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催し・講座催し・講座
町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
●町田の介護を支える仕事　相談面
接会　介護にかかわる仕事やボラン
ティアに興味のある方のための相談
面接会です。市内の法人と町田市社
会福祉協議会が参加します。未経験
者も歓迎、希望に応じた多様な働き
方等を相談できます。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。
対介護施設に就職を希望する方日２
月１９日㈯午後１時～４時場町田商工
会議所定３０人（申し込み順）申２月
１０日までに電話で同バンク（☎☎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）へ
（同バンクＨＰで申し込みも可）。
問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６

福 祉 サ ポ ー ト ま ち だ
●司法書士による成年後見制度相談
会～成年後見制度、相続や遺言など、
あなたの悩みにお答えします！
対市内在住で成年後見制度や相続、
遺言などについて司法書士に相談し
たい方日２月１２日㈯午前１０時～午
後４時（相談時間は１人３０分）定１８人
（申し込み順）
●親族後見人のための勉強会　後見
業務のワンポイントアドバイスや家
庭裁判所への報告方法について分か
りやすく説明します。
対親族の後見人としてすでに受任し
ている方、今後親族の後見人の受任
を検討している方日２月１２日㈯午後
２時～４時講司法書士・福島秀郎氏定
２５人（申し込み順）

◇
場町田市民フォーラム申氏名・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
認知症サポーター
ス テ ッ プ ア ッ プ 講 座
対市内在住、在勤、在学の、認知症サ
ポーター養成講座を受講したことが
ある方日２月１２日㈯午後１時３０分～
４時３０分場わくわくプラザ町田内認
知症の基礎知識の復習と、認知症の
方とのコミュニケーションの取り方
について実践的な事例で学ぶ定２０
人（申し込み順）申１月１８日正午～２
月８日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）またはイベシスコード
２２０１１８Ｂへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

まちだ互近助クラブ説明会
対住民が主体となって行う、介護予
防に役立つ活動（体操、運動、趣味の
集まり、食事会等）の担い手となる団
体日２月９日㈬午後２時～４時場市庁
舎定３０人（申し込み順）申１月２８日
までに直接または電話で各高齢者支
援センターの生活支援コーディネー
ターへ（申し込みは１団体２人まで）。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

生活支援団体補助金制度説明会
対日常生活で軽度な支援を必要とす
る方へ訪問による生活援助を実施し
ており、補助金による助成を希望す
る、地域住民が担い手の中心である
団体日２月４日㈮午後２時～４時場市
庁舎定３０人（申し込み順）申１月２８
日までに直接または電話で各高齢者
支援センターの生活支援コーディネ
ーターへ（申し込みは１団体２人ま
で）。助成の基準や補助金については
各高齢者支援センターへお問い合わ
せください。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６
自由民権資料館
昔の暮らしと運ぶ道具展関連イベント
●①体験講座「学芸員のおしごと体

験～昔の運ぶ道具を調べてみよう」　
　学芸員の仕事の一つである資料調
査の体験をします。同館の学芸員が
解説します。
対小学３年生～中学生とその保護者
（２人１組）日１月２９日㈯午後１時３０
分～３時３０分定５組（申し込み順）
●②体験講座「想いを＂運ぶ＂オリ
ジナルカードをつくろう」　「すき返
し」という紙すきの技法で、オリジナ
ルのカードと封筒を作ります。
対５歳以上の方（未就学児の場合は保
護者同伴）日２月５日㈯午前１０時～正
午、午後１時３０分～３時３０分（各回と
も同一内容）講和紙アーティスト・森
島花氏定８人（申し込み順）費１人
５００円

◇
場三輪の森ビジターセンター申１月
１８日正午から①１月２７日まで②２月
２日までに、イベントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
①２２０１１８Ｃ②２２０１１８Ｄへ。
問同館☎☎７３４・４５０８

銅版画一日教室（ドライポイント）
対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）日３月４日㈮、５日㈯、午前１０時
３０分～午後４時（各回とも同一内容）
場国際版画美術館内銅版画のドライ
ポイント技法で単色刷りの小品（約
１５㎝×１２㎝）を制作（道具、材料は
同館で用意）講版画家・馬場知子氏定
各１４人（抽選、結果は２月１８日ごろ郵
送）費３０００円申１月２０日～２月１４日
にイベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード２２０１２０Ｈへ
（申し込みは１人１日まで）。
問同館☎☎７２６・２８８９
文学講演会
カツセマサヒコトーク・イベント
●東京の端、表現の橋　文章をつづ
ることの楽しさや難しさ、インター
ネット時代の自己表現についてお話
しいただきます。文芸創作誌「Ｗｉｔｃｈ
ｅｎｋａｒｅ」主宰でライターでもある多
田洋一氏とカツセ氏のトークもあり
ます。
対１次受付＝１５～２５歳の方、２次受
付＝１５歳以上の方日２月２０日㈰午
後２時～３時３０分場町田市民フォー
ラム定９０人（申し込み順）申１次受付
＝１月１５日正午～２４日午後７時にイ
ベシスコード２２０１２５Ａへ／２次受
付＝１月２５日正午～２月１７日にイベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）また
はイベシスへ。
問町田市民文学館☎☎７３９・３４２０

国際版画美術館～館長連続講座
浮 世 絵 を 知 る
●第３期　浮世絵の戯画と風刺画
　同館館長・大久保純一氏による連
続講座です。
対中学生以上の方日２月１３日、３月
２０日、いずれも日曜日午後１時３０分
～３時場同館内テーマ「戯画～国芳
を中心に」「幕末風刺画の隆盛」定５０
人（申し込み順）費各回５００円（資料
代）申１月２０日正午～２月４日にイベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード２２０１２０Ｈへ。
問同館☎☎７２６・０８６０
犬と楽しく暮らすための
基 礎 講 座
対犬を初めて飼育する方、これから
飼育を考えている方日２月１６日㈬午
後２時～４時場町田市保健所（中町庁
舎）内犬のしつけ、飼育マナー、お手入
れの方法等を学ぶ講トリマー・小野
寺香織氏、ドッグトレーナー・森本と
も子氏定２０人（申し込み順）申１月１８
日正午～２月１３日にイベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード２２０１１８Ａへ。
問生活衛生課☎☎７２２・６７２７
消費生活センター
く ら し に 役 立 つ 学 習 会
●①住宅をリフォームする際に注意
したいこと　リフォームの基本を知
り、事業者選びのポイントを学びま
す。
日２月９日㈬午後２時～４時講（公財）
住宅リフォーム・紛争処理支援セン
ター
●②トマトの起源や品種改良の歴
史、食文化について学ぶ～野生種か
ら最新の品種まで　玉川大学にしか
ない野生種のトマトの魅力や機能、
最新の品種改良の安全性を学びま
す。
日２月１７日㈭午前１０時～正午講玉
川大学農学部教授・田淵俊人氏

◇
対市内在住、在勤、在学の方場町田市
民フォーラム定各２０人（申し込み
順）申１次受付＝１月１５日正午～１７
日午後７時にイベシスコード①
２２０１１８Ｅ②２２０１１８Ｆへ／２次受付
＝１月１８日正午から①２月２日まで
②２月１３日までに、イベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシス
へ。
問同センター☎☎７２５・８８０５

プレママ・パパクラス、乳幼児・母性相談
母乳育児相談、離乳食講習会等のご案内

　開催日等の詳細はまちだ子育てサイト（右記二次元バーコ
ード）をご確認ください。
問保健予防課☎☎７２５・５４７１

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

町田市都市計画審議会 １月２７日㈭午
前１０時から

市庁舎３階第１
委員会室

３人 
（申し込み順）

電話で都市政策課（☎☎
７２４・４２４７）へ

町田市国民健康保険運
営協議会

１月２７日㈭午
後２時～４時

市庁舎３階第１
委員会室

３人 
（申し込み順）

１月２０日までに電話
で保険年金課（☎☎７２４
・４０２７）へ

町田市スポーツ推進審
議会

２月７日㈪午後
６時３０分から

市庁舎１０階会
議室１０－２

５人 
（申し込み順）

２月４日までに電話で
スポーツ振興課（☎☎
７２４・４０３６）へ

　冬晴れの朝の薬師池公園。今年も
冬鳥の鴨がやってきました。いつも
の年はキンクロハジロが入るのに、
今年はその代わりに同じく潜水ガモ
のホシハジロの群れが入っていまし
た。一羽だけですが、オシドリの雄は
今年もいます。
　ちょっと驚いたのは、留鳥のカイ
ツブリの幼鳥です。親鳥の後を追い
小魚をねだって鳴いていますが、こ
の冬の季節にまだ幼鳥、ということ
は去年の秋に繁殖した個体というこ
とで、ずいぶんと季節が遅いと思い
ました。繁殖は春から夏にかけて、と
勝手に思い込んでいたので驚きまし
たが、実は、カイツブリは、２・３月か
ら１０月までと繁殖期が長いようで
す。そういえば、親鳥の頭部も赤茶色
の夏羽でした。
　この公園は樹林地も多く、この日
は、池の周りでヤマガラ、シジュウカ
ラ、エナガ、メジロ、ジョウビタキな
ど賑

にぎ

やかでした。

　さて、町田市民の悲願ともいうべ
き、多摩都市モノレール・町田方面延
伸線のルートが昨年末に、東京都の
「多摩都市モノレール町田方面延伸
ルート検討委員会」で決定しました。
２０１６年春の、国の「交通政策審議会
答申」から５年半が経ちましたが、そ
れ以前から、市民の皆さんとともに、
歴代の国土交通大臣、東京都知事・副
知事などに早期整備を陳情してまい
りました。
　いよいよ、ルートが決まり事業化
に向けて大きく前進しました。今後
は、モノレール導入空間となる幹線
道路の新設・拡幅の都市計画決定、そ
して、モノレール沿線のまちづくり
の計画策定を東京都と連携して進め
ていきます。
　市民の皆さん、事業者の方々、オー
ル町田で、そして国や東京都と協力
して、町田方面延伸の早期実現を目
指してまいります。

町田市長  石阪丈一

カワセミ通信
１７９


