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ASVペスカドーラ町田対バサジィ大分戦 当日、午後１時から市内の小学生が仕事体験でレタスを販売！（1個250円）8月26日㈰午後2時キックオフ日 ☎☎スポーツ振興課　724・4036問　市立総合体育館場

町田市介護人材バンク
出張相談・求職登録会ｉｎ鶴川
対介護施設に就職を希望する方（資
格や経験は不問）
日８月２２日㈬午後１時３０分～４時
場鶴川市民センター第１会議室
※事前予約は町田市介護人材バンク
へ（予約無しでの参加も可）。
問同バンク☎８６０・６４８０（受付時間
＝月～金曜日の午前９時～午後５
時）、町田市いきいき総務課☎７２４・
２９１６
町田ファミリー・サポート・センター

子 育 て の お 手 伝 い を 
し て み ま せ ん か

【保育サポート講習会】
　受講後、同センターの援助会員（有
償ボランティア）として登録し、活動
していただきます。
対市内在住の保育サポートができる
満２０歳以上の方
※妊婦の方は、安全のため受講をご
遠慮下さい。
日・内９月５日㈬、午前１０時～正午＝
入会説明会、午後１時～３時＝心・体
の発達と病気、９月６日㈭、午前１０時
～正午＝子どもの食事、午後１時～３
時＝子どもの発達と遊び、９月７日
㈮、午前１０時～正午＝保育の心、午
後１時～４時＝普通救命講習
※初日に、会員証に貼付する写真（縦
３㎝×横２．５㎝、裏面にボールペンで
記名、６か月以内撮影）をお持ち下さ
い。
場町田市民フォーラム
費１４００円（普通救命講習のみ、教材
費）
申８月３１日までに電話またはＦＡＸ
で同センター（☎返７２４・０９０１）へ。
保育希望者（３歳以上の未就学児、各
４人〔入会説明会を除く〕、全回受講
者優先）は併せて申し込みを。
※講習会の詳細は、同センターへお
問い合わせ下さい。
問子育て推進課☎７２４・４４６８
町田商工会議所

創業スクールを開講します
　国の認定を受けた「町田創業プロ
ジェクト」の一環として、創業・起業
に関するセミナーを開催します。
　本格的な独立創業やシニアの生き
がい型創業、趣味を生かした副業型
創業など、創業の基礎が学べます。
対町田市で創業を目指す方、創業し
て間もない方等
日昼の部＝９月１日、８日、１５日、いず
れも土曜日午前１０時～午後４時、全
３回、夜の部＝９月の第１～３火・木曜
日、午後６時３０分～９時、全６回（各部
とも同一内容、振替受講も可）
※詳細は町田商工会議所ホームペー
ジをご覧下さい。
場同会議所
定各部合わせて４０人（申し込み順）
費３０００円（税込み）
申案内チラシ内の受講申込書（産業
政策課〔市庁舎９階〕、各市民センタ
ー、各市立図書館、同会議所で配布、
同会議所ホームページでダウンロー
ドも可）に記入し、郵送またはＦＡＸ
で町田商工会議所へ（同会議所ホー
ムページで申し込みも可）。
問同会議所☎７２４・６６１４、町田市産

業政策課☎７２４・３２９６
町田市で

南西フォーラムを開催します
　南西フォーラム（首都圏南西地域
産業活性化フォーラム）は、地域にお
ける企業・大学・支援機関・行政機関
が集い、中小企業の新技術・新製品開
発や新分野への進出などにつながる
新たな連携を生み出すための交流の
場です。
　４０回目となる今回は、ＡＩ（人工知
能）の実用化に向けた導入事例や最
先端の研究事例等を紹介する講演会
を行います。なお、導入事例紹介では
町田新産業創造センター入居企業の
㈱アジラが登壇します。
　講演会終了後には参加者同士の交
流会もあります。
日８月２８日㈫午後４時～７時３０分
場町田市文化交流センター
定１５０人（申し込み順）
申参加申込書（パンフレット裏面、町
田市ホームページでダウンロードも
可）に記入し、ＦＡＸで南西フォーラ
ム事務局（返７７０・９０７７）へ。
※南西フォーラムホームページで申
し込みもできます。
問同事務局（さがみはら産業創造セ
ンター内）☎７７０・９１１９、町田市産
業政策課☎７２４・３２９６
町田創業

ファーストステップセミナー
　創業・起業に関する基礎知識習得
を目的としたセミナーを開催しま
す。原則、各項目を１回ずつ受講する
と、会社設立時の登録免許税が５０％
減税になる等の特典が受けられま
す。
対創業予定の方、創業して間もない
方等
日①８月２３日㈭午後２時～３時３０分
②８月２３日㈭午後３時４５分～５時１５
分③８月３０日㈭午後２時～３時３０分
④８月３０日㈭午後３時４５分～５時１５
分
場町田新産業創造センター
内①人材育成～営業力を身につけよ
う②販路開拓～町田市の統計を使っ
た販路開拓手法をしろう　地図で見
る統計（ｊＳＴＡＴ　ＭＡＰ）③経営～補
助金を上手に活用した経営をしよう
④財務～キャッシュフロー計算書に
ついて知ろう
講①中小企業診断士・岡田勇雄氏②
④中小企業診断士・馬場郁夫氏③中
小企業診断士・辺見香織氏
定各３０人（申し込み順）
申同セミナーホームペー
ジで申し込み。
問産業政策課☎７２４・２１２９
まちだ女性創業スクール

無 料 体 験 講 座
　女性ならではの視点を生かした創
業を支援するセミナー「まちだ女性
創業スクール」を９月末に開講しま
す。
　開講に先立ち、無料体験講座を開
催します。
対創業予定の女性、創業して間もな
い女性等
日①８月３０日㈭②９月１４日㈮、午前
１０時～正午
場町田新産業創造センター

内起業体験談（①女性起業家②過去
の受講者）、同スクールについての説
明
※同スクールについての説明は各回
とも同一内容です（両日参加も可）。
定各３０人（申し込み順）
申同スクールホームペー
ジで申し込み。
問産業政策課☎７２４・２１２９
町田国際交流センター～外国人のた
めの

専 門 家 無 料 相 談 会
　弁護士・行政書士などの専門家が、
ビザ・在留資格等、日常生活で困って
いることの相談を受けます。
※通訳言語は、英語、中国語、韓国語、
スペイン語、フィリピン語です。
日８月２６日㈰午後１時３０分～３時３０
分
場町田国際交流センター
申電話、ＦＡＸまたはＥメールで同セ
ンター（☎７２２・４２６０返７２２・
５３３０、遍ｉｎｆｏ＠ｍａｃｈｉｄａ－ｋｏｋｕｓａｉ．
ｊｐ）へ。
※相談会に関することは同センター
へお問い合わせ下さい。
問文化振興課☎７２４・２１８４
町田市民文学館～俳句史講座

佐 藤 紅 緑 と 滑 稽 俳 句 
「 俳 」へ の 問 い 掛 け
日９月１７日㈷午前１０時～午後３時
場同館
内俳人・小説家として活躍した佐藤
紅緑の俳句についての講義
講神奈川大学名誉教授・復本一郎氏
定５０人（抽選）
申往復ハガキ（１人１枚）に、講座名・
住所・氏名（ふりがな）・電話番号・年
代・性別を明記し、８月２９日まで（必
着）に町田市民文学館（〒１９４－
００１３、原町田４－１６－１７）へ。
問同館☎７３９・３４２０
町田市民文学館～保育付き紙芝居上
演会

紙 芝 居・大 人 の 時 間
　大人のための紙芝居です。
※保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。

日９月７日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室
内「ねずみきょう」（脚本／武士田忠、
画／渡辺有一）、「やまんばの木」（原
作／甲木美帆、脚色／堀尾青史、画／
田代三善）　他（予定）
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」
※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は８月１５日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。
大学図書館を

使 っ て み よ う！
対市内在住、在勤、在学または相模原
・八王子・府中・調布・日野・多摩・稲
城・川崎市在住の１５歳以上の方（中
学生を除く）
日９月２２日㈯午前１０時～正午
場和光大学附属梅根記念図書・情報
館
内館内見学、インターネットでの情
報検索等の講習
講和光大学職員
定１５人（申し込み順）
申８月２５日午前１０時から直接また
は電話で中央図書館４階メインカウ
ンター（☎７２８・８２２０）、または鶴川
駅前図書館（☎７３７・０２６３）へ（申し
込みは２人まで）。
国際版画美術館

創 作 講 座・銅 版 画
　エッチングとアクアチントの技法
を中心に基礎から指導します。
対１５歳以上の初心者（中学生を除
く）
日９月２６日～１１月２８日の水曜日、
午後１時３０分～４時３０分、全１０回
場同館
講版画家・原陽子氏
定１５人（抽選、結果は９月６日ごろ郵
送）
費２万円
申９月２日までにイベントダイヤル
（☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード１８０８１４Ｈへ（同館ホームペ
ージで申し込みも可）。
問同館☎７２６・２８８９

対市内在住の６５歳以上の方
定①３０人②④⑤２０人③１５人／抽
選、結果は９月５日ごろ発送
費１回あたり２５０円（教材費等）
※別途材料費として、②⑤１５００
円③２０００円程度、必要です。
申希望する講座を選び（重複申し
込み不可）、８月１７日正午～２２日

にイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６）またはイベシスコード
１８０８１７Ｂへ。
※当日の詳細は、町田市シルバー
人材センター（☎７２３・２１４７、受
付時間＝午前９時～午後４時）へお
問い合わせ下さい。

わくわく仲間づくりカレッジ

講座参加者募集
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

わくわく仲間づくりカレッジ日程表
講座名 日　時 会　場

①からだほぐし 9月25日～11月27日の火曜日、午前9時
30分～11時30分、全10回 わくわくプラ

ザ町田
（森野）②初めてのパッチワーク 9月26日～11月28日の水曜日、午前9時30分～11時30分、全10回

③小物づくり 9月27日～12月6日の木曜日（11月1日を
除く）、午後1時30分～3時30分、全10回

鶴川さるびあ
会館
（鶴川）

④発声と歌 9月28日～12月7日の金曜日（11月23日
を除く）、午後1時30分～3時30分、全10回 成瀬あおぞら

会館
（西成瀬）⑤初めてのパステル画 10月1日～12月10日の月曜日（10月8日

を除く）、午後1時30分～3時30分、全10回


