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これであなたも検索上手！
図 書 館 入 門 講 座

【検索集中講座】
　本の検索で悩んでいませんか。館
内検索機やホームページでの検索方
法・コツ等を説明します。
対市内在住、在勤、在学の１５歳以上
の方（中学生を除く）
日１２月１７日㈪午後１時～３時
場中央図書館
定１０人（申し込み順）
申１１月２０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（２人まで申し込
み可）。
さがまちカレッジ

講 座 受 講 者 募 集
【特別講座　こども体験講座～手作
り豆絵本で英語を学ぼう！】
　英語の絵本を作って、ネイティブ
の先生と楽しく英語を学びましょ
う。英語が初めての方でも参加でき
ます。
対小学生
日１２月２２日㈯、午後１時～１時４５
分、午後２時～２時４５分（各回とも同
一内容）
場相模女子大学（相模原市）
講相模女子大学学芸学部准教授・中
村ジェニス氏、池下花恵氏
定各１５人（抽選）
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、１２月２日まで（必着）に、郵
送または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
シアムホームページで申し込みも
可）。
※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）をご覧下さい（さがま
ちコンソーシアムホームページでダ
ウンロードも可）。
※申込締切日までに定員に達しない
場合は、引き続き募集します。

問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１

食 育 ツ ー リ ズ ム
【親子で牛の乳しぼり体験＆まちだ
名産品を使った味

み

噌
そ

グラタンを作ろ
う】
　食への関心を高め、食に対する感
謝の心を育むことを目的とした、農
業と商業の協働の取り組みです。牛
の乳しぼり体験やバター作り、味噌
ソムリエによる調理実習、さまざま
な味噌の食べ比べを行います。
対市内在住の３歳～中学生とその保
護者（親子参加必須）
日１２月８日㈯午前９時～午後３時、集
合はＪＲ横浜線相原駅西口広場、解散
はＪＲ横浜線町田駅周辺
※専用バスで移動します。
場北島牧場（相模原市）、東京みるく
工房ぴゅあ（相原町）、忠生市民セン
ター
定２４人（申し込み順）
費１人２０００円（各種体験費、食材費、
バター制作キット代、保険料）
申参加者住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・生年月日・性別を明記し、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
協会ホームページで申し込みも可）。
問同ギャラリー☎８５０・９３１１（受付
時間＝午前１０時～午後７時）、町田市
保健予防課☎７２２・７９９６

そらまめの会（多胎児の会）
　母子健康手帳をお持ち下さい。
対双子・三つ子等の多胎児を育てて
いる方、出産予定の方やその家族
日１１月２９日㈭午前１０時１５分～１１
時１５分（受け付け＝午前１０時～１０
時１５分）
場南地域子育て相談センター（金森
保育園内）
内保護者同士の交流、情報交換、手遊
び等
問保健予防課☎７２５・５１２７

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１２月８日㈯、２２日㈯、午
後１時～５時（１人１時間）
定各４人（申し込み順）

【町田創業～ファーストステップセ
ミナー】
日①１２月５日㈬午後２時～３時３０分
②１２月５日㈬午後３時４５分～５時１５
分③１２月１１日㈫午後２時～３時３０
分④１２月１１日㈫午後３時４５分～５
時１５分
内①人材育成～雇用する前から知っ
ておきたい！実例から学ぶ従業員と
のトラブルを避ける方法②販路開拓
～町田市の統計を使った販路開拓手
法を知ろう③経営～創業当初から行
う「ブランディング」を知ろう④財務
～確定申告のポイントについて知ろ
う
講①みゆき社会保険労務士事務所代
表・栗原深雪氏②（株）ウィルパート
ナーズ中小企業診断士・馬場郁夫氏
③（株）コマキ・アンド・カンパニー代
表取締役　小巻朱美氏④税理士法人
春日会計事務所代表税理士・春日佑
介氏
定各３０人（申し込み順）

◇
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
申同センターホームページで申し込
み。
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎７２４・２１２９
町田からはじめる

働き方改革推進セミナー
対中小規模事業主及び労働者
日１１月２８日㈬午後６時～８時３０分
場町田市民フォーラム
内労働基準法の改正点、人材確保の

対策、働き方改革に係る各種助成金、
労働時間短縮・生産性向上に向けた
マネジメント
講三井住友海上火災保険（株）経営サ
ポートセンター経営リスクアドバイ
ザー・五十嵐朋人氏　他
定１８０人（申し込み順）
申チラシ裏面の受講申込票（町田商
工会議所等に有り、町田市ホームペ
ージでダウンロードも可）に必要事
項を記入し、ＦＡＸで八王子労働基準
監督署町田支署（返７２４・００７１）へ。
※セミナーの詳細は、同監督署町田
支署（☎７１８・８６１０）へお問い合わ
せ下さい。
問産業政策課☎７２４・２１２９

分譲マンション管理に 
関 す る 相 談 会
　マンション管理士が相談に応じま
す。
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日１２月１２日㈬午後１時３０分～４時
※相談時間は１組３０分です。
場市庁舎
講（一社）東京都マンション管理士会
町田・たま支部
定４組（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。
犬と楽しく暮らすための

基 礎 講 座
対犬を初めて飼育する方、これから
飼育を考えている方
日１２月１２日㈬午後２時～４時
場町田市保健所（中町庁舎）
内犬のしつけ、飼育マナー等
講町田市獣医師会、スマイルドッグ
クラブ
定４０人（申し込み順）
申１１月１６日正午～１２月５日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）また
はイベシスコード１８１１１６Ｄへ。
問生活衛生課☎７２２・６７２７

事業名 対　象 会　場 開催日 時　間 内　容／その他 問い合わせ
プレママ・パパクラス
（申し込み制）

申イベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）またはイベシスコードＡコ
ース＝１８０２２８Ａ、Ｂコース＝
１８０２２８Ｂへ

１６～３５週の
妊婦とその
夫

健康福祉会館
Ａコース

１２月７日、１月１１日㈮
午後１時３０分～４時

妊娠中の過ごし方、歯
の衛生等

保健予防課
地域保健係
☎７２５･５１２７

１２月１４日、１月１８日㈮ 分娩経過とリラックス
法等

Ｂコース １２月２２日、１月２６日㈯ 午前１０時～正午 もく浴実習、妊婦体験
等

乳幼児・母性相談
※母子健康手帳をお持ちのうえ、
直接会場へおいで下さい。

２か月以上の
未就学児と
その保護者

健康福祉会館 １２月１０日㈪、２５日㈫、１月１５日㈫、
２８日㈪

受け付け＝午前９時４５分
～１１時３０分、午後１時３０
分～３時

身長･体重測定、保育相
談、栄養相談、歯科相
談、母親のからだや気
持ちの相談

鶴川保健センター １２月３日、１月７日㈪
子どもセンターばあん １２月１４日、１月１１日㈮
忠生保健センター １２月１７日㈪、１月２２日㈫
小山市民センター １月９日㈬

母性保健相談、母乳育児相談
申来所相談と乳房マッサージは要
予約、電話で保健予防課へ

市内在住の
方（里帰り中
の方の参加
も可）

健康福祉会館 １２月６日、１３日、２０日、２７日、１月１０
日、１７日、２４日、３１日㈭

午前１０時～正午、午後１時
～３時

助産師による相談、乳
房マッサージ～電話相
談は随時可、健康福祉
会館（☎７２５・５４１９）へ

プレママクッキング（申し込み制）
申イベントダイヤル（☎７２４･
５６５６）またはイベシスコード
１８０３１４Ｐへ

１６～３５週の
妊婦 健康福祉会館 １２月２０日、１月２４日㈭ 午前１０時～午後１時

調理実習、会食、妊娠中
の食生活の話
費５００円（食材費）

保健予防課
保健栄養係
☎７２２・７９９６

離乳食講習会（初期・後期）、
幼児食講習会／申し込み制

申イベントダイヤル（☎７２４･
５６５６）またはイベシスコード初
期＝１８０３１４Ｓ、後期＝１８０３１４
Ｋ、幼児食＝１８０３１４Ｙへ

４～６か月児
の保護者

健康福祉会館 初期
１２月６日㈭、１月１０日㈭、
２１日㈪ 午前１０時５分～１１時４５分 離乳食の話と試食

鶴川保健センター １２月１８日㈫ 午後１時４０分～３時２０分
８～１０か月
児の保護者

健康福祉会館 後期 １２月１１日㈫、１月２５日㈮ 午前１０時５分～１１時４０分 離乳食後期の話と試
食、歯の話鶴川保健センター １２月１８日㈫

１歳６か月～
２歳０か月児
の親子

健康福祉会館 幼児食 １２月１２日㈬ 午前９時５５分～１１時４５分 親子遊び、幼児食の話
と試食

※プレママクッキングを除き、各日とも同一内容です。詳細はまちだ子育てサイトでもご覧いただけます。

お気軽にご相談下さい　１２月、２０１９年１月の母子健康案内


