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子ども・子育て子ども・子育て
◯子 医 療 証 を お 送 り し ま す
　市では、未就学児の医療費を乳幼
児医療費助成制度（○乳 医療証）で助
成し、小・中学生の医療費を義務教育
就学児医療費助成制度（○子 医療証）
で助成しています。４月から小学生
になる○乳 医療証をお持ちのお子さ
んに、４月１日から有効の○子 医療証を
３月末にご自宅に郵送します。申請
の必要はありません。４月になって
も○子 医療証が届かない場合は子ど
も総務課までご連絡ください。生活
保護受給中、○親 医療証・○障 医療証（そ
れぞれ負担無しの医療証）に該当の
お子さんは対象ではありません。な
お、現在、対象年齢のお子さんで○乳
医療証、○子 医療証をお持ちでない方
は申請が必要です。
問子ども総務課☎☎７２４・２１３９　
子ども創造キャンパスひなた村
自 然 菜 園 ク ラ ブ
　収穫体験だけでなく畑を耕したり
苗を植えたりと、自然や食の大切さ
を楽しく学べるプログラムです。半
期分の登録申し込みか、各月ごとの
申し込みができます。
対市内在住、在学の小学生日４月１３
日㈬、２７日㈬、５月１８日㈬、２５日㈬、
６月８日㈬、２９日㈬、７月１３日㈬、２７
日㈬、８月２４日㈬、９月１０日㈯、２１日
㈬、全１１回、午後３時３０分～４時３０
分（ただし、８月２４日＝午前１０時～
正午、９月１０日＝午前１０時～午後１

時）講（一社）まちやま定各１５人（う
ち、半期分登録枠は１０人〔申し込み
順〕）費４月分＝３００円、半期分登録
＝１８００円（８月２４日、９月１０日の特
別回は追加費用がかかる場合があり
ます）申４月分＝３月１７日午前１０時
か ら 電 話 で ひ な た 村（ ☎☎７２２・
５７３６）へ。このプログラムの５月以
降の申し込み、その他講座やワーク
ショップについては、同
キャンパスひなた村ＨＰ
等をご覧ください。
乳幼児の保護者向け講座・保育付き
もっと楽しく、もっと楽しむ子育て講座
　子育てに役立つ色々な知識を身に
付けられる講座です。
対市内在住の全回参加できる乳幼児
の保護者日５月１１日、１８日、２５日、６
月１日、８日、１５日、２２日、いずれも水
曜日午前１０時～正午、全７回場生涯
学習センター講町田市地域子育て相
談センター職員、日本体育大学教授
・野井真吾氏、東京家政学院大学教
授・吉永早苗氏、親と子どもの臨床支
援センター代表理事・帆足暁子氏定
保育付き＝１６人、保育無し＝５人／
過去に乳幼児講座と幼児講座を受講
していない方を優先のうえ、抽選（結
果は４月１５日に発送予定）申ハガキ
または用紙（様式は不問）に、講座名
・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
子どもの年齢・保育希望者（５月１日
時点で８か月以上の未就学児）は子
どもの名前（ふりがな）・生年月日を
明記し、４月１１日午後５時までに、直
接または郵送（必着）で生涯学習セン

ター（〒１９４－００１３、原町田６－８－
１）へ。所定の用紙（同センターに有
り）に記入し、直接同センターへ申し
込みもできます。
問同センター☎☎７２８・００７１
「彫刻刀が刻む戦後日本」展関連イベント
子 ど も 講 座 ①
●みてみてつくろう「昭和にタイム
トラベル！ガリ版にチャレンジ」　国
際版画美術館で開催する企画展「彫
刻刀が刻む戦後日本」（会期＝４月２３
日～７月３日）の作品を鑑賞し、ガリ
版（謄写版）の制作体験をします。
対新小学３～６年生日５月７日㈯午後
１時３０分～４時場同館講武蔵野美術
大学教授・杉浦幸子氏定１６人（抽選）
費１０００円申３月２４日正午～４月１８
日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
２２０３２４Ｈへ。
問同館☎☎７２６・２８８９

催し・講座催し・講座
町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
●特別講座～認知症ってなんだろう
？事前に学ぶ理解と対応　認知症と
いう病気はどんな症状なのか、ケア
をする際の注意点や相談先について
等、認知症介護実践者研修修了・介護
職歴２０年の講師から、事例や実技も
交えて分かりやすくお伝えします。
講座終了後、求職相談会も行います。
対市内在住の介護に関わる仕事（介
護職、資格がなくてもできる清掃・調
理・介護補助等）の相談を希望する方
等日４月１５日㈮午後２時～４時３０分

場町田市民フォーラム講グループホ
ーム丘の家清風管理者・伊野友行氏
定２０人（申し込み順）申４月７日まで
に電話で同バンクへ（同
バンクＨＰ〔右記二次元バ
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
生涯学習センターコンサート事業
まちだフレッシュコンサート
　今春、大学を卒業したばかりの若
手音楽家によるコンサートです。
日４月２３日㈯午後３時開演場同セン
ター定６１人（抽選）申３月１６日正午
～３１日にイベントダイヤル（☎☎７２４
・５６５６）またはイベシスコード
２２０３１６Ａへ。
問同センター☎☎７２８・００７１
町田で活躍する大学生によるオンライン配信イベント
学生活動報告会「ガクマチＥＸＰＯ」
　町田市や近隣でまちづくり活動を
行っている大学生が集まり、コロナ
に負けずに続けてきた活動の紹介や
パネルディスカッションなど今年度
の活動成果をＰＲするイベントです。
オンライン（Ｚｏｏｍ）で開催します。
市ＨＰ（右記二次元バーコ
ード）の視聴用ＵＲＬをク
リックしてご覧くださ
い。
日３月２１日㈷午後２時～４時定１００
人程度（時間内入退室自由）
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１

２０２２年度前期ことぶき大学
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１

　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）をご覧ください。
対市内在住の６０歳以上（２０２２年４
月１日時点）で、全回参加できる方
日①５月１９日～２０２３年２月１６日の
原則木曜日（午後）、全１６回②５月１１
日～７月２０日の水曜日午後２時～４
時、全６回③５月１０日～７月２６日の
火曜日午後２時～４時、全６回④５月９
日～７月２５日の月曜日午後２時～３
時３０分、全６回
場①生涯学習センター、中央図書館　
他②堺市民センター③生涯学習セン
ター④忠生市民センター
内①まちだ探・探ゼミナール～あな

たの好奇心を「探求」「探検」しましょ
う②フラワーグリーンコース～きれ
い、可愛い！植物のパワーでリラク
ゼーション③教養コース～日本の年
中行事と慣

なら

わしを学ぶ④やさしいヨ
ガコース～ヨガを始めて、毎日イキ
イキ！
定①②各２０人③④各３０人／抽選
費②のみ４４００円（材料費等）
申１次受付＝３月１５日正午～午後７
時にイベシスコード①２２０３１６Ｂ②
２２０３１６Ｃ③２２０３１６Ｄ④２２０３１６
Ｅへ／２次受付＝３月１６日正午～４月
１１日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）またはイベシスへ。

鶴川地域子育て相談センター

移転のお知らせ
問子育て推進課☎☎７２４・４４６８

　鶴川地域子育て相談センター
は、５月９日に移転予定です。詳細
は、まちだ子育てサイト（右記二次
元バーコード）をご確認ください。

○鶴川地域子育て相談センター
　大蔵保育園内から子
どもセンターつるっこ
内に移転します。

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

まちだ市民大学で春からの受講生を募集します

まちだ市民大学ＨＡＴＳ通年・前期講座
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１

　４月から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　他（多摩丘陵
の自然入門、環境講座は野外中心）

申１次受付＝３月１５日正午～１６日午
後７時にイベシス（コードは下表参
照）へ／２次受付＝３月１７日正午～４
月７日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）またはイベシスへ。
※いずれの講座も市内在住の方を優
先のうえ、抽選です。

講座名 日時／定員／費用（資料代） イベシスコード

① 多摩丘陵の自然入門～驚き
感動まちだの自然大発見

4月24日～12月4日の日曜日の
日中、全12回／30人／3000円 220317E

② まちだの水とみどり入門～
まちだの魅力再発見ツアー

5月21日～7月16日の土・日曜日
の日中、全7回／20人／2000円 220317Ｆ

③ まちだの福祉～安心して町
田で暮らせるために

5月17日～8月2日の火曜日、午
後2時～4時、全7回／30人／
2000円

220317Ａ

④ くらしに活きる法律～安心
できるくらしのために

4月28日～7月26日の火曜日（第
1回のみ木曜日）、午後2時～4時、
全8回／40人／3000円

220317C

⑤ 人間科学講座～テクノロジ
ー・いのち・人権

5月18日～7月6日の水曜日、午
後6時～8時、全8回／50人／
3000円

220317D

⑥ 町田の歴史Ⅰ～縄文から中
世

5月20日～7月8日の金曜日、原
則午後2時～4時15分、全8回／
35人／3000円

220317G

⑦
“こころ”と“からだ”の健康学
～自分らしく元気に生きる
ために

4月28日～7月7日の木曜日、午
前10時～正午、全6回／50人／
2000円

220317B

　飼料の高騰・最低賃金の上昇等
の理由により、町田薬師池公園四
季彩の杜 リス園の入園料を、４月
１日から改定します。

【改定後の入園料】
大人（中学生以上）５００円、子ども

（３歳以上小学生まで）３００円
団体・障がい者割引＝大人４００円、
子ども２００円

町田薬師池公園四季彩の杜 リス園

入園料を改定します
問�（特）町田リス園☎☎７３４・１００１、�
�町田市障がい福祉課☎☎７２４・２１４７返０５０・３１０１・１６５３


