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生涯学習センター
障がい者ボランティア講座

【同じまちに生きるあなたと共に】
　障がいのある人とどのように関わ
るのかを学び体験する講座です。
日①９月２９日㈯②１０月６日㈯③１０
月１３日㈯④１０月２７日㈯⑤１１月４日
㈰、午後２時～４時、全５回
場同センター
内①障がいのある子ども・青年の「心」
に出会う～ボランティアのきっかけ
はさまざまでいい②障がいのある青
年とともに学ぶ～より良い場を作る
ための具体的なヒント③あふれる思
いを届けよう④⑤障がい者青年学級
の体験
講①小平・ゆうやけ子どもクラブ代
表　村岡真治氏②障がい者青年学級
スタッフ・彦根睦氏③国学院大学教
授・柴田保之氏
定３０人（申し込み順）
申電 話 で 同 セ ン タ ー（ ☎７２８・
００７１）へ。

市民健康づくり講演会
【歩くと足が痛くなる病気～元気で
歩けていますか】
　医師が病気の最新情報をお伝えし
ます。
※要約筆記があります。
日９月２９日㈯午後２時～４時３０分
場町田市民フォーラム
内①閉塞性動脈硬化症の正しい診断
と治療法の解説②腰部脊柱管狭窄症
の正しい診断と治療法の解説
講①町田慶泉病院血管外科部長・新
津勝士医師②町田市民病院整形外科
部長・石原裕和医師
定１８０人（申し込み順）
申９月６日正午～２６日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０９０６Ａへ。
問保健総務課☎７２２・６７２８

ダンボールコンポスト講習会
　参加者はダンボールコンポスト１

セット（幅３７㎝、奥行３３㎝、高さ３２
㎝、重さ約７㎏）をお持ち帰りいただ
けます。
※講習会を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９月２１日㈮、２７日㈭、午後２時３０
分～４時
場市庁舎
定各１５人（申し込み順）
申９月４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１８０９０４Ａへ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
車ごと出店できる！

まちエコ・フリーマーケット 
出 店 者 募 集

　家庭で不要になったものをリユー
ス（繰り返し使う）するフリーマーケ
ットの出店者を募集します。
日１０月１４日㈰午前９時～午後２時
場町田リサイクル文化センター隣接
地
定４０台（申し込み順）
費２０００円
申９月２０日までに直接または電話で

（一財）まちだエコライフ推進公社（木
曽東２－１－１、☎７９７・９６１７）へ。
※詳細は同公社へお問い合わせ下さ
い。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

食 品 衛 生 実 務 講 習 会
対食品衛生責任者及び食品関係営業
者
日９月２６日㈬午後２時～４時（受け付
けは午後１時４０分から）
場町田市民ホール
内食中毒予防と食品衛生に関する最
新情報
問生活衛生課☎７２２・７２５４
男女平等推進センター

女性のための就職準備セミナー
【子育て中の方のためのパソコン講習】
対現在子育て中で、全回参加でき、早

期の再就職を考えている女性
日９月２６日㈬～２８日㈮、午前１０時
１５分～午後４時、全３回
場町田市民フォーラム
内就職活動に必要な職務経歴書をパ
ソコン（ワード・エクセル）で作る
定１８人（申し込み順）
申直接または電話でハローワーク 
町田マザーズコーナー（☎７３２・
８５６３、受付時間＝月～金曜日の午
前９時３０分～午後５時）へ。保育希望
者（１歳以上の未就学児、申し込み順
に１０人）は併せて申し込みを。
問同センター☎７２３・２９０８

消 費 生 活 セ ン タ ー
【①学習会～スマホから子どもを守
るには　健康リスクと依存症を考え
る】　
日９月２５日㈫午前１０時～正午
内スマホが子どもの健康に与える影
響や依存症について学ぶ
講（特）市民科学研究室代表理事・上
田昌文氏
定４０人（申し込み順）

【②くらしに役立つテスト教室～減
塩で長寿を目指そう！お宅の味

み

噌
そ

汁
測ってみよう】
日９月２６日㈬午前１０時～正午
内自作の味噌汁や各種加工品の塩分
を測定し、どのくらい塩分をとって
いるかを確認し、減塩の工夫を学ぶ
講町田市消費生活センター運営協議
会会長・小林好教氏
定１６人（申し込み順）
費１００円（検体費）

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
申９月４日正午～１９日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード①１８０９０４Ｅ②１８０９０４
Ｆへ。保育希望者（１歳以上の未就学
児、いずれも申し込み順に６人）は併
せて申し込みを。
問消費生活センター☎７２５・８８０５
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ

公 開 講 座
【人間科学～優生保護法と日本の優
生政策】
　優生保護法の下、障がいや遺伝性
疾患を理由に不妊手術を強制された
人々から謝罪を求める動きが広まっ
ています。この問題に長年取り組ん
できた松原教授に、優生保護法と日
本の優生政策について語っていただ
きます。
日１０月３日㈬午後７時～９時
場同センター
講立命館大学大学院先端総合学術研
究科教授・松原洋子氏
定１０８人（申し込み順）
申９月６日正午～２５日にイベントダ

イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１８０９０６Ｂへ。
問同センター☎７２８・００７１
町田新産業創造センター

創業・起業に関するセミナー
【町田創業～ファーストステップ相
談会】
日９月１５日㈯、１９日㈬、２９日㈯、午
後１時～５時（１人１時間）
申参加希望日の１週間前までにファ
ーストステップセミナーホームペー
ジで申し込み。

【町田創業～ファーストステップセ
ミナー】
日①９月１２日㈬午後２時～３時３０分
②９月１２日㈬午後３時４５分～５時１５
分③９月２０日㈭午後２時～３時３０分
④９月２０日㈭午後３時４５分～５時１５
分
内①人材育成～経営者に知ってほし
い「話し方」と「聴き方」②販路開拓～
集客サイトをつかいこなそう③経営
～経営面から考える上手なアルバイ
トの活用方法をしろう④財務～決算
書の読み方、考え方を知ろう
講①（株）スタンコミュニケーション
ズ代表取締役・松尾由紀子氏②④

（株）ウィルパートナーズ・馬場郁夫
氏③みゆき社会保険労務士事務所代
表・栗原深雪氏
定各３０人（申し込み順）
申ファーストステップセミナーホー
ムページで申し込み。

◇
対創業予定の方、創業して間もない
方等
場町田新産業創造セン
ター
問同センター☎８５０・
８５２５、町田市産業政
策課☎７２４・２１２９
生涯学習センター

公 開 講 座
【「やきもの」で語る縄文から平安時
代】
　煮沸可能な土器の発明から装飾過
剰な造形を生み出した縄文時代の文
化史的意義や、意外に知られていな
い７～１０世紀の地元の窯で焼かれた
食器類や寺院用の瓦、搬入品の灰

かい

釉
ゆう

陶器などから、町田の原始・古代史に
ついて文化財係の学芸員が分かりや
すく解説します。
日９月２５日㈫午後６時１５分～８時１５
分
場町田市民フォーラム
定１３８人（申し込み順）
申１次受付＝９月１日正午～３日午後
７時にイベシスコード１８０９０４Ｄへ
／２次受付＝９月４日正午～１９日に
イベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
またはイベシスへ。
問同センター☎７２８・００７１

町田市立図書館9月、10月の催し
絵本・紙芝居・語りなどで、楽しい時間を過ごしましょう！

催　し 日　程 時　間 会　場

①ちいさい子向けおはな
し会
②おおきい子向けおはな
し会
③乳幼児向けおはなし会
④こどもえいが会

①9月12日、19日、26
日、10月10日、17日、
24日、31日
②9月12日、26日、10
月10日、24日
③9月14日、28日、10
月12日、26日
④9月5日、10月3日

①午後2時30分から
②午後3時30分から
③午前10時30分から、
11時から
④午後3時から

中央図書館
☎728・8220

※その他、各市立図書館でも催しを行っています。詳細は各市立図書館へお問い合わせ下さい。
問さるびあ図書館☎722･3768、鶴川図書館☎735･5691、鶴川駅前図書館☎737・0263、金森図書
館☎710･1717、木曽山崎図書館☎793･6767、忠生図書館☎792・3450、堺図書館☎774･2131

詳細はお問い合わせ下さい。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131 検索町田市立図書館移動図書館“そよかぜ号”ご利用下さい！

　９月２１日から始まる秋の全国交通
安全運動に合わせて、町田市・町田警
察署・町田ドライヴィングスクール
の共催で、町田市民交通安全フェス
ティバルを開催します。
開催日９月２４日（振休）
場同スクール（南大谷１－５５）
※駐車場はありません。

【①各種交通安全体験ブース】
　自転車・自動車シミュレーター、飲
酒ゴーグルの体験等ができます。
時間午前９時～午後３時１５分（雨天
実施）

【②自転車安全運転スタンプラリー】
　大人の方も参加できます。なお、自
転車に１人で乗れない方は、保護者
の補助があれば参加できます。
※自転車とヘルメットをお持ち下さ
い。会場にも若干の用意があります
が、お持ちでない方が多数の場合は、
定員に達していなくても参加をお断
りすることがあります。
時間午前９時～１１時４５分

内交通安全講話、コース走行等
※小雨時はスタンプラリーを中止
し、別プログラムでコース走行等を
行います。荒天時は室内用の講習の
み行います。
定１６０人（市内在住の方を優先のう
え、抽選）

【③白バイ隊員による二輪車実技教室】
　安全のため長袖・長ズボンを着用
し、胸部プロテクターを持参して下
さい。
※整備不良車での参加はできません。
時間午後１時１５分～３時１５分（荒天
中止）
内乗車姿勢の指導、コース走行等
定３０人（市内在住の方を優先のう
え、抽選）

◇
申①直接会場へ②③９月４日正午～
１２日にイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
１８０９０４Ｂへ。
市HP 交通安全フェスティバル  検索

問市民生活安全課☎７２４・４００３、町田警察署交通課安全教育係☎７２２・ 
０１１０、町田ドライヴィングスクール☎７２３・２４８０

町田市民交通安全フェスティバル
自転車・二輪車の安全運転を学ぼう！


