分～１１時４５分場町田市民フォ
ーラム内上手においしく食べるため
に講松田歯科クリニック院長・松田
恵里子医師定５０人（申し込み順）申

１０月７日正午～２８日にイベントダ
イヤルまたはイベシスコード
２１１００７Ａへ。保育希望者（４か月以
上の未就学児、申し込み順に９人）は
併せて申し込みを。附室からの親子
鑑賞希望者（未就学児、申し込み順に
５人）は電話で併せて申し込みを。
問子ども発達支援課☎
☎７０９・３４５５
地域の介護施設で仕事をしませんか？

町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
●出張・就労相談会ｉｎ町田市民フォ
ーラム 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
１０月２９日㈮午後１時３０分～４時場
町田市民フォーラム第２学習室Ｂ／
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）。詳細は同
バンクＨＰ（右記二次元バ
ーコード）をご覧くださ
い。
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

専門家による無料相談会
遺言書の書き方や相続全般に関す
ること、不動産の取引におけるトラ
ブルや鑑定・評価・登記に関するこ
と、建築設計、住宅耐震診断、土地の
境界・測量、年金・労働問題等に関す
る相談に「未来を創るアーバンネッ
トまちだ」登録団体の専門家がお答
えします。国の行政に関する苦情・要
望も受け付けます。相談時間は１人
３０分以内です。

認知症とともに生きるまちづくりに関する連携協定を締結

問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４０

市では、認知症とともに生きる
まちの実現を目指し、９月２１日に
（一社）Ｄフレンズ町田と、
「認知症
とともに生きるまちづくりに関す
る連携協定」
を締結しました。
同団体は、認知症の方の居場所
や活動の場の創出に関する独自の
取り組みを実施している団体で
す。
今後は同団体と連携し、認知症
の方やその家族と地域住民が共に
活躍できる機会の創出や、若年性
認知症の方やその家族の支援体制
の構築に取り組みます。

若年性認知症について
ご相談いただけます

軽にご相談ください。市内で若年
性認知症の方の交流会も開催して
います。
電話番号☎
☎０７０・８９３４・１７１７（受
付時間＝午前１０時～午後５時）
○東京都多摩若年性認知症総合支
援センター
専門医療機関との連携、認知症
状、生活・経済・就労の問題、障害福
祉・介護保険の手続きなど、幅広く
サポートします。診断前の方もお
気軽にご相談ください。
電話番号☎
☎０４２・８４３・２１９８（受
付時間＝祝休日を除く月〜金曜
日、午前９時～午後５時）

若年性認知症とは、６５歳未満で
発症した認知症をいいます。下記
の窓口で、若年性認知症に関する
相談を受け付けています。
【相談窓口】
○
（一社）
Ｄフレンズ町田
若年性認知症を含む、認知症に
関する悩みや不安について、お気

子育てひろばカレンダー
（毎月25日発行）
問子育て推進課☎
☎724・4468
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
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
町田市子育て情報配信
サービス、ＬＩＮＥでも
ご覧いただけます

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

対市内在住、在勤の方日１０月１７日
㈰午前１０時～午後３時３０分場ぽっ
ぽ町田
問広聴課☎
☎７２４・２１０２

知的財産セミナーｉｎ町田
●競争社会を生き抜くために 明日
に活かしたい知財の話 コロナ時代
を生き抜くヒントとなる知的財産に
ついて、制度の概要や事例を紹介し
ます。また、市から事業者を対象とし
た支援も紹介します（Ｚｏｏｍミーテ
ィングを使用）。
日１０月２６日㈫午後１時３０分～３時
内「今だからこそ知っておきたい！
知財の心得」
「町田市が、事業者の新
たなチャレンジをサポートします！」
講弁理士・高原千鶴子氏 他申チラ
シ（産業政策課〔市庁舎９階〕、各市民
センター、町田商工会議所等で配布、
市ＨＰでダウンロードも可）に必要事
項を記入し、ＦＡＸで知的財産セミナ
ー２０２１運営事務局（返０３・６６６７・
０５６８）へ（右記二次元バ
ーコードで申し込みも
可）。
問同事務局☎
☎０３・６６６７・０５９２、町
田市産業政策課☎
☎７２４・３２９６
ハローワーク町田・八王子・相模原合同

介 護

福 祉

相 談 面 接 会

介護・福祉業界で、正社員・パート
等で働きたい方の合同相談面接会を
開催します（未経験者も歓迎）。毎回、
市内の事業所が７社参加します。参
加する事業所は毎月変わります。
対１８歳以上の社会人の方日１０月２０
日、１１月１７日、１２月１５日、２０２２年
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１月１９日、２月１６日、３月１６日、いず
れも水曜日午前９時３０分〜正午場ハ
ローワーク町田本庁舎定各１５人（申
し込み順）申事前に電話で町田市介
護人材バンク（☎
☎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）へ。
問いきいき総務課☎
☎７２４・２９１６
障がい者就職面接応援イベント

４ 所 合 同 面 接 フ ェ ア
参加企業（２０社予定）の人事担当
者と面接ができます。応募書類に障
がいの種類・等級をご記入ください。
日程１０月２５日㈪～１１月２６日㈮場
ハローワーク会議室及び参加企業の
事業所内申ハローワーク町田・八王
子・府中・相模原に求職登録している
方は直接登録先のハローワークへ。
その他のハローワークで求職登録し
ている方は、直接ハローワーク町田
へ。詳細はハローワーク町田ＨＰをご
覧ください。
問ハローワーク町田専門援助部門☎
☎
７３２・７３１６鯖７３２・８７２４、町田市障
がい福祉課☎
☎７２４・２１４７返０５０・
３１０１・１６５３

デ

ゴ

イ

チ

祭

ナンバープレートを取り付けた実
物Ｄ５１蒸気機関車や、実際に使われ
た鉄道用品をご覧いただけます。鉄
道模型のＮゲージレイアウトで運転
の体験等もできます。
日１０月１７日㈰午前１０時～午後３時
場町田市子ども発達センター隣接地
／駐車場はありません。
問児童青少年課☎
☎７２４・４０９７

全国×まちだＤサミット２０２１

“認知症とともに生きるまちづくり”のはじめかた

問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４０

認知症の方同士が「認知症とと す。イベントの申し込み等の詳細
もに生きる」ことについて語り合 は、まちだＤマップＨＰ
い、３つのセッションを通して、こ （右記二次元バーコー
れからのまちづくりを視聴者と考 ド）をご覧ください。
えるオンライン形式のイベントで 対認知症の方や家族、支援者等
す。各セッションでは、視聴者も参 日１２月１１日㈯午前１０時～午後５
加可能なグループワークを行いま 時２０分
市内最高齢者の方を市長がリモート訪問

長寿をお祝いしました

問高齢者福祉課☎
☎７２４・２１４１

９月２０日の敬老の日を前
にした９月１４日、新型コロ
ナ ウ イ ル ス 感 染 防 止 のた
め、市長が市内の最高齢者
の長寿をオンラインでお祝
いしました。
市内最高齢に輝かれた篠
原愛さんは、大正２年生ま
れの１０８歳です。お住まい
市内女性最高齢・
市内男性最高齢・
の施設では、お仲間と一緒
篠原愛さん
守屋章雄さん
に園芸やコーラスを楽しま
れています。当日は、自身が通われて
いた学校の歌を、元気な声で披露し
ていただき、楽しい時間を過ごされ
ました。
男性最高齢となられた守屋章雄さ
んは、大正４年生まれの１０５歳です。
市内小学校で長年にわたり教員を務
められました。ご都合により訪問で
きませんでしたが、お祝いの言葉を
伝えさせていただきました。
市長のリモート訪問の様子

