
8 2020．2．1 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ください。

催し・講座催し・講座
消 費 生 活 セ ン タ ー

【くらしに役立つ学習会～ネットシ
ョッピングを楽しく、安全に利用す
るために　楽しくＩＣＴを学ぼう】
　ネットショッピングで安全に商品
を購入するために、利用する際の注
意点やさまざまな支払方法などを学
びます。
日３月２日㈪午前１０時～正午
講（公社）日本消費生活アドバイザー
・コンサルタント・相談員協会　金
藤博子氏
定４０人（申し込み順）
申１次受付＝２月１日正午～４日午後
７時にイベシス（インターネット）コ
ード２００２０５Ｄへ／２次受付＝２月５
日正午～２０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（１歳以上の未就学児、申
し込み順に６人）は２月１日正午から
併せて申し込みを。

【くらしに役立つテスト教室～減塩
でもおいしく　うす味・減塩を習慣
に】
　身近な食品の塩分テストを行い、
自分の塩分摂取量を調べて、塩分を
摂りすぎないためのコツを学びま
す。また、自宅のみそ汁を持参いただ
ければ、塩分チェックもできます。
日３月４日㈬午前１０時～正午
講町田地域活動栄養士会・原慶子氏
定１６人（申し込み順）
費１００円（検体費）
申２月５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２００２０５Ｅへ。保育希望
者（１歳以上の未就学児、申し込み順
に６人）は併せて申し込みを。

◇
対市内在住、在勤、在学の方

場町田市民フォーラム
問同センター☎☎７２５・８８０５
生涯学習センター

藤井恵さんのからだに 
やさしいおうちごはん
　食に興味があり、普段料理をする
方向けに、旬の食材や発酵食品を盛
り込んだ和食の献立の調理実習を行
います。食材の扱い方や組み合わせ、
映える盛り付けのコツを学べます。
日２月２７日㈭午前１０時～午後０時
３０分
場同センター
講料理研究家・藤井恵氏
定２２人（申し込み順）
費１０００円（材料費）
申２月２日午前９時から電話で同セン
ター（☎☎７２８・００７１）へ。
文学館でたのしむ

おとなのためのおはなし会
　保育希望者以外は直接会場へおい
でください。
日２月２０日㈭午前１０時３０分～１１時
３０分
場町田市民文学館２階大会議室
内町田ゆかりの作家紹介＝「日野多
香子」／おはなし＝「むく鳥のゆめ」
（浜田廣介作）、「かしこすぎた大臣」
（インドの昔話）、「プクサの魂」（アイ
ヌの昔話）
語り手（特）まちだ語り手の会
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は、２月１日午前９
時から電話で同館（☎☎７３９・３４２０）
へ。
町田新産業創造センター

金 融 の プ ロ か ら 学 ぶ 
ワ ー ク 式 セ ミ ナ ー

【起業に必要な資金計画・収支計画の
つくり方】
　事業計画書（資金計画・収支計画）

を作成するセミナーです。数字が苦
手な方や、金融機関から直接アドバ
イスを受けたい方にもおすすめで
す。
対創業の計画がある、または創業後
５年未満で、次のいずれかに該当す
る方　①３９歳以下または５５歳以上
の男性②女性
日２月２６日㈬午後２時～５時
場同センター
講多摩信用金庫
定１５人（申し込み順）
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２月９日㈰、２２日㈯、午後１時～５時
（１人１時間）
申参加希望日の３日前までに同セン
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①２月１３日㈭午後２時～３時３０分
②２月１３日㈭午後３時４５分～５時１５
分③２月１８日㈫午後２時～３時３０分
④２月１８日㈫午後３時４５分～５時１５
分
内①応用・経営～創業初期から考え
るブランディング②応用・財務～経
営に活かす代表的な財務指標③応用
・人材育成～人を雇用するときのル
ール④応用・販路開拓～お客様のハ
ートを掴むコミュニケーション
講①（株）コマキ・アンド・カンパニー　
小巻朱美氏②（株）ウィルパートナー
ズ・馬場郁夫氏③村上社会保険労務
士事務所・村上かおり氏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。

◇
対創業予定の方、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

知 的 財 産 セ ミ ナ ー
【意匠・商標が変わる今こそ考えた
い、利益向上への第一歩】
　事業を立ち上げたり、新商品を開
発する際に押さえておきたい「意匠
権・商標権」について最新情報や事例
を紹介します。
　知的財産に少しでも興味がある方
はぜひご参加ください。
日・内２月１９日㈬、①講演「企業を元
気にする意匠・商標の活用法」＝午後
２時～３時２０分②事例紹介「取り方
で大きな差がつく！守りと攻めの意
匠・商標」＝午後３時３０分～４時１５分
③弁理士による知的財産無料相談会
（希望者のみ）＝午後４時１５分～５時
場町田新産業創造センター
講①特許業務法人レガート知財事務
所所長・峯唯夫氏②（株）ＴＲＹＬ代表取
締役・福原正之氏
定３０人（申し込み順）
申参加申込書（チラシ裏面に有り、町
田市ホームページでダウンロードも
可）に記入し、ＦＡＸで知的財産セミ
ナー２０１９運営事務局（返０３・５７５９
・２７０１）へ（下記二次元バーコード
の申し込みフォームで申し込みも
可）。
問同事務局☎☎０３・６３２８
・３４８４、町田市産業政
策課☎☎７２４・３２９６

同センター
ホームページ

同センター
ホームページ

出張博物館ｉｎ相原
問市立博物館☎☎７２６・１５３１

町田市シルバー人材センター共催

シルバー交流まつり
問同センター☎☎７２３・２１４７、町田市高齢者福祉課☎☎７２４・２１４１

　小中一貫ゆくのき学園（相原町）
の学校公開日に合わせて、民俗資
料展示室特別公開とガラス体験講
座を開催します。
※会場へは、公共交通機関をご利
用ください。

【民俗資料展示室特別公開！】
　市立博物館所蔵の養蚕や農耕な
どに使っていた昔の道具を一般公
開します。併せて、明治時代以降に
裁縫を学ぶための教材として作ら
れた裁縫雛形を紹介します。
※学芸員が展示解説を行います。
日２月８日㈯午前１０時～午後４時
場同学園第２校舎（旧武蔵岡中学

校）３階民俗資料展示室　
【体験講座「ガラスフュージングで
ストラップを作ろう！」】
　さまざまな色や形、文様のガラ
スパーツを組み合わせて１人１つ
ストラップを作ります。後日、焼成
して郵送でお届けします。
対５歳以上の方（小学生以下は保
護者同伴、保護者は見学のみも可）
日２月８日㈯午後１時～４時（開催
中は随時受付、受け付けは午後３
時３０分まで）
場同学園第２校舎（旧武蔵岡中学
校）１階技術教室
講相原ガラスフュージング千の花
定６０人（先着順）
費５００円（送料込み）

　町田市シルバー人材センターは
設立４０周年を迎えます。
　地域の皆さんへの日ごろの感謝
を込めて、シルバー交流まつりを
開催します。
日３月７日㈯午前１０時～午後３時
１５分
場町田市民フォーラム３階ホール
内サークル活動発表、ピアノ演奏
と合唱（午前１０時１５分から）、写
真パネル展示、同センター入会相
談等

【講演～「はやぶさ２」の研究開発
について】
　ＪＡＸＡ宇宙科学研究所准教授・
理学博士で、はやぶさ２ミッショ
ンマネージャでもある吉川真氏の
講演です。
日３月７日㈯午後１時３０分から
場町田市民フォーラム
定１５０人（抽選）
申往復ハガキに「はやぶさ２」と書
き、住所・氏名・電話番号・年齢を明
記し、２月１０日まで（必着）に町田
市シルバー人材センター（〒１９４
－００２２、森野１－１－１５）へ（応募

は往復ハガキ１枚につき１人ま
で）。

町田市シルバー人材センター 
会員募集中！

　同センターは、高齢者が働くこ
とを通して健康で生きがいを感じ
て暮らせるよう活動を行っていま
す。

【入会説明会】
　説明会は、毎月実施しています。
入会には所定の手続きが必要で
す。
対市内在住の６０歳以上で、健康で
働く意欲のある方
※趣旨に賛同のうえ会員になって
いただきます。
日３月３日、４月７日、いずれも火曜
日午前９時３０分から
場わくわくプラザ町田３階講習室
費２０００円（年間）

防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 ! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス  検索町田市メール配信サービス

裁縫雛形

※シルバー交流まつりや入会説
明会の詳細は同センターホーム
ページをご覧いただくか、お問
い合わせください。


