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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

2022．3．1

催し・講座

中小企業におけるＸＲによるビジネ
ス活用セミナー

XR（VR/AR等 ）の 導 入 事 例
と 活 用 ポ イ ン ト

ＸＲとは、現実世界と仮想世界を融
合することで、現実にないものを知
覚できる技術の総称です。コロナ禍
でＸＲを活用した新サービスが、さま
ざまな分野で広がりをみせていま
す。ＸＲの最新情報や中小企業の導入
事例を学び、ビジネスにも生かして
みませんか。オンライン（Ｗｅｂｅｘ）
で開催します。
対市内で事業を営んでいる方、また
は市内在住の方日３月２３日㈬午後７
時～８時３０分講ナレッジワークス
（株）取締役・亀山悦治氏定３０人（申
し込み順）
申氏名・住所・電話番号を
記入し、３月２１日までに、メールで産
業政策課（墳ｍｃｉｔｙ5510＠ｃｉｔｙ．ｍａｃ
ｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
へ。参加者には開催

日前日までに、セミナー参加用ＵＲＬ
を送付します。
問産業政策課☎
☎７２４・２１２９

まちエコ・フリーマーケット
家庭で不用になった物をリユース
するフリーマーケットを開催しま
す。
「 包丁研ぎ」
「おもちゃ病院まち
だ」もあります（いずれも正午まで）。
なお、混雑時は駐車できない場合も
あります。詳細は、
（一財）まちだエコ
ライフ推進公社（☎
☎７９７・９６１７）へ
お問い合わせいただくか、同公社ＨＰ
をご覧ください。
日３月１３日㈰午前９時～午後２時場
町田市バイオエネルギーセンター隣
接地
○フードドライブを同時開催
各家庭で余っている食材を持ち寄
り、集まった食材を福祉団体・施設な
どに寄付するフードドライブを同時
開催します。
特に喜ばれるもの調味料、レトルト
食品、缶詰、お菓子、お茶等（賞味期限

南町田に新しい病児保育施設（通称「じんべえ」）が開設します

問子育て推進課☎
☎７２４・４４６８

４月１２日から、南町田に市内で
３か所目となる病児保育施設・南
町田病児保育室「じんべえ」
（南町
田こどもクリニック併設、田園都
市線南町田グランベリーパーク駅
徒歩１分）
が開設します。
病児保育室では、
病気にかかって
いるお子さんを環境の整った専用
の施設でお預かりし、一人ひとりの
症状に合わせた保育を行います。
【利用には事前の登録が必要です】
４月１日から利用登録の受け付
けを開始します。
対町田・八王子・相模原市在住の生

後６か月～小学３年生（町田市内の
認可保育所に在籍の場合は、町田
・八王子・相模原市在住でなくて
も可）
定４人（１日当たり）
費利用時２０００円（登録は無料）
申必要書類（子育て推進課〔市庁舎
２階〕で配布、まちだ子育てサイト
でダウンロードも可）を、郵送で
「じんべえ」
（〒１９４－０００４、鶴間
３－２－３）へ。
※「じんべえ」の詳細は、３月下旬
ごろ更新される南町田こどもクリ
ニックＨＰをご確認ください。

２０２２町田さくらまつりウィーク

「2022町田さくらめぐり公式ガイドブック」を配布します

問観光まちづくり課☎
☎７２４・２１２８、町田ツーリストギャラリー☎
☎８５０・９３１１

ふるさと納税「桜を植えよう！

『まちだのさくら』
を未来へ」
詳細は右記二次元バーコードをご覧ください。

問財政課☎
☎724・2149

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

特

別

相

談

を

実

施

ま ず は 相 談 専 用 電 話（ ☎ ７２２・
０００１）へご相談ください。
○多重債務１１０番
東京都と共催で実施します。
日３月７日㈪、８日㈫、午前９時～正
午、午後１時～４時
○若者のトラブル１１０番
若者に対する悪質商法被害防止共
同キャンペーンの一環として実施し
ます。
日３月１４日㈪、１５日㈫、午前９時～正
午、午後１時～４時
◇
対市内在住、在勤、在学の方場同セン
ター
問同センター☎
☎７２５・８８０５

町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン
●春の薬師池公園撮影会 桜を中心
に薬師池公園の春景を撮影します。
日３月２６日㈯午前１０時～正午（小雨
実施）

介護の仕事について相談しませんか？

町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
●出張・就労相談会ｉｎ玉川学園コミ
ュニティセンター 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。詳細は同バン
クＨＰ（右記二次元バーコ

問同サロン☎
☎７３６・８２８１

予防接種スケジュール管理「わくわくワクチン」をリニューアル

わくわくワクチンプラス

問保健予防課☎
☎７２５・５４２２

お子さんの予防接種情報や成長記録を管理できるサービ
スです。これまでのサービスをリニューアルし、より利用し
やすくなりました。Ｗeb版は右記二次元バーコードからご
覧ください。
なお、スマートフォンで使えるアプリ版は、4月1日から
利用を開始します。
詳細はまちだ子育てサイト（右記二次元バーコード）をご
覧いただくか、お問い合わせください。

Ｗｅｂ版

まちだ子育
てサイト

「江戸の滑稽－幕末風刺画と大津絵－」展

問市役所代表☎
☎７２２・３１１１、国際版画美術館☎
☎７２６・２７７１、０８６０
歌川国芳
「人をばかにした人だ」
弘化４
（１８４７）
年頃、
同館蔵

配布期間３月７日㈪から（無くなり
次第終了）
配布場所町田ツーリストギャラリ
ー、市庁舎１階総合案内、観光まち
づくり課（市庁舎９階）、各市民セ
ンター、各連絡所、各コミュニティ
センター（上小山田を除く）等
※2022町田さくらまつりウィー
クの詳細は市ＨＰ（右記
二次元バーコード）を
ご覧ください。

消費生活センター

ード）をご覧ください。
対介護施設に就職を希望する方日３
月２３日㈬午後１時３０分〜４時場玉川
学園コミュニティセンター多目的室
２／事前予約は電話で同バンク（☎
☎
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〔左下二次元バーコ
ード〕で申し込みも可、予約無しでの
参加も可）。
問いきいき総務課☎
☎７２４・２９１６

浮世絵には屈託のない笑いから福
徳への願い、世の中への不安や不満
まで、人々の感情がユーモラスに描
き表されたものが数多くあります。
本展では、漫画『のらくろ』の作者・田
河水泡が収集したコレクションを中
心に、同館が収蔵する浮世絵の戯画
や風刺画、大津絵など約１４０点を展
示します。社会が目まぐるしく変動
した幕末から明治にかけて、世相を
描かずにはいられなかった無数の絵
師たちの滑稽表現と、それを享受し
た民衆の本音を読み解きます。
関連イベント 
会期３月１２日㈯～４月１０日㈰
【館長によるスペシャルギャラリー
休館日月曜日（祝休日の場合は開館 トーク】
し、翌日休館）
同館館長・大久保純一氏によるト
開館時間火～金曜日＝午前１０時～ ークイベントです。
午後５時、土・日曜日、祝休日＝午前 日４月３日㈰午後２時から４５分程度
１０時～午後５時３０分（いずれも入場 場同館企画展示室
は閉館３０分前まで）
※当日有効の観覧券が必要です。
場同館企画展示室
【プロムナード・コンサート
「ピアノと
費一般８００円、高校・大学生４００円、 フルート 笑顔色づくハーモニー」
】
中学生以下無料
日３月１９日㈯、午後１時から、午後３
※展覧会初日は入場無料です。また、 時から（各３０分程度）
３月２３日㈬はシルバーデーのため、 場同館エントランスホール
６５歳以上の方は無料です。
出演ピアノ・武原さつき氏、フルート
※リピーター割引、Ｗｅｂクーポン割 ・笠原陽子氏
引のほか、各種割引の詳細は同館ＨＰ ※新型コロナウイルス感染防止のた
をご覧ください。
め入場を制限する場合があります。


３月１９日㈯～４月３日㈰に「２０２２
町田さくらまつりウィーク」を開
催します。
まつり・イベント情報や市内の
桜を掲載したマップ等、見どころ
が満載の小冊子「２０２２町田さくら
めぐり公式ガイドブック」を配布
します。同ガイドブックには、
協力
店で使用できるクーポンやスタン
プラリー企画の専用台紙も掲載し
ています。市内各所のさくらを巡
って、
町田の春を楽しみましょう。

が２か月以上あるもの）
問３Ｒ推進課☎
☎７９７・０５３０

こっ けい

