
8 2019．6．1 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下さい。

催し・講座催し・講座
中央図書館

一 日 図 書 館 員
　夏休み期間中に、図書館の仕事を
体験してみませんか。
対市内在住、在学の中学生～大学生
日７月２５日、８月１日、１５日、２２日、
２９日、いずれも木曜日午前８時３０分
～午後４時ごろ（各日とも同一内容）
場中央図書館
内カウンターでの応対、予約が入っ
た本を探す、本の装備等
定各３人（初めての方を優先のうえ、
抽選）
申申込書（各市立図書館・町田市民文
学館に有り、町田市立図書館ホーム
ページでダウンロードも可）に記入
し、６月３０日までに直接中央図書館
５階視聴覚カウンター、各市立図書
館または町田市民文学館へ。
問中央図書館☎７２８・８２２０
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っています。
　６月の特別プログラムは「ビー玉
迷路」を予定しています。
※参加希望者は、直接同センター事
務室へおいで下さい。
日６月９日㈰午前１０時～午後３時（雨
天実施）
※開催時間内であれば、何時からで
も参加できます。
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
女性のための

就 職 準 備 セ ミ ナ ー
日６月２７日㈭午前９時３０分～正午

場町田市民フォーラム
内再就職を取り巻く環境と心構え、
扶養範囲内で働く際の社会保険制度
や税について
講東京都金融広報委員会金融広報シ
ニアアドバイザー・音川敏枝氏、ハロ
ーワーク町田マザーズコーナー職員
定２０人（申し込み順）
申６月５日正午～１８日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０６０５Ｂ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、６月１１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

実 践！ 労 務 ト ラ ブ ル 
対 応 策 セ ミ ナ ー
対企業経営者
日６月２０日㈭午後２時～５時
場日本生命町田ビル（森野）
内重要！「働き方改革」対応のポイン
トはここ！、年休に関して勃発する
トラブルとは　他
講杜

かきつばた

若経営法律事務所パートナー弁
護士・岸田鑑彦氏
定８０人（申し込み順）
申ＦＡＸであいおいニッセイ同和損
害保険（株）事務局神奈川中央支店
（返０４６・２２２・５６２３）へ（１社２人ま
で申し込み可）。
問同事務局神奈川中央支店☎０４６・
２２１・７７９５（当日連絡先＝☎０８０・
８０５８・５２３８）、町田市産業政策課☎
７２４・２１２９
町田新産業創造センター

創業・起業に関するセミナー
【町田創業～ファーストステップ相
談会】
日６月１５日、２９日、いずれも土曜日
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①６月１１日㈫午後２時～３時３０分
②６月１１日㈫午後３時４５分～５時１５
分③６月２０日㈭午後２時～３時３０分
④６月２０日㈭午後３時４５分～５時１５
分
内①応用・経営～経営者として知っ
ておくべき法律・知的財産②応用・財
務～資金繰り（キャッシュフロー）の
基礎知識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”から“根強いファン”に
なってもらう営業
講①司法書士すずらんリーガルオフ
ィス・藤原香奈氏②中小企業診断士
和泉朱美事務所・和泉朱美氏③村上
社会保険労務士事務所・村上かおり
氏④クレド・パートナー　岡田勇雄
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

地 域 就 職 面 接 会
日・内６月２８日㈮、面接対策セミナー
＝午前１０時～正午、就職面接会＝午
後１時～４時（受付時間＝午後０時３０
分～３時）
※面接会は直接会場へおいで下さ
い。
場町田市文化交流センター
定セミナー＝３０人（申し込み順）
申電話で東京しごとセンター多摩
（☎０４２・３２９・４５２４）へ。
問産業政策課☎７２４・２１２９

ダンボールコンポスト講習会
　参加者はダンボールコンポスト１
セット（幅３７㎝、奥行３３㎝、高さ３２
㎝、重さ約７㎏）をお持ち帰りいただ
けます。
※この講習会を受講したことがある
方は申し込みできません。
対市内在住の方
日６月１７日㈪、１８日㈫、午後２時３０
分～４時
場市庁舎
定各１５人（申し込み順）
申６月４日正午～１０日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０６０４Ｂへ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

詳細はお問い合わせ下さい。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131 検索町田市立図書館移動図書館“そよかぜ号”ご利用下さい！

同センター
ホームページ

ワークショップ

原町田中央通りの未来を考えよう！！
問地区街づくり課☎７２４・４２６６

みんなの鶴川駅プロジェクト

第５回鶴川駅を考える会
問「鶴川駅を考える会」実行委員会☎０３・３２２５・１９０１、町田市地区街づ
くり課☎７２４・４２１４

熱中症に気をつけましょう！
問健康推進課☎７２４・４２３６

　「町田市中心市街地まちづくり
計画」では、「個性と魅力あふれる
商店街づくりプロジェクト」の推
進を目指しています。
　中心市街地のメインストリート
の一つである原町田中央通りを活
気に満ちた楽しい通りにするた
め、通りの将来像を考えます。
対原町田中央通りのまちづくりに
興味があり、複数回参加できる方
日①６月２５日㈫②７月２４日㈬③９
月２６日㈭④１０月２８日㈪⑤２０２０
年１月２８日㈫、午後６時３０分～８
時３０分
場①健康福祉会館②～⑤町田まち
づくり公社
内①原町田中央通りを知る②～④
通りの未来を考える⑤構想取りま
とめ
※日程等は変更になる場合があり

ます。
定５０人（申し込み順）
申住所・氏名（ふりがな）・電話番号
・参加可能な日程を明示し、６月
１７日までに電話またはＥメールで
地区街づくり課（遍ｍｃｉｔｙ４０９０＠
ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。

　「鶴川駅を考える会」実行委員会
〔町田市・小田急電鉄（株）・（株）ＴＮ
Ａ〕の企画・運営で、鶴川の住民の
皆さんや駅利用者が、あったらい
いなと思う場所や使い方を話し合
う「鶴川駅を考える会」を開催しま
す。
日６月２９日㈯午後２時～４時
場和光大学ポプリホール鶴川　
内「みんなの鶴川駅のつくり方」～
第２回から第４回までに生まれた
アイデアを集約し、模型や図面な
どを用いて、より具体的に議論を

深める
定５０人（申し込み順）
申「鶴川駅を考える会」ホームペー
ジの参加申込フォーム（下記ＱＲ
コード）で申し込み。

　夏に向かい、熱中症に注意が必
要な季節がやって来ました。
　熱中症の予防には「水分補給」と
「暑さを避けること」が大切です。
【①ＦＣ町田ゼルビアホームゲーム
で熱中症対策キャンペーン】
　会場内のブースに
来た方には、オリジ
ナルネッククーラー
をプレゼントします
（１人１個、無くなり
次第終了）。
日６月２３日㈰午後３時～６時（終了
時間は早まる場合も有り）
※キックオフは午後６時です。
場市立陸上競技場イベント広場
（ゼルビーランド）
【②熱中症予防声掛け出陣式】
　７月は熱中症予防強化月間で
す。同月間のスタートにあたり、ネ
ッククーラー・ドリンク・うちわ・
塩飴等を無料配布するとともに、
声掛けをして熱中症への注意喚起
を図ります。
日７月１日㈪午前１１時から（無く

なり次第終了）
場市庁舎前

【③健康気象セミナー～気象予報
士檜山さんに聞く　この夏の天候
は？「４０度時代の熱中症対策」】
　大塚製薬（株）との協定事業によ
るセミナーです。
日７月８日㈪午
後２時～３時３０
分
場町田市民フォ
ーラム
内近年の気象情
報から見る気候
の変化、今年の
夏季の傾向、熱中症への対策等
講ＮＨＫ総合「おはよう日本」気象
キャスター・檜山靖洋氏
定１８０人（申し込み順）

◇
申①②直接会場へ③６月６日正午
～７月３日にイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６）またはイベシスコー
ド１９０６０６Ａへ。
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