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町田新産業創造センター　
ス タ ー ト ア ッ プ 応 援 
セ ミ ナ ー ２ ０ １ ９

【創業者や創業予定者に贈る…後悔
しない生き方と働き方】
　「たまら・び」などの書籍を通じて
多摩エリアを盛り上げている小崎氏
を講師に招き、創業体験談を中心に、
一従業員が会社を引き継いだ経緯や
想い、女性として・母として・社長と
しての生き方などをお話しいただき
ます。
※町田新産業創造センター、日本政
策金融公庫、町田市事業承継推進ネ
ットワークと共催です。
対創業を考えている方、創業して間
もない方、地域活性化事業（ソーシャ
ルビジネス）に関心のある方、事業を
引き継いで創業を考えている方
日９月２６日㈭午後２時～５時
場同センター　
講（株）けやき出版代表取締役・小崎
奈央子氏
定３０人（申し込み順）
申同センターホームペー
ジ（右記QRコード）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９月１４日、２８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①９月１０日㈫午後２時～３時３０分
②９月１０日㈫午後３時４５分～５時１５
分③９月１９日㈭午後２時～３時３０分
④９月１９日㈭午後３時４５分～５時１５
分
内①基礎・経営～実際に起業した人
の体験談から学ぼう②基礎・財務～
会社の税金について知ろう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～小売りにおける見せ方、
売り方の基本を知ろう
講①ＨＯＰＥ＆Ｃｏ．（株）・小泉敦史氏
②中小企業診断士和泉朱美事務所・

和泉朱美氏③こころサロン創・佐瀬
りさ氏④コ クリエイション ジャパ
ン・米山淳子氏
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（右記QRコ
ード）で申し込み。

◇
対創業に関心のある方、創業を予定
されている方、創業して間もない方
場同センター
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎７２４・２１２９

女性のための就職準備セミナー
【子育て中の方のためのパソコン講
習】
対現在子育て中で、全回参加でき、早
期の再就職を考えている女性
日９月２５日㈬～２７日㈮、午前１０時
１５分～午後４時、全３回
場町田市民フォーラム
内就職活動に必要な職務経歴書をパ
ソコン（ワード・エクセル）で作る
定１８人（申し込み順）
申直接または電話でハローワーク町
田 マ ザ ー ズ コ ー ナ ー（ ☎７３２・
８５６３、受付時間＝祝休日を除く月
～金曜日の午前９時３０分～午後５
時）へ。保育希望者（６か月以上の未
就学児、申し込み順に１０人）は併せ
て申し込みを。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８
中小企業経営のための
「働き方改革」セミナー

【生産性向上と女性活躍推進は経営
戦略】
　「働き方改革」の概要や取り組みの
実例、女性活躍の推進方法に焦点を
当て、実務対応のポイントを分かり
やすく解説します。
日１０月３日㈭午後６時～８時
場町田市民フォーラム
講三井住友海上経営サポートセンタ
ー経営リスクアドバイザー・柏原美
紀氏
定２０人（申し込み順）
申申込書（町田市ホームページでダ
ウンロード）に記入し、９月２６日午後
５時までにＦＡＸで男女平等推進セン
ター（返７２３・２９４６）へ。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８

生涯学習センター～乳幼児の保護者
向け講座・保育付き

子 育 て 知 っ 得
　子育てに役立つ情報を得られるマ
マ向けの講座です。お子さんの心や
体の成長について、専門家の講義と
実践的な演習、仲間との話し合いで
毎日の子育てを楽しくしましょう。
対市内在住の全回参加できる乳幼児
の保護者
日１０月１６日、２３日、３０日、１１月６
日、１３日、２０日、２７日、いずれも水曜
日午前１０時～正午、全７回
場同センター
講東洋大学教授・藤本典裕氏、（特）日
本救急メッセンジャー、玉川大学教
授・工藤亘氏、白百合女子大学教授・
秦野悦子氏
定保育付き＝２０人、保育無し＝５人

（過去に乳幼児講座と幼児講座を受
講していない方を優先のうえ、抽選）
費保育利用者のみ３５０円
申ハガキまたは用紙（様式は不問）
に、講座名・住所・氏名（ふりがな）・電
話番号・子どもの年齢・保育希望者

（１０月１日時点で８か月以上の未就
学児）は子どもの名前（ふりがな）・生
年月日を明記し、９月２０日午後５時
まで（必着）に、直接または郵送で生
涯学習センター（〒１９４－００１３、原

町田６－８－１）へ。所定の用紙（同セ
ンターに有り）に記入し、直接同セン
ターで申し込みも可。
問同センター☎７２８・００７１
わくわく仲間づくりカレッジ

里山ウォーキング（後期）
対市内在住の６５歳以上の方
※医師から運動制限等を受けている
方はご遠慮下さい。
日①１０月１０日㈭午前８時５０分～午
後３時②１０月２４日㈭午前８時５０分
～午後３時③１１月７日㈭午前９時２０
分～午後２時３０分、全３回
※集合は①ＪR横浜線成瀬駅前②町
田バスセンター③ＪR横浜線相原駅
前です。
内①長津田②小山田③相原の各コー
ス（約７㎞）を歩く
定３０人（抽選、結果は９月２５日ごろ
発送）
費１２００円（施設入場料等）
申９月５日正午～１１日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０９０５Ｅ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。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

交通安全×スポーツ～ホームタウンチームと一緒に交通ルールを学ぼう！
町田市民交通安全フェスティバル

問市民生活安全課☎７２４・４００３、町田警察署☎７２２・０１１０、町田ドライ　
　ヴィングスクール☎７２３・２４８０

みんなの鶴川駅プロジェクト

鶴川駅を考える会 最終報告会
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

中学校自転車教室を公開します
問市民生活安全課☎７２４・４００３ 　９月２１日から始まる秋の全国交

通安全運動に合わせて、町田市・町
田警察署・町田ドライヴィングス
クールの共催で、開催します。
日９月２３日㈷午前１０時～午後３時
場町田ドライヴィングスクール

（南大谷１－５５）
※駐車場はありません。
※送迎バス（小田急線町田駅発の
み）を運行します。時間等の詳細は
同スクールホームページをご覧下
さい。

【交通安全スタンプラリー】
　小学３年生以上でスタンプをす
べて集めた方には、自転車運転免
許証を交付します。
※スタンプをすべて集めたい方
は、午後１時までにおいで下さい。
内自転車安全運転教室、シートベ

ルトコンビンサー（模擬衝突体験
機）、ＦＣ町田ゼルビアとＡＳＶペス
カドーラ町田による交通安全○×
クイズ、町田警察署とキヤノンイ
ーグルスによる交通安全教室、ホ
ームタウンチームによるスポーツ
体験等
※自転車安全運転教室は、主催者
側で自転車とヘルメットを用意し
ますが、ご自身の自転車とヘルメ
ットでの参加も可能です。
※雨天時は、スタンプラリーは中
止し、屋内で交通安全教室等を行
います。

【各種交通安全体験ブース】
内リフレクボックス（反射材効果
体験機材）、飲酒ゴーグル、エアバ
ッグプロテクターの体験等
※雨天実施です。

　「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、鶴川駅のリニュ
ーアル工事に地元住民の皆さんや駅
利用者の意見を取り入れるべく、「鶴
川駅を考える会」を４月～８月に計７
回開催しました。
　今回は、これまでの内容を振り返
りながら、「鶴川駅を考える会」にお
ける最終案を報告します。また、東京
大学大学院准教授・中島直人氏によ
る講演もあります。
日９月７日㈯午前１０時～正午
場和光大学ポプリホール鶴川ホール 定３００人（先着順）

　各市立中学校で実施している自転車の交通ルールやマナーを学ぶ自転
車教室を、地域の皆さんに公開します。この機会に、改めて交通安全につ
いて考えてみませんか。

内プロのスタントマンによる交通事故場面の再現等
※雨天等により中止する場合は、実施日
前日の午後５時以降に町田市ホームペー
ジでお知らせします。
※車での来場はご遠慮下さい。
※各中学校への問い合わせはご遠慮下さ
い。

日　時 会　場
9月19日㈭午後1時25分～3時15分 山崎中学校
10月2日㈬午後1時～2時30分 武蔵岡中学校
10月25日㈮午後1時25分～3時10分 町田第二中学校
10月29日㈫午前10時50分～午後0時40分 つくし野中学校
11月5日㈫午後1時30分～3時 鶴川中学校
11月8日㈮午後1時20分～2時50分 南中学校


