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代、ガイド代、保険料等）申８月１８日
午後５時までに申し込み
フォーム（右記二次元バ
ーコード）で申し込み。
問ＪＴＢ東京多摩支店☎☎０４２・５２１・
５５５２、町田市観光まちづくり課☎☎
７２４・２１２８

地域支え合い型ドライバー養成研修
　福祉有償運送等運転者・セダン等
運転者の運転資格が取得できる国土
交通大臣認定講習会です。
対全回出席できる自動車運転免許保
持者で、日常的に運転しており、受講
終了後、外出に困っている地域でド
ライバーとしてボランティア活動が
可能な方日９月１２日㈪～１４日㈬、午
前１０時～午後４時３０分、全３回場せ
りがや会館内地域で外出や移動にお
困りの方を移送するために必要な知
識、身体介助、運転技能等を身に付け
る（計１５時間程度）定１４人（申し込
み順）申８月１日午前９時～１５日午後
５時に電話で高齢者福祉課（☎☎７２４・
２１４６）へ。

ダンボールコンポスト講習会
　生ごみをダンボールコンポストで
減量してみませんか。ダンボールコ
ンポスト１セット（幅３７㎝、奥行き３３
㎝、高さ３２㎝、重さ約７㎏）を持ち帰
りいただけます。過去に受講したこ
とがある方は申し込みできません。
対市内在住の方日８月２７日㈯、２９日
㈪、午前１０時～１１時３０分（各回とも
同一内容）場町田市バイオエネルギ
ーセンター講（一財）まちだエコライ
フ推進公社定各１４人（申し込み順）
申８月３日正午～１６日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２２０８０３Ａへ。
問環境政策課☎☎７９７・０５３０

加も可）。
問いきいき総務課☎☎７２４
・２９１６

Ｐｒｏｆ．柳瀬のオープンゼミ
●国道１６号線で読み直す町田のカ
ルチャー　「国道１６号線」をキーワ
ードに、町田の文化芸術について文
学を中心に作品や事例を挙げて幅広
く検証します。
日①９月４日②９月１８日③１０月２日、
いずれも日曜日午後２時～４時、全３
回場町田市民文学館講東京工業大学
リベラルアーツ研究教育院教授・柳
瀬博一氏定各４０人（申し込み順）申１
次受付＝①８月３日正午～９日午後７
時②８月１７日正午～２３日午後７時③
８月３０日正午～９月５日午後７時に、
イ ベ シ スコード ①２２０８０３Ｂ②
２２０８１７Ａ③２２０８３０Ａへ／２次受
付＝①８月１０日正午～１６日②８月
２４日正午～２９日③９月６日正午～
１２日に、イベントダイヤル（☎☎７２４
・５６５６）またはイベシスへ。
問同館☎☎７３９・３４２０
稲城市観光大使と巡る
稲城の梨グルメウォーキング
　市では、稲城・多摩市と連携した観
光事業を進めています。その一環で、
稲城市の特産品である梨を使ったお
菓子や食事を提供するお店を巡るウ
ォーキングツアーを開催します。
対町田・稲城・多摩市在住、在勤、在学
の方日９月４日㈰午後１時～５時（小
雨実施）／集合はＪＲ南武線矢野口駅
改札前です内お店の紹介、梨園見学、

「梨そば」または「梨カレー」を提供す
るお店で食事（いずれかを選択）講稲
城市観光大使・龍井一磨氏、花枝聖氏
定２１人（抽選、結果は８月２３日まで
に通知）費４０００円（お土産代、食事

子ども・子育て子ども・子育て
町田市民文学館
ことばであそぼう！３・４歳児あつまれ！
対３・４歳児とその保護者日８月６日
㈯午前１０時３０分～１１時３０分（受け
付けは午前１０時から）場同館２階大
会議室内紙芝居、絵本、わらべうた、
言葉遊び等上演桃の木工房定１０組

（先着順）
問同館☎☎７３９・３４２０

野 津 田 公 園
●夏休み自由研究企画第２弾～親子
で顕微鏡体験教室
対市内在住、在学の小学生とその保
護者日８月２０日㈯午後１時～３時場
町田ＧＩＯＮスタジアム内顕微鏡の操
作、微生物の観察／観察した微生物
像をスマホで撮影できます講（有）グ
レンデル・忍足和彦氏定１０組（１組３
人まで、申し込み順）費１０００円（保
険料込み）申８月１日午前
９時から電話で同公園

（☎☎７３６・３１３１、受付時
間＝午前９時～午後５時）へ。
着古したＴシャツをリメイクして布ぞうりを作ろう！
夏休みわくわくエコ体験講座
対市内在住の小学生日８月１９日㈮午
前１０時～午後０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８月２日正午～１１日に
イベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード２２０８０２Ａ
へ。
問環境政策課☎☎７９７・０５３０

催し・講座催し・講座
東京２０２０オリンピック・パラ
リ ン ピ ッ ク１周 年 記 念 展 示
　町田市ゆかりのアスリートの写真
や市内で実施された聖火リレー点火
セレモニー等の映像、聖火リレート
ーチなどの大会関連グッズを展示し
ます。パラスポーツ体験ブースでは
ボッチャを体験できます。
日８月８日㈪～１２日㈮、午前８時３０
分～午後５時（１１日を除く）場イベン
トスタジオ（市庁舎１階）
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

福 祉 の し ご と 相 談・ 面 接 会
　市内の障がい者・高齢者・児童施設

の合同就職相談・面接会です。求人募
集中の事業所の担当者と直接話がで
きる貴重な機会です。
対福祉の仕事に就きたい方等日８月
１８日㈭午後１時～４時場町田市文化
交流センター申電話で（社福）町田市
社会福祉協議会（☎☎７２２・４８９８）へ

（申し込みフォーム〔右記
二次元バーコード〕で申
し込みも可）。
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４７返
０５０・３１０１・１６５３
未経験者応援プログラム
介 護 の 入 門 的 研 修
　介護に関する基本的な知識や技術
を学びます。全課程を修了すると修
了証が発行され、介護の資格研修（ま
ちいきヘルパー養成研修、介護職員
初任者研修など）が一部免除される
場合があります（最終日には、就労相
談会有り）。希望者は研修終了後も介
護の仕事へのマッチング等継続した
就労支援を受けることができます。
対これから介護の仕事をしてみたい
方、介護を学びたい方等日９月２７日、
１０月４日、１１日、１８日、２５日、いずれ
も火曜日午前１０時～午後４時、全５回
／９月２７日は午後４時３０分、１０月１８
日は午後３時までです場町田商工会
議所定３０人（申し込み順）申住所・氏
名・電話番号・生年月日を明示し、９月
１３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・６４８０墳ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ-ｋｊ
ｋｃ．ｊｐ、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
センターＨＰ〔下記二次元バーコー
ド〕で申し込みも可）。
問いきいき総務課☎☎７２４
・２９１６

町 田 市 介 護 人 材 バ ン ク
●出張・就労相談会ｉｎ忠生市民セン
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。
対介護施設に就職を希望する方日８
月２４日㈬午後１時３０分～４時場忠生
市民センター会議室２／事前予約は
電話またはメールで同バンク（☎☎
８６０・６４８０墳ｇｅｎｋｉ＠ｍａｃｈｉｄａ-ｋｊｋ
ｃ．ｊｐ、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〔右上記二次元バーコー
ド〕で申し込みも可、予約無しでの参

芹ヶ谷公園パークミュージアム「Ｆｕｔｕｒｅ Ｐａｒｋ Ｌａｂ ２０２２ Ｓｕｍｍｅｒ」
問文化振興課☎☎７２４・２１８４、公園緑地課☎☎７２４・４３９７

　芹ヶ谷公園の将来の姿を想像・創
造するイベント「Ｆｕｔｕｒｅ Ｐａｒｋ Ｌａｂ 
２０２２ Ｓｕｍｍｅｒ」を開催します。詳
細は市ＨＰ（右記二次元バ
ーコード）をご覧くださ
い。
【芹ヶ谷で出会う　不思議がいっぱ
い影絵の世界～影絵パフォーマンス
とインドネシアの影絵のお話】
　インドネシアの伝統的な影絵芝居

「ワヤン・クリット」を実施します。
日８月２０日㈯午
後７時～８時（雨
天時は２１日に
順延）
場芹ヶ谷公園

【影絵の人形制作ワークショップ】
日８月２０日㈯午前１０時１５分～正午
場国際版画美術館
講影絵師・川村亘平斎氏
定１０人（申し込み順）
申８月２日正午～１８日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２２０８０２Ｂへ。
【“バティック”着付け体験】
　インドネシアの伝統衣装“バティ
ック”の着付けを体験できます。
日８月２０日㈯午後２時～６時（雨天時
は２１日に順延）
場芹ヶ谷公園
【まちだの竹で水鉄砲をつくろう】
対小学生とその保護者
日８月２０日㈯、午前１０時～１０時４５

分、午前１１時～１１時４５分（各回とも
同一内容）／雨天実施
場芹ヶ谷公園
講（一社）まちやま代表理事・塚原宏
城氏
定各５組（申し込み順）
申８月２日正午～１８日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２２０８０２Ｃへ。
【ライトアップイベント「茜色に舞う
祭典～夏夜に煌

きら

めく金魚たち」】
　桜美林大学の学生が、市内の竹や
花を再生利用して制作した金魚ねぶ
たを灯します（午後６時から点灯）。
日８月２０日㈯午後１時～８時、２１日㈰
午後５時～８時
場芹ヶ谷公園

松丸亮吾さん率いる謎解きクリエイター集団ＲＩＤＤＬＥＲが企画

「まちだ謎解きゲーム」　開催中！
問観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８

　町田ツーリストギャラリーで謎
解きキットを購入し、スマートフ
ォン（ＬＩＮＥ）からの指示に従い、謎
を解くことで現れる場所に向かう
と、次の手掛かりを入手できます。
いくつかの場所に向かい、すべて
の謎を解き明かすとゲームクリア
です。詳細は市ＨＰをご覧くださ

い。
開催期間１１月１３日㈰まで
※時間に制限はありませんが、午
前１０時～午後５時を推奨します。
受付場所町田ツーリストギャラリ
ー（謎解きキット販売時間＝午前
１０時～午後７時）
費１０００円（税抜き、謎解きキット代）

８月１７日は 
インドネシア独立記念日です
　町田市は、東京２０２０オリンピ
ック・パラリンピックをきっかけ
にインドネシアのホストタウンと
なり、同国と交流を深めてきまし
た。インドネシア独立記念日にち
なみ、左記イベントのほか、８月１７
日㈬に市庁舎２階食堂でインドネ
シア料理を提供します。
提供メニューナシゴレン、ガドガ
ド（温野菜サラダ）、フルーツヨー
グルト、スープ
問文化振興課☎☎７２４・２１８４


