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催し・講座催し・講座
町田新産業創造センター

創 業・起 業 に 関 す る 
相 談 会・セ ミ ナ ー

【町田創業～ファーストステップ相
談会】
日１１月２３日㈷、３０日㈯、午後１時～
５時（１人１時間）
申参加希望日の１週間前までに同セ
ンタ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①１１月１４日㈭午後２時～３時３０
分②１１月１４日㈭午後３時４５分～５
時１５分③１１月１９日㈫午後２時～３
時３０分④１１月１９日㈫午後３時４５分
～５時１５分
内①基礎・経営～知的財産について
知ろう②基礎・財務～利益を出すた
めの必要売上高の考え方を知ろう③
基礎・人材育成～性格の傾向を把握
し、コミュニケーションに活かそう
④基礎・販路開拓～消費者ニーズと
自社の強みを整理し需要を開拓しよ
う
講①弁理士・松永薫氏②（株）ウィル
パートナーズ・馬場郁夫氏③こころ
サロン創・佐瀬りさ氏④中小企業診
断士和泉朱美事務所・和泉朱美氏
定各３０人（申し込み順）
申参加希望日の前日午後５時までに
同センターホームページで申し込
み。

◇
対創業を予定している
方、創業して間もない
方等
場同センター

問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎７２４・２１２９
小さなお店のための

キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 
体 験 セ ミ ナ ー

　キャッシュレス決済は、消費者へ
のポイント還元事業や、インバウン
ド需要への対応手段として注目され
ています。市では、町田市商店会連合
会と連携し、新たにキャッシュレス
サービスの導入を検討している方
や、既にキャッシュレスサービスを
導入している方向けにセミナーを開
催します。
対事業を営んでいる方
日１１月７日㈭午後２時～６時（入退場
自由）
場町田商工会議所
内①セミナーエリア＝ミニセミナー

「キャッシュレス決済サービスの概
要説明」、キャッシュレス決済事業者
によるサービスの説明②展示・相談
エリア＝各キャッシュレス決済サー
ビスの体験及び個別相談
講①中小企業診断士・田中宏樹氏
定①４０人（申し込み順）
申参加申込書（町田市ホームページ
でダウンロード）に必要事項を記入
し、ＦＡＸで町田市商店会連合会（返
７２３・６９０６）へ（電話での申し込み
も可）。
問町 田 市 商 店 会 連 合 会 ☎７２３・
６９００、町田市産業政策課☎７２４・
３２９６

分譲マンション管理に 
関 す る 相 談 会
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日１２月４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。

養育家庭（里親）体験発表会
　「養育家庭（ほっとファミリー）」と
は、養子縁組を目的とせず、子どもた
ちを迎え育てている家庭のことで
す。
　１１月の里親月間に合わせて体験
発表を行います。また、２００３年に放
送されたテレビドラマ「ぶどうの木
～里親と子供たちの愛の物語」を上
映します。
※保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
※東京都八王子児童相談所と共催で
す。
日１１月１２日㈫午前９時４５分～午後
０時３０分
場町田市民フォーラム３階ホール
定１８８人（先着順）
※保育希望者（２か月以上の未就学
児、申し込み順に１０人）は電話で子
ども家庭支援センター（☎７２４・
４４１９）へ。

夫婦で学ぼう！子育て期の 
アンガーマネジメント

　子育て中は、仕事と家庭の両立で
忙しくなり、子どもやパートナーに

不満やイライラが募ってしまうこと
もあります。そんなイライラや怒り
との上手な付き合い方を学びます。
対子育て中の夫婦等（１人での参加
も可）
日１２月７日㈯午後１時３０分～３時３０
分
場町田市民フォーラム
講（一社）日本アンガーマネジメント
協会ファシリテーター・高田しのぶ
氏
定３０人（申し込み順）
申１次受付＝１１月１日正午～６日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード１９１１０７Ｂへ／２次受付＝１１
月７日正午～２８日にイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
へ。保育希望者（６か月以上の未就学
児、申し込み順に１０人）は、１１月２４
日までに併せて申し込みを。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８

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２５日㈪午前１０時～１１時（受
け付け＝午前９時３０分～１０時）
場健康福祉会館２階
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

同センター
ホームページ

申込受付日程表
日 程 受付時間 会 場

2020年

1月6日㈪ 午後2時～7時 南市民センター

1月7日㈫ 午後2時～7時 子どもセンターつるっこ
午後4時～7時 子どもセンターぱお

1月8日㈬ 午後2時～7時 忠生市民センター
1月9日㈭ 午後2時～7時 小山市民センター
1月10日㈮ 午前9時～午後7時

市庁舎2階会議室2-21月11日㈯ 午前9時～午後4時30分
1月12日㈰ 午前9時～午後4時30分

※ 先着順ではありません／入会要件により必要書類が異なります。入会要項を確認のう
え、不明な点はお問い合わせ下さい／上記表の受付期間後も児童青少年課で随時受け
付けますが、原則、空き待ちとなります／受付会場は混雑するため、時間帯によっては
お待ちいただくことがあります。

町田市立図書館11月、12月の子ども向けの催し
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

①11月13日、17日、20日、27
日、12月11日、15日、18日、
25日
②11月2日、9日、16日、23日、
30日、12月7日、14日、21日
③11月8日、22日、12月13日
④11月6日、12月4日

①午後2時30分から
（11月17日、12月15
日は午前11時から）
②午前11時から
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

※詳細は町田市立図書館ホームページ、または、まちだ子育てサイトをご覧下さい。
※ 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 

健康づくりの応援団、集めました！
総合健康づくりフェア

問健康推進課☎７２４・４２３６

　自身の身体や健康の状態が分か
り、健康づくりのヒントが得られ
る体験型のブースが多数出展しま
す。お子さんから高齢者まで、楽し
みながら健康づくりを体感しませ
んか。
日１１月１０日㈰午前１０時～午後４
時（開会式は午前９時４５分から、総
合受付終了は午後３時３０分）
場ぽっぽ町田
内みんなでチャレンジ☆スポーツ
輪投げ！、お菓子を使った調剤体
験ができる「子ども薬剤師体験」、
簡単健康チェック！、木のメモス

タンドを作る「大人も子どもも楽
しめる☆街路樹のリサイクル体験
工房！」等
※混雑状況により入場を制限する
場合があります。
※配布物は数に限りがあります。
また、内容は予告なく変更する場
合があります。
※ぽっぽ町田駐車
場は有料です。
※詳細は町田市ホ
ームページをご覧
下さい。
市HP 健康フェア  検索

　学童保育クラブは、就労等の理由
で保護者が昼間家庭にいない世帯の
児童を預かる、児童１人で通うこと
を基本とした施設です。
※保育中に医療行為を必要とする児
童は入会できません。
対市内在住の小学１～３年生（障がい
のある児童は６年生まで）
保育時間下校時～午後６時（土曜日・
学校休業期間〔夏休み等〕は、午前８
時３０分～午後６時）、特別保育（延長
保育）を利用する場合は、下校時～午
後７時（土曜日及び学校休業期間〔夏
休み等〕は、午前８時～午後７時）
※日曜日、祝休日、年末年始はお休み
です。
※入会を受け付けている学童保育ク

ラブについては、まちだ子育てサイ
ト、または入会要項をご覧下さい。

【育成料】
費１人１か月９０００円
※世帯の所得に応じた減額・免除の
制度があります（特別育成料を除
く）。
※特別保育利用時は、特別育成料と
して１人日額５００円（月額上限２０００
円）が必要です。
※各学童保育クラブで育成料の他
に、おやつ代や父母会費等の負担が
あります。

【入会の受け付け】
　学童保育クラブの入会申請は毎年
度必要です。新規に入会を希望する
方は、申請書・必要書類をお持ちのう

え、受付日時に直接受付会場へおい
で下さい（下表参照）。継続して入会
を希望する方は、各学童保育クラブ
で配布される案内をご確認下さい。
※入会要項・申請書は各学童保育ク

ラブ、各子どもセンター、小山市民セ
ンター、忠生市民センター、南市民セ
ンター、児童青少年課（市庁舎２階）
で配布しています（まちだ子育てサ
イトでダウンロードも可）。

問児童青少年課☎７２４・２１８２２０２０年度学童保育クラブ入会案内


