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介護の基本を学びたい方へ
介 護 講 習 会
　車いすの移乗、立ち座りや歩行の
介助、コミュニケーションの取り方
について実技を交えながら学ぶ講習
会です。
対市内在住の、家庭で介護をしてい
る方、介護の仕事をしてみたい方等
日６月２６日㈰午後２時～４時３０分場
木曽山崎コミュニティセンター講
（公社）東京都介護福祉士会定２４人
（申し込み順）申住所・氏名・電話番号
を明示し、６月１０日午後５時までに、
電話またはメールで町田市介護人材
開発センター（☎☎８６０・６０７１〔受付
時間＝祝休日を除く月～金曜日の午
前９時～午後５時〕墳ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ
－ｋｊｋｃ．ｊｐ）へ（同センタ
ーＨＰ〔右記二次元バーコ
ード〕で申し込みも可）。
問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６

女性と企業のトークカフェ
●イマドキ企業は女性の味方！ｉｎ町
田　面接会や説明会ではなく、実際
に企業で働いている方とお話しして
みませんか。
対就職活動中またはこれから働きた
いと考えている女性日６月２８日㈫午
後１時～４時場町田市民フォーラム
定１５人（申し込み順）申５月１６日か
ら、電話で東京しごとセンター多摩
女性しごと応援テラス多摩ブランチ
へ。託児希望者（満１歳～未就学児、
申し込み順）は６月２０日までに併せ
て申し込みを。
問同センター多摩女性しごと応援テ
ラス多摩ブランチ☎☎０４２・５２９・
９００３、町田市男女平等推進センタ
ー☎☎７２３・２９０８

消 費 生 活 セ ン タ ー
●くらしに役立つテスト教室～ハー
バルライフを楽しもう！ドクダミと
ラベンダーを使って化粧水と化粧ク
リームを作ろう　身近なハーブであ
るドクダミと人気のあるラベンダー
を使って化粧水と化粧クリームを作
ります。
日６月１７日㈮午前１０時～正午場町
田市民フォーラム講ＬＳアカデミー　
ソープサイエンティスト・小嶋淳子
氏定８人（申し込み順）費３００円申５
月１７日正午～６月１２日にイベント

ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２２０５１７Ａへ。保育希
望者（１歳以上の未就学児、申し込み
順に１人）は６月５日までに併せて申
し込みを。
●くらしに役立つ学習会～バイオエ
ネルギーセンターで町田のごみ問題
を考える　新しくできた町田市バイ
オエネルギーセンターで、職員から
町田のごみ問題について話を聞きま
す。
日６月２２日㈬午後１時３０分～３時３０
分場町田市バイオエネルギーセンタ
ー定２０人（申し込み順）申１次受付＝
５月１５日正午～１６日午後７時にイベ
シスコード２２０５１７Ｂへ／２次受付
＝５月１７日正午～６月１５日にイベン
トダイヤル（☎☎７２４・５６５６）または
イベシスへ。　

◇
対市内在住、在勤、在学の方
問消費生活センター☎☎７２５・８８０５
和光大学共催講座
今、 文 化 遺 産 が 新 し い
●変わりゆく人・モノ・時間の関係性
　近年の文化遺産をめぐる制度や考
え方の変化を理解し、具体的な事例
に触れながら、人・モノ（非モノ）・時
間の関係性を考えます。
日①６月１０日②６月１７日③６月２４
日、いずれも金曜日午後６時～８時、
全３回場生涯学習センター内①文化
遺産をめぐる制度的な枠組み～身近
な話題や報道から②活用の効用～何
のために、誰のために③文化遺産を
生きる講①和光大学表現学部総合文
化学科教授・長尾洋子氏定２５人（申
し込み順）申５月１６日午前９時から
電話で同センター（☎☎７２８・００７１）
へ。
７月講座
さ が ま ち カ レ ッ ジ
　詳細は講座案内チラシ（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（さが
まちコンソーシアムＨＰでダウンロ
ードも可）。
●ハンドベル集中講座～天使のハー
モニーを楽しむ　イングリッシュハ
ンドベルを使ってハンドベルの持ち
方から演奏まで行います。
対中学生以上の方日７月２日㈯午後２
時～４時、３日㈰午前１０時～午後４

時、全２回場町田市子ども創造キャ
ンパスひなた村講元玉川大学通信教
育部助教・千葉佑氏定１６人（抽選）費
６５００円申講座案内チラシ裏面の受
講申込書に記入し、６月２日までに郵
送（必着）またはＦＡＸでさがまちコ
ンソーシアム事務局へ（さがまちコ
ンソーシアムＨＰで申し込みも可）。
問同事務局☎☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎☎７２８・００７１

里 山 散 策 と 田 植 え 体 験
　北部丘陵の里山・谷戸の散策と、小
野路町奈良ばい谷戸で田植えをしま
す。
対８歳以上の方（小学生を含む場合
は保護者同伴）日６月１１日㈯午前１０
時～正午（雨天時は１２日に順延）／
集合場所は浅間神社下の駐車場です
定１５家族（申し込み順）費１家族
１０００円（材料費、保険料等）申氏名
（ふりがな、参加者全員の分）・住所・
電話番号を明記し、５月３１日までに、
メールで（特）まちだ結の里事務局
（墳ｙｕｉ－ｉｎｆｏ＠ｎａｒａｂａｉ．ｏｒｇ）へ。
問同事務局☎☎０８０・７４６５・７６５１、町
田市農業振興課☎☎７２４・２１６４
生誕２００年
シュリーマンが辿

たど

った絹の道ガイドウォーク
　トロイ遺跡を発掘したシュリーマ
ンが辿った、八王子までの絹の道を
歩きます。
日①６月１９日②７月１７日③９月１８日
④１０月１６日、いずれも日曜日午前９
時～午後３時ごろコース①ぽっぽ町
田～町田商工会議所前～浄運寺～妙
延寺～住吉神社～木曽宿～覚円坊～
忠生公園（昼食）～淡島神社～箭幹八
幡宮～忠生四丁目バス停②淵野辺駅
～日枝神社～境川中常盤飛地～持宝
院～中村不動～長泉寺（昼食）～横土
手～御嶽神社～福生寺～片所谷戸～
札次神社～田端環状遺構～多摩境駅
③多摩境駅～小山内裏公園～鑓水公

園～小泉屋敷～永泉寺～諏訪神社～
絹の道資料館（昼食）～絹の道～道了
堂跡～慈眼寺～片倉城跡～住吉神社
～片倉駅④片倉駅～菅谷不動～東源
寺～観音寺～いちょう公園（昼食）～
本立寺～興林寺～八日町～甲州街道
・宿散策～八王子郷土資料館～八王
子駅定各３０人（申し込み順）費１２００
円（保険料、ガイド料、資料代含む）申
住所・氏名・電話番号・年齢を明記し、
６月１０日までにＦＡＸで町田ツーリ
ストギャラリー（返８５０・９３１２）へ
（町田市観光コンベンション協会ＨＰ
内まちだふらっと〔下記二次元バー
コード〕で申し込みも
可）。
問同ギャラリー☎☎８５０・
９３１１（受付時間＝午前１０時～午後
７時）、町田市観光まちづくり課☎☎
７２４・２１２８

もっと図書館を使ってみよう！
　ことぶき大学「まちだ探

たん

・探
たん

ゼミナ
ール」の受講生と合同で行います。
○図書館入門講座
日６月１６日㈭午後４時３０分～６時３０
分内中央図書館の書架や書庫を案内
する館内見学ツアー、館内の資料の
並び方や検索パソコンの使い方を説
明
○調べもの講座
日７月７日㈭午後４時３０分～６時３０
分内中央図書館レファレンス（調べ
もの）コーナーの資料を使って簡単
な問題を解きながら、基本的な辞典
類や図書館で調べるコツを紹介

◇
対市内在住、在勤、在学または稲城・
多摩・調布・八王子・日野・府中・川崎
・相模原・大和・横浜市在住の１５歳以
上の方（中学生を除く）場中央図書館
定各５人（申し込み順）申５月１７日午
前１０時から直接または電話で同館４
階メインカウンター（☎☎７２８・
８２２０）へ（申し込みは２人まで）。

芹ヶ谷公園“芸術の杜”パークミュージアム

整備計画について説明会を開催します
問文化振興課☎☎７２４・２１８４、公園緑地課☎☎７２４・４３９７

　芹ヶ谷公園と（仮称）国際工芸美
術館・国際版画美術館の一体的な
整備に関する現在の検討状況につ
いて説明します。詳細は市ＨＰ（下
記二次元バーコード）
をご覧ください。
日５月２６日㈭午後６時
３０分～８時（開場・受け付けは午後

６時から）、５月２９日㈰、午前の部
＝午前１０時３０分～正午（開場・受
け付けは午前１０時から）、午後の
部＝午後３時～４時３０分（開場・受
け付けは午後２時３０分から）
※各回とも同一内容です。
場国際版画美術館講堂
定各８０人（先着順）

ハチの巣を見つけたら
問生活衛生課☎☎７２２・７３５４

　暖かくなると、女王バチが越冬
から目覚めて、雨や風をしのげる
軒下や樹木等に巣を作り始めま
す。初期の段階であれば比較的と
りやすいので、日頃から家の周り
を点検しておきましょう。
　なお、市では駆除を行っていま
せん。スズメバチの巣など自主駆
除が困難な場合は、専門業者の（公

社）東京都ペストコントロール協
会（☎☎０３・３２５４・００１４）へ駆除を
依頼してください。
　アシナガバチとスズメバチの巣
の見分け方や駆除方法は、お問い
合わせいただくか、市
ＨＰ（右記二次元バーコ
ード）をご覧ください。

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

町田市バイオエネルギーセンター周辺大気中の

ダイオキシン類測定結果をお知らせします
問循環型施設管理課☎☎７９７・９６１５

　町田市バイオエネルギーセンタ
ー周辺の大気中のダイオキシン類
測定を実施しましたので、その結

果をお知らせします。測定結果は、
環境基準に適合していました。

単位：pg-TEQ／㎥
主な測定地点 春　季 夏　季 秋　季 冬　季 年度平均 環境基準
小山田小学校 0.0062 0.0091 0.0053 0.018 0.010 

0.6以下
小山田中学校 0.0063 0.012 0.0063 0.017 0.010 
図師小学校 0.0065 0.010 0.0076 0.017 0.010 

忠生市民センター 0.0066 0.011 0.0078 0.016 0.010 
測定日： 春季＝2021年4月23日～30日/夏季＝2021年7月2日～9日/秋季＝

2021年10月15日～22日/冬季＝2022年1月7日～14日


