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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）を
ご覧ください。
●出張・就労相談会ｉｎ南市民センタ
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。
日６月２２日㈬午後１時３０分～４時場
南市民センター第１会議室／事前予
約は電話またはメールで同バンク
（☎☎８６０・６４８０、受付時間＝月～金
曜日の午前９時～午後５時、墳ｇｅｎｋｉ
＠ｍａｃｈｉｄａ-ｋｊｋｃ．ｊｐ）へ（同バンクＨ
Ｐ〔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）。
●町田の介護を支える仕事　相談面
接会　市内の法人が参加し、希望に
応じた働き方を採用担当者に相談で
きます（未経験者も歓迎）。雇用保険
受給中の方は求職活動の実績になり
ます。
日７月２日㈯午後１時～４時場町田商
工会議所定３０人（申し込み順）申６月
２７日までに電話またはメールで同
バンク（☎☎８６０・６４８０、受付時間＝
月～金曜日の午前９時～午後５時、墳
ｇｅｎｋｉ＠ｍａｃｈｉｄａ-ｋｊｋｃ．ｊｐ）へ（同バ
ンクＨＰ〔上記二次元バーコード〕で
申し込みも可）。

◇
対介護施設に就職を希望する方
問いきいき総務課☎☎７２４・２９１６
７月講座
さ が ま ち カ レ ッ ジ
　詳細は講座案内チラシ（町田市生
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）。
●世界に繋

つな

がる岩絵具〈天然顔料〉～
素材から考えるＳＤＧｓ　美術を素材

から考えることの魅力をさまざまな
角度から考察します。実際に石を砕
いて岩絵具を作る工程もお見せしま
す。
対１５歳以上の方（中学生を除く）日７
月１８日㈷午後２時～３時３０分場町田
市生涯学習センター講女子美術大学
名誉教授・橋本弘安氏定２０人（抽選）
費１２００円申講座案内チラシ裏面の
受講申込書に記入し、６月１６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
まちだ市民大学ＨＡＴＳ
公 開 講 座
●人間科学～人類と感染症の関わり
　人類の歴史は一面から見れば、感
染症との闘いの歴史です。過去の人
々の闘いを振り返り、近現代の新た
な展開にも目を向けながら、未来の
日本社会への提言をお話しいただき
ます。
日７月６日㈬午後６時～８時場町田市
民フォーラム講東京大学名誉教授・
村上陽一郎氏定４０人（申し込み順）
申６月２日正午～２７日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２２０６０２Ａへ。
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１
生涯学習センター・鶴川地区協議会共催
３ 水 ス マ イ ル ラ ウ ン ジ
●歴史をまもり・伝える～自由民権
資料館のこれまでとこれから　鶴川
とゆかりの深い自由民権資料館は、
昨年開館３５周年を迎え、今年は常設
展の展示スペースを全面リニューア
ルし、さらに町田の歴史の通史展を
新規開催する予定です。同館のあゆ
みと活動、新しい取り組み、通史展の

見どころ、保管する貴重な歴史資料
等について学芸員が紹介します。
日６月１５日㈬午前１０時３０分～１１時
３０分、午後１時３０分～２時３０分（各
回とも同一内容）場和光大学ポプリ
ホール鶴川３階多目的室定各２５人
（先着順）
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１

ピザ窯・燻製箱利用講習会
　受講後は、ピザ窯・燻

くん

製
せい

箱の個人利
用ができます。
対１５歳以上の方（中学生を除く）日６
月１１日㈯午前１０時～午後２時場大
地沢青少年センター定４組（付添人
を含めて１組５人以内、申し込み順）
費１人４００円申６月１日午前９時から
電話で同センター（☎☎７８２・３８００）
へ／ＪＲ横浜線相原駅西口～同セン
ター間の無料送迎バスを運行しま
す。

町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン
●横浜キヤノンイーグルス写真展
　オフィシャルフォトグラファー・
水谷たかひと氏による写真展です
（キヤノンギャラリーで開催した写
真展を再構成）。
日程６月２２日㈬～７月３日㈰
○関連イベント～水谷氏によるギャ
ラリートーク・作品講評
日６月２５日㈯午後２時から
問同サロン☎☎７３６・８２８１

　申込方法等の詳細は各施設へお問い合
わせいただくか、各HPをご覧ください。

スポーツスポーツスポーツ

Ｆリーグ２０２２－２０２３シーズン開幕
ＡＳＶペスカドーラ町田　ホーム初戦
　６月１８日にＦリーグが開幕し、ＡＳ
Ｖペスカドーラ町田はホームで開幕
戦を迎えます。昨シーズンは３位と
いう好成績で終わり、ホームゲーム
では７勝２敗２分と強さを見せまし

た。優勝を目指して戦うＡＳＶペスカ
ドーラ町田に、今シーズンも熱い応
援をお願いします。開催状況や観戦
のルール、新型コロナウイルス感染
症対策等の詳細はＡＳＶペスカドー
ラ町田公式ＨＰ（右記二次
元バーコード）をご覧く
ださい。
日６月１８日㈯午後２時１５分キックオ
フ（対エスポラーダ北海道）場市立総
合体育館
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

市 立 総 合 体 育 館
〈障がい者卓球教室　中止のお知ら
せ〉� �
　７月９日～８月６日の土曜日に開催
予定の障がい者卓球教室は、ワクチ
ン接種会場となったため中止しま
す。ご理解ご協力をお願いします。�
問同館☎☎８５０・９７０７

鶴 間 公 園
●アロマストレッチ
対１６歳以上の方日毎週月曜日、午前
９時１０分～９時５５分定各１２人（申し
込み順）費各８８０円申電
話で同公園へ（同公園ＨＰ
で申し込みも可）。
問同公園☎☎８５０・６６３０

野 津 田 公 園
●元日本代表選手が教えるレスリン
グ教室　楽しみながら心と体を鍛え
ます。
対小学生日毎週火曜日、午後４時３０
分～５時４５分／７月以降の日程は同
公園ＨＰをご覧ください講２００６年広
州レスリング世界選手権銅メダリス
ト・岩崎襟氏定各月３０人（申し込み
順）費月４５００円（保険
料、諸費用込み）申同公園
ＨＰで申し込み。
問同公園☎☎７３６・３１３１

情報コーナー情報コーナー
●東京都住宅供給公社～公営住宅入
居者募集
　詳細は募集案内を参照募集戸数市
営住宅（一般世帯家族向〔３人以上
向〕＝７戸、若年ファミリー向〔３人以
上向〕＝３戸）、都営住宅地元割当（一
般世帯家族向〔２人以上向＝１８戸、３

人以上向＝５戸〕）配布期間６月１０日
まで配布場所市庁舎１階総合案内、
各市民センター、各連絡所、同公社町
田窓口センター等で配布（各施設で
開所日時が異なる）／同公社ＨＰで配
布期間中に限りダウンロードも可申
郵送で６月１６日まで（必着）問同公社
都営住宅募集センター☎☎７１３・
５０９４

２０２２年度多摩・島しょ広域連携活動助成事業～子ども体験塾

歌って、踊って、演じてみよう！みんなで体験ミュージカル
問（株）ＪＴＢコミュニケーションデザイン（子ども体験塾係）☎☎０３・５６５７・０６２４、町田市子ども総務課☎☎７２４・２８７６

　演技コースと歌・ダンスコ
ースに分かれてミュージカル
に挑戦します。
　レッスンでは、演技や発声、
ダンスの基礎を学びます。発
表会では、一つのミュージカ
ル作品を題材にステージでパ
フォーマンスします。
※詳細はまちだ子育てサイト
（右記二次元バー
コード）をご覧く
ださい。
対町田・多摩・稲城市在住の小
学生～高校生
場稲城市立ｉプラザ（稲城市）
定各クラス１５人（抽選）

費３５００円
申住所・氏名・電話番号・学年
・保護者氏名・参加希望コー
スを明記し、６月２日～７月３
日午後６時に、メールでＪＴＢコ
ミュニケーションデザイン子
ども体験塾係（墳ｋｏｄｏｍｏｊｙ
ｕｋｕ２０２２＠ｊｔｂｃｏｍ．ｃｏ．ｊｐ）
へ。
※新型コロナウイルス感染状
況により、レッスンはＺｏｏｍ
を利用したオンライン対応も
検討しています。オンライン
レッスンに変更になった際
も、参加費は返金できません
ので、ご了承ください。

　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。

問子育て推進課☎☎724・4468
子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

コース レッスン日１ レッスン日２ リハーサル日 発表会本番

小学生演技コース① ８月１日㈪午前１０時３０分
～午後０時３０分

８月１０日㈬午前１０時
３０分～午後０時３０分

８月２０日㈯
午後１時～５
時

８月２１日㈰
午前１０時～
午後５時

小学生演技コース② ８月１日㈪午後１時３０分
～３時３０分

８月１０日㈬午後１時３０
分～３時３０分

中高生演技コース① ８月２日㈫午前１０時３０分
～午後０時３０分

８月９日㈫午前１０時３０
分～午後０時３０分

中高生演技コース② ８月２日㈫午後１時３０分
～３時３０分

８月９日㈫午後１時３０分
～３時３０分

小学生歌・ダンスコース① ８月３日㈬午前１０時３０分～午後０時３０分
８月１２日㈮午前１０時
３０分～午後０時３０分

小学生歌・ダンスコース② ８月３日㈬午後１時３０分～３時３０分
８月１２日㈮午後１時３０
分～３時３０分

中高生歌・ダンスコース① ８月４日㈭午前１０時３０分～午後０時３０分
８月１１日㈷午前１０時
３０分～午後０時３０分

中高生歌・ダンスコース② ８月４日㈭午後１時３０分～３時３０分
８月１１日㈷午後１時３０
分～３時３０分

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


