
92022．11．15催しや講座など、申込方法の記載がない場合は直接会場へおいで下さい。

合同会社説明会・面接会ｉｎ町田
●まちだが好き・まちだで働こう！　
Ｊｏｂ Ｓｔｒｅｅｔ ２０２２　まちだブラン
ドを持つ企業、仕事と子育てを両立
しやすい企業など、さまざまな特色
がある市内企業のブースをカテゴリ
分けした、個別専用ブース説明会・面
接会です。就職支援セミナーもあり
ます。チラシ（ハローワーク窓口、産
業政策課〔市庁舎９階〕で配布、市ＨＰ

〔下記二次元コード〕でダウンロード
も可）裏面の参加申込書に記入のう
え、会場へ持参してください。イベン
トへの参加については、ハローワー
ク 町 田 職 業 相 談 部 門（ ☎☎７３２・
７３０９）へお問い合わせください。
対市内及び近隣自治体に居住する求
職者日１２月７日㈬午後１時～４時（入
退場自由）場町田市文化交流センタ
ー５階けやき・サルビア・
カトレア・コスモス定
１５０人程度（先着順）
問産業政策課☎☎７２４・２１２９

家 族 介 護 者 教 室
対市内在住で、高齢者の介護をする
家族介護者日１２月１３日㈫午後２時
～４時場南市民センター内「健康腸
寿」のためのおなか元気教室講神奈
川東部ヤクルト販売（株）おなかマス
ター定１０人（申し込み順）申電話で
南第１高齢者支援センター（☎☎７９６・
２７８９）へ。

問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

認 知 症 カ フ ェ（ Ｄ カ フ ェ）
　認知症の方や家族、支援者などが
気軽に集まり、情報交換や交流を行
う場「認知症カフェ（Ｄカフェ）」の取
り組みをオンラインで実施します。
対認知症の方や家族、支援者等日１２
月９日㈮、２０２３年１月１９日㈭、午後１
時～３時参加方法Ｚｏｏｍでミーティ
ングＩＤ（７３１３０２６６９６４）・パスコー
ド（ｄｃａｆｅ）を入力し、入
室（右記二次元コードで
入室も可）。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

小 野 路 宿 里 山 交 流 館
●①小野路宿寄席　お座敷で落語と
かっぽれを楽しみませんか。
日１２月１日㈭午後１時３０分~３時３０
分ごろ出演古今亭今輔、萬来亭一柳、
花見亭一平、桜川櫻お伴定２０人（申
し込み順）
●②年末大野菜市
日１２月２５日㈰午前１０時～午後２時
内新鮮野菜の販売（売り切れ次第終
了）、屋台（豚汁、焼き団子、焼き芋
等）、ビンゴ大会

◇
申①１１月１７日正午～２８日にイベン
トダイヤル（☎☎７２４・５６５６）または
イベシスコード２２１１１７Ｃへ②直接
会場へ。
問同館☎☎８６０・４８３５

鶴見川バーチャルツアー
　オンライン（Ｚｏｏｍ）で鶴見川源
流の森や川、生物などの自然環境、治
水対策、体験学習施設の紹介動画を
見ながら鶴見川や流域について学び
ます。
対Ｗｅb環境があり、終了後のアンケ
ートに協力できる方日１２月１１日㈰
午前１０時～正午定３０人（申し込み
順）申氏名（ふりがな）・電話番号・メ
ールアドレスを明記し、１１月２１日
からメールで、ふれあって流域鶴見
川２０２２総合調整窓口〔（株）ニデア〕

（墳ｎｉｄｅａ＠ｎｅｏ．ｎｉｆｔｙ．ｊｐ）へ。
問（株）ニデア☎☎０４５・５６８・７１５９、
町田市下水道経営総務課☎☎７２４・
４２８７
町田市民病院～Ｗｅｂ市民公開講座
大 腸 内 視 鏡 検 査 の す す め
　町田市民病院では、医師によるＷ
ｅb市民公開講座を配信しています。
今回は、大腸内視鏡検査で分かるこ
とや検査・治療にかかる費用等につ
いて解説しています。同病院ＨＰ（下
記二次元コード）でご覧
いただけます。バックナ
ンバー（「糖尿病ひとくち
情報」等）も視聴できます。
講同病院消化器内科・伊藤綾香医師
問同病院経営企画室☎☎７２２・２２３０

（内線７４３３）
ミニ講座
今日から実践！正しいお口のケア
　歯科衛生士が口

こう

腔
くう

ケアについて詳
しく解説します。口腔ケアグッズの

プレゼントもあります。なお、ふれあ
い館に入館する際は、靴下の着用に
ご協力ください。
対町田・相模原市在住の６０歳以上の
方日①１２月６日㈫午後２時３０分～３
時１０分②１２月８日㈭午前１０時３０分
～１１時１０分場①ふれあいくぬぎ館
②ふれあいもみじ館定①３０人②２０
人／申し込み順申１１月１６日正午か
ら①１２月１日まで②１２月５日まで
に、各開催場所に設置の予約簿へ氏
名等を記入またはイベントダイヤル

（☎☎７２４・５６５６）へ／ふれあいもみ
じ館は月曜休館のため、１２月５日は
イベントダイヤルでのみ受け付けま
す。
問保健予防課☎☎７２５・５４３７

　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

みんなで楽しく
ス ポ ー ツ に チ ャ レ ン ジ！
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（小学１～３年生は保護者同伴）
日１２月１０日㈯午後０時３０分～２時
３０分ごろ場サン町田旭体育館内ト
ランポリン、オリジナルパルクール、
ニュースポーツ／種目の詳細は、決
まり次第市ＨＰでお知らせします講
町田市スポーツ推進委員定５０人（申
し込み順）費１人２００円（保護者も参
加費が必要）申１１月２２日正午～３０
日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）へ。
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

芹ヶ谷公園パークミュージアム

Ｆｕｔｕｒｅ Ｐａｒｋ Ｌａｂ ２０２２ Ｗｉｎｔｅｒ
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
造するための実証実験イベント「Ｆｕ
ｔｕｒｅ Ｐａｒｋ Ｌａb ２０２２ Ｗｉｎｔｅｒ」を開
催します。詳細は市ＨＰ

（右記二次元コード）をご
覧ください。
場芹ヶ谷公園

【ライトアップイベント「平和を照ら
す閑寂の光」】
　桜美林大学の学生が、平和をコン
セプトにしたライトアップを開催し
ます。「平
和」が花
言葉の菊
やヒナギ
クを、町
田の竹を
使って表

現します。
日１２月３日㈯、４日㈰、午後４時～６時

（雨天中止）
場同公園あずまや付近の広場

【いつもの公園を気球に乗って見て
みよう】
　係留飛行による気球の搭乗体験で
す。１０ｍの高さを上下します。
日１２月４日㈰午前８時～１１時ごろ
※風や天候等の条件により変更・中
止になる場合があります。
場同公園多目的広場

【カワセミの凧
たこ

を作ろう】
　カワセミの版画を、凧に仕立てます。
対４歳以上の方（小学３年生以下は保
護者同伴、親子参加も可）
日１２月３日㈯午前１０時～正午、午後
１時～３時（１人当たりの所要時間は

２０分程度、雨天中止）
場同公園多目的広場
講町田木版画ファンクラブ・世羅田
京子氏
定２０人（先着順）
費１０００円

【町田産の繭で作る「干
え

支
と

ウサギ」】
　今年とれた小野路産の繭を使い、
来年の干支であるウサギの繭人形を
作ります。
対４歳以上の方（小学３年生以下は保
護者同伴）
日１２月４日㈰、午前１０時～１０時３０
分、午前１１時～１１時３０分、午後１時
～１時３０分、午後２時～２時３０分（雨
天中止）／各回とも同一内容です。
場同公園
講小野路シルク工房

定各５人（申し込み順）
費２０００円
申１１月１６日正午～１２月１日にイベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード２２１１１６Ｄへ。

【青い日光写真を作ろう】
　夏休みに町田市フォトサロンで大
好評だった企画です。特殊な薬剤を塗
った画用紙に、芹ヶ谷公園の木の葉等
を並べ、日光でその影を写し取ります。
対小学生以上の方
日１２月３日㈯午前１１時～午後２時

（１人当たりの所要時間は３０分程度、
雨天中止）
場国際版画美術館前
講造形家・横山純子氏
定２０人（先着順）
費２００円

推し本を伝えよう！
ひとことＰＯＰコンテスト

問中央図書館☎☎７２８・８２２０

「まちだ謎解きゲーム２」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等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。すべての謎を解
き明かすとゲームクリアです。一つの謎解きキットで複数
のコースを遊ぶことができます。詳細は市
ＨＰ（右記二次元コード）をご覧ください。
開催期間２０２３年２月１２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。
費１キット２１００円（税込み）
※協力店で使用できるクーポン券１０００円
分付きです。
※２キット同時に購入すると３６５０円（税込
み、クーポン券２０００円分付き）です。

　あなたの推し本を絵と文で伝えて
みませんか。入賞した作品はしおりに
して、市内各所で配布します。
　詳細は町田市立図書館
ＨＰ（右記二次元コード）
をご覧ください。
対市内在住、在学及び相互利用市在
住の小学４年生～１８歳の方
ＰＯＰの規格画用紙程度の厚さのある
紙で２６㎝×１１㎝（絵のサイズ２４㎝×９

㎝）。各市立図書館、町田市民文学館、久
美堂本店、有隣堂町田モディ店、ＴＳＵＴＡ
ＹＡ町田木曽店で配布する専用用紙も
使用可（画材は自由、コンピューター加工、
毛玉等浮き上がるものの貼付は不可）
申２０２３年１月１０日までに、直接各市
立図書館または町田市民文学館へ提
出いただくか、郵送（必着）で中央図
書館企画・地域支援係（〒１９４－
００１３、原町田３－２－９）へ。


