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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・起業に関するセミナー
【町田創業～ファーストステップ相
談会】
　経験豊富な専門家が起業をサポー
トします。
日１１月１１日㈯、１５日㈬、２５日㈯、
２９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①１１月１７日㈮午後１時３０分～３時
②１１月１７日㈮午後３時３０分～５時③
１１月２８日㈫午後１時３０分～３時④
１１月２８日㈫午後３時３０分～５時
内①人材育成～創業経営者はプロデ
ューサーであり、シンガーソングライ
ターである②販路開拓～提案力の強
化により会社・商品・サービスをブラ
ンド化する③経営～営業の中に商品
開発がある④財務～勘定あって銭足
らず　キャッシュフロー経営の勧め
講①②（有）プレジデントコミッティ
代表取締役・宮本愼氏③④（株）販売
開発研究所代表取締役・名倉康裕氏
定各３０人（申し込み順）

◇
場同センター
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
産業観光課☎７２４・２１２９

忠生市民センターまつり
日１１月１８日㈯午前１０時～午後５
時、１９日㈰午前１０時～午後４時
場同センター
※駐車場に限りがありますので、公
共交通機関をご利用下さい。
内展示・即売の部（パンフラワー、書
道、絵手紙、木彫り、パッチワーク、バ
ザー等）、舞台発表の部（ダンス、楽器
演奏、コーラス、詩吟、朗読、太極拳
等）、ダンスパーティーの部（１９日午
後５時３０分～８時３０分）
問同センター☎７９１・２８０２

玉川学園コミュニティ 
セ ン タ ー ま つ り
日１１月１１日㈯、１２日㈰、午前１０時
～午後４時
場同センター
※駐車場はありません。
内各サークルによる作品展示＝俳
句、絵画、書道、写真、地域活動紹介
等、町田第五小学校児童作品（特別参
加）、各サークルによる発表（ホール）
＝１１日は開会式・詩吟・和歌朗詠（筑
前琵琶）・歌と演奏・フラダンス、１２
日はコーラス・オペラ・歌曲
※両日とも、野菜の即売及び喫茶室

があります。
問同センター☎７３２・９３７２

三 輪 セ ン タ ー 文 化 祭
日１１月１８日㈯午前１０時～午後５
時、１９日㈰午前１０時～午後４時
場三輪コミュニティセンター
※駐車場は使用できません。
内作品展（絵画、書、写真、彫刻、手芸
等）、音楽・舞踊発表会（楽器演奏、合
唱、ダンス、和太鼓等）、展示即売会
（地場野菜　他）
問同センター☎０４４・９８７・１９５１

消 費 生 活 セ ン タ ー
【学習会～基礎から学ぶ家計簿のつ
け方　続けてわかる我が家の食費】
日１２月４日㈪午前１０時～正午
講町田友の会
定４０人（申し込み順）
申１１月２日正午～２８日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７１１０２
Ｊ）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。

【くらしに役立つテスト教室～石け
んでシンプル大掃除】
日１２月７日㈭午前１０時～正午
内キッチンを中心に石けん等を使っ
た掃除のポイントを学ぶ
講（一社）ハンドメイド石けん協会シ
ニアソーパー・小嶋淳子氏
定２４人（申し込み順）
費１００円
申１１月７日正午～２８日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７１１０７
Ｄ）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
問消費生活センター☎７２５・８８０５
さがまちカレッジ

講 座 参 加 者 募 集
【①愛されわんこを目指すには！親
子でできるワンコミュニケーション】
対犬を飼育している方（家族）とその
飼い犬
日１２月９日㈯午前１０時～１１時３０分
場麻布大学（相模原市）
内誰からも愛される犬を育てるトレ
ーニングのコツ等
講麻布大学共同研究員・鹿野都氏
定１６組（抽選）
費１２００円

【②こども体験講座～クリスマス飾
りを作ろう】
　町田市子どもセンターぱおと共催
です。
対小学生
日１２月１０日㈰午前１０時３０分～１１
時３０分
場町田市子どもセンターぱお
内革や色とりどりのフェルトを使い

オリジナルのクリスマス飾りを作る
講東京家政学院大学現代生活学部助
教・佐々木麻紀子氏
定２０人（市内在住、在学の方を優先
のうえ、抽選）
費３００円（材料費込み）

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
（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、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）に記入し、１１月１５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）。
※①は、講座案内チラシ掲載の申込
条件等を必ずご確認下さい。
※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
町田市民文学館～没後１０年「編集者
・谷田昌平と第三の新人たち」展

関 連 イ ベ ン ト
　各イベントの参加には、展覧会の
チケットまたはチケットの半券の提
示が必要です。

【①映画上映会～遠藤周作原作　マ
ーティン・スコセッシ監督「沈黙－サ
イレンス－」】
　谷田が編集を担当し、遠藤周作の
代表作となった作品をスコセッシ監
督が映画化。今年１月に日本で公開
された話題作をご堪能下さい。
日１１月２５日㈯午後１時３０分～４時
３０分
場町田市民フォーラム
定１８０人（申し込み順）

【②記念対談　井坂洋子×藤井一乃
～谷田昌平との日々　詩人・牟礼慶
子のことば】
　谷田の妻で詩人の牟礼慶子と交友
のあった井坂氏と藤井氏が、牟礼が
晩年に刊行した、谷田との思い出を

つづった詩集から、谷田の人物像を
浮かび上がらせます。
日１２月２日㈯午後２時～３時３０分
場同館
講詩人・井坂洋子氏、「現代詩手帖」編
集長・藤井一乃氏
定８０人（申し込み順）

◇
申１１月２日正午から①１１月２３日まで
②１１月３０日までに、イベントダイヤル
（☎７２４・５６５６コード①１７１１０２Ａ②
１７１１０２Ｂ）へ（申し込みは２人まで）。
問同館☎７３９・３４２０
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
で下さい。
日１１月１６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＝「谷田昌
平」／おはなし＝「三つの金曜日」（ト
ルコの昔話）、「スノーグース」（ポー
ル・ギャリコ作）
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、１１月１日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。
大地沢青少年センター

青 空 ア ト リ エ
　毎月第２日曜日に、電動糸のこや、
のこぎりなどを使い、木やまゆ等で
椅子やクラフトを作ります。１１月の
特別プログラムはクリスマスリース
を予定しています（開催時間内であ
れば、何時からでも参加可）。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日１１月１２日㈰午前１０時～午後３時
（雨天実施）
場同センター研修棟
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）
問同センター☎７８２・３８００

市庁舎４階屋上花畑で採れた野菜やハーブを
使った講座を開催します� 問庁舎活用課☎724・2１65

コンビニ証明書自動交付
サ ー ビ ス を 一 時 停 止
　システムメンテナンスのため、
１１月１１日㈯はコンビニエンスス
トアでの証明書自動交付サービス
を一時停止します。
※コンビニ交付の再開は、１１月
１２日㈰午前６時３０分からです。
問市民課☎７２４・２１２３

市立図書館１１月、１２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
⑤冬のブックトーク

①１１月８日、１５日、２２日、２９日、１２月１３日、２０日、２７日
②１１月８日、１５日、２２日、２９日、１２月１３日、２０日
③１１月１０日、２４日、１２月８日、２２日
④１１月１日、１２月６日
⑤１２月２７日

①午後２時から
②④⑤午後３時から
③午前１０時３０分から、１１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。
※木曽山崎図書館は１１月６日～１２月２０日、堺図書館は２０１８年３月３１日まで工事のため休館します。
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

【料理教室】
　屋上花畑で収穫したさつま芋などを
使ってスイーツを作ります。お子さん
も料理できるメニューです。
対市内在住、在勤、在学の方
日１１月２６日㈰①午前１０時～正午②午
後２時～４時
場生涯学習センター
内さつま芋餅、ニンジンのマフィン
講フードコーディネーター・松岡明理氏
定①３０人②１５人（申し込み順）
費８００円
申１１月７日正午～１６日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７１１０７
Ａ）へ（申し込みは５人まで）。

【クリスマスリース作り講座】
　屋上花畑の植物や町田の自然の
中で採れる植物を使ってクリスマ
スリースを作ります。
対市内在住、在勤、在学の方
日１２月１０日㈰①午前１０時３０分
～正午②午後１時３０分～３時
場市庁舎
講（社福）ボワ・すみれ福祉会花の
家職員
定①２５人②１０人（申し込み順）
費１０００円
申１１月１７日正午～２９日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１１１７Ａ）へ（申し込みは５人まで）。


