
6 2022．1．1 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

催し・講座催し・講座
町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
　詳細は同バンクＨＰ（右記
二次元バーコード）の新着
情報をご覧ください。
●出張・就労相談会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１
月２２日㈯午後１時３０分～４時場忠生
市民センター第２会議室／事前予約
は電話で同バンクへ（同バンクＨＰ
〔上記二次元バーコード〕で申し込み
も可、予約無しでの参加も可）。
●特別講座～ママチャリ講座　自転
車のルールやマナーを再確認！
　実際に自転車に乗って交通ルール
やマナーを学びます。お子さんと一
緒に参加できます。ご自身の自転車
でご参加ください（自転車の貸し出
しも有り）。講座終了後、介護に関する
求職相談会も行います（希望者のみ）。
対市内在住の介護に関わる仕事（資
格がなくてもできる清掃、ベッドメ
イキング、配膳、介護補助等の周辺業
務）の相談を希望する方等日１月２８
日㈮午前１０時～正午場町田市交通

安全協会（旭町）／車での来場はご遠
慮ください講町田警察署　他定２０
人（申し込み順）申１月２０日までに電
話で同バンクへ（同バンクＨＰ〔左記
二次元バーコード〕で申し込みも
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

普 通 救 命 講 習 会
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）日２月１９日㈯午
後１時～４時場健康福祉会館内心肺
蘇生法、ＡＥＤの使用方法、窒息の手
当て、止血の方法等／救命技能認定
証を発行します定２０人（申し込み
順）費１５００円（教材費、後日振り込
みで支払い）申１月５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
２２０１０５Ａへ。
問保健総務課☎☎７２４・４２４１

高次脳機能障がいの理解と支援について
　医師が分かりやすくお話しする福
祉講座です。
日１月２６日㈬午後６時～８時場市庁

舎講東京慈恵会医科大学附属第三病
院教授・渡邉修氏定３０人（申し込み
順）申氏名（ふりがな）・電話番号・車
いす等配慮の必要な方はその旨を明
示し、１月２１日までに電話またはＦＡ
Ｘでひかり療育園（☎☎７９４・０７３３返
７９４・０７７２）へ。

防 災 フ ェ ア
　１月１１日～１４日の防災とボラン
ティア週間に合わせて開催します。
日１月１１日㈫～１４日㈮、午前８時３０
分～午後５時（１４日は午後４時３０分
まで）場イベントスタジオ（市庁舎１
階）内備蓄品の展示や防災マップの
配布、家庭での震災対策の展示
○メール配信サービスのご案内　
　大雨、台風、集中豪雨な
どの際には、気象警報や
避難に関する情報などを
配信します。市ＨＰ（右記
二次元バーコード）で登
録できます。

◇
問防災課☎☎７２４・２１０７

女性のための就職準備セミナー
●子育て中の方のためのパソコン講
習　
対現在子育て中の方で、全回参加で
きる、早期の再就職を考えている女
性日１月２５日㈫～２７日㈭、いずれも
午前１０時１５分～午後４時、全３回場
町田市民フォーラム内就職活動に必
要な職務経歴書をパソコン（Ｗｏｒｄ
・Ｅｘｃｅｌ）で作成することを目的とし
た講習定１２人（申し込み順）申直接
または電話でハローワーク町田マザ
ーズコーナー（☎☎７３２・８５６３、受付

スマホ版

モバイル版

時間＝祝休日を除く月～金曜日の午
前８時３０分～午後５時）へ。保育希望
者（６か月以上の未就学児、申し込み
順に６人）は併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎☎７２３・
２９０８

分譲マンション管理セミナー
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等日２月１３日㈰午後１時
３０分～４時４５分場市庁舎内講演会
「大規模修繕工事における設計コン
サルタント・施工業者の選び方」、経
験交流会講柴田建築設計事務所所長
・柴田幸夫氏定１５人（申し込み順）申
電話で住宅課（☎☎７２４・４２６９）へ。
生涯学習センター～市民提案型事業
講 座 づ く り ★ ま ち チ ャ レ
●ちがいをもっと知りたいな～多文
化共生ってなあに？　外国や日本文
化の紹介などを通してお互いの違い
を理解し、ともに生きるためのヒン
トを学びます。
日２月６日、１３日、２０日、２７日、いず
れも日曜日午後１時３０分～３時３０
分、全４回場中央図書館内基調講義、
外国人によるパネルディスカッショ
ンと馬頭琴の演奏、外国人との接し
方、やさしい日本語講日本国際交流
センター執行理事・毛受敏浩氏、（一
財）自治体国際化協会地域国際化推
進アドバイザー・坂内泰子氏、パネリ
スト＝アヨンガ氏（中国）、柳哲洙氏
（韓国）　他定２０人（申し込み順）申１
月５日午前９時～２０日午後５時に電
話で生涯学習センター（☎☎７２８・
００７１）へ。

「農活」でリフレッシュ！
２０２２年度農園利用者及び研修生を募集します

問農業振興課☎☎724・2166

子育て世帯への臨時特別給付金
問子ども総務課☎☎724・21３９

国際版画美術館

町田市公立小中学校作品展
問市役所代表☎☎722・３111、同館☎☎726・2771

　市内には、さまざまな農業体験メニューがあります。仕事の息抜きや
健康増進、食育など目的に合わせて「農活」を始めませんか。

　新型コロナウイルス感染症の影
響を受けている子育て世帯を支援
するため、対象児童１人につき先
行給付分５万円、追加給付分５万円
の臨時特別給付金を全額現金で支
給します。

　なお、１月以降に支給を開始す
る方へは１０万円一括の振り込み
になります。
※詳細は、個別に送付する通知や、
まちだ子育てサイトをご覧くださ
い。

　子どもたちが学校で学習した美
術、図画工作、書写の意欲あふれる
作品を集めた展覧会を開催しま
す。
【中学校美術作品展】
１月１４日㈮～２３日㈰
【小学校図画工作展】
１月２８日㈮～２月６日㈰
【小学校書写展】
２月１１日㈷～２０日㈰
開館時間火～金曜日＝午前１０時
～午後５時（入場は午後４時３０分
まで）、土・日曜日、祝休日＝午前

１０時～午後５時３０分（入場は午後
５時まで）
休館日月曜日
場同館企画展示室１

小学校図画工作展　出品予定作品

支給対象児童 申請方法
2021年9月分の児童手当（本則給付＝
児童1人当たり月額一律5000円の特例
給付を除く）の支給対象児童

町田市から左記児童手当を受給してい
る方は申請不要です。公務員の方は申請
が必要です。

2003年4月2日～2006年4月1日生ま
れで、主たる生計を維持する保護者の所
得が児童手当（本則給付）の支給対象と
なる金額と同等未満の児童

左記の対象児童のみを養育している方
は申請が必要です（一部申請不要な方も
います）。順次お知らせを送付します。

2021年9月1日～2022年4月1日に生
まれた児童手当（本則給付）の支給対象
児童（新生児）

順次お知らせを送付します。

農業体験農園 町田市農業研修

概　要

農家の指導のもと、区画割りした畑
で種まき、苗の植え付けから収穫ま
で、1年間で約20種類の野菜作りを
楽しめます。農具・種・苗等も準備不
要で、初心者でもプロ並みの野菜が
作れます。

市が開設した研修農場で、約80㎡の
区画を管理しながら一般的な栽培
技術を学びます。農家を支援する援
農者や新たに農業経営を目指す方
向けで、仕事を続けながらの受講も
可能です。

対　象 自家用車を使わず農園に来ること
ができる方

市内在住の、小野路町の研修農場に
通うことができ、農家を支援する援
農活動や農業経営を目指す方

利用・研
修期間 4月～2023年2月（11か月、更新可） 4月～2024年2月（1年11か月）

場所・
定員

○サンフィール・楽園（小山町
1167-1）　10区画募集

○町田市農業研修農場（小野路町
278ほか）

○ななくに農園（野津田町2160）　
30区画募集 募集人員＝13人（選考）

○本町田・河原農園（本町田2124）
20区画募集　 ※研修は、毎週土曜日午前9時～正

午（午後に至る作業日も有り）○森野ファーム・渋谷（森野4－
233）　10区画募集
○千都の杜・クレインファーム（能
ヶ谷6-3000-18）　若干数募集 ※詳細は、募集案内（農業振興課〔市

庁舎9階〕、各市民センター、各連絡
所で配布、市ＨＰでダウンロードも
可）をご覧ください。
※駐車場があります。

○つくし野ファーム（つくし野3－
20－4）　10区画募集
※いずれも抽選です。
※場所の詳細は市ＨＰをご覧くださ
い。
※いずれも駐車場はありません。

費　用 年額　約30㎡区画＝4万2000円
（農具・種・苗等は農園主が用意）

年額　4万円（講師料、傷害保険料、
各自栽培する野菜の苗や種子代、肥
料・農薬・農業用資材等）

申し
込み

往復ハガキに住所・氏名・電話番号・
年齢・希望農園名、返信用にも宛先を
明記し、2月8日まで（消印有効）にＪ
Ａ町田市経済センター農業体験募集
係（〒194－0035、忠生3－7－2）へ

募集案内に添付の応募用紙に必要
事項を記入し、2月3日まで（必着）に
郵送で農業振興課へ。

問い合わせ ＪＡ町田市経済センター営農支援課
☎☎792・6111 農業振興課☎☎724・2166

▲詳細はこちら

　オンラインセミナ
ーを、動画コンテン
ツにより無料で配信
しています。

問町田新産業創造センター☎☎８５０
・８５2５、町田市産業政策課☎☎724・
212９

町田創業 ファーストステップセミナー


