
8 2019．9．1 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
開催します
子ども用リユース品配布会
　市では、修理などを必要としない
再利用可能な子ども用品を市民の皆
さんから回収し、必要な方に配布す
る子ども用リユース品の回収会・配
布会を開催しています。
※販売や営利目的とみなされる方へ
の配布は行いません。
※リユース品は、市民の方が持ち込
まれたものを、そのまま配布してい
ます。市が品質・安全性を保証するも
のではありません。譲り受け者の責
任において、使用して下さい。
【子ども用大型リユース品配布会ｉｎ
町田エコフェスタ】
　大型用品（ベビーベッド・ベビーカ
ー・チャイルドシートなど）の配布会
を抽選で行います。抽選結果の発表
後、当選した物品をお持ち帰りいた
だけます。
※衣類等の配布は行いません。
日・内１０月６日㈰、大型用品の展示・
申し込み＝午前１０時～１１時３０分、
抽選結果発表＝正午
場市庁舎３階会議室３－１
【子ども用リユース品配布会】
　各子どもセンターで、大型用品と
衣類等の配布会を開催します。
日・場９月１５日㈰午後１時～２時＝ま
あち、２１日㈯午後１時～３時＝つる
っこ、２２日㈰午後１時～３時＝ぱお、
２８日㈯午後１時～３時＝ただＯＮ、
２９日㈰午後１時～３時＝ばあん
※まあちでは、大型用品の配布は行
いません。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

消 費 生 活 セ ン タ ー
【①くらしに役立つテスト教室～気
になる食品添加物　着色料テストか
ら考える】
　身近な食品に含まれる着色料の実
験を通して、食品添加物に関する知
識・理解を深めます。
日９月１９日㈭午前１０時～正午
講東京都消費者啓発員・澤木佐重子
氏
定１６人（申し込み順）
費１００円（検体費）

【②くらしに役立つ学習会～ゲノム
編集ってどんな技術？安全性や倫理
の問題点について、みんなで考えて
みましょう】
　ゲノム編集と遺伝子組み換えの違
いやゲノム編集の現状及び食品にお
ける安全性等について学びます。
日１０月４日㈮午前１０時～正午
講東京家政学院大学現代生活学部食
物学科准教授・博士（理学）　黒田久
夫氏
定４０人（申し込み順）

◇
対市内在住、在勤、在学の方
場町田市民フォーラム
申①９月３日正午～１２日にイベント
ダイヤル（☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード１９０９０３Ａへ②１次受
付＝９月１日正午～２日午後７時にイ
ベシス（インターネット）コード
１９０９０３Ｄへ／２次受付＝９月３日正
午～２９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、いず
れも申し込み順に６人）は併せて申
し込みを。
問消費生活センター☎７２５・８８０５

食品衛生実務講習会
対食品衛生責任者及び食品関係営業
者
日１０月２日㈬午後２時～４時（受け付
けは午後１時４０分から）
場町田市民ホール
内食中毒予防と食品衛生に関する最
新情報
問生活衛生課☎７２２・７２５４

大地沢青少年センター
【①青空アトリエ】
　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。
　９月の特別プログラムは、「まゆ玉
クラフトお月見バージョン」を予定
しています。
※直接同センター事務室へおいで下
さい。
日９月８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。
費１００～５００円（参加プログラムに
よって異なる）

【②ピザ窯・薫製箱利用講習会】
　石窯とドラム缶窯でピザを焼き、
薫製箱で基本的な薫製をすること
で、その利用について学びます。講座
受講後は、ピザ窯・薫製箱の個人利用
ができます。
対１５歳以上の方（中学生を除く）
日９月２９日㈰午前１０時～午後３時
定２０人（申し込み順）
費４００円
申９月１日午前９時から電話で同セン
ターへ。

◇
場同センター①研修棟②野外炊事場
問同センター☎７８２・３８００

地域猫対策セミナー
　台東区の地域猫活動の取り組みに
ついて、同区の職員が紹介します。
対飼い主のいない猫の被害で困って
いる方、行き場のない猫に心を痛め
ている方
日１０月１９日㈯午後２時～４時
場町田市保健所（中町庁舎）
定４０人（申し込み順）
申９月４日正午～１０月６日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０９０４Ｂへ。　
問生活衛生課☎７２２・６７２７
生涯学習センター～まちだ市民大学
ＨＡＴＳ
公 開 講 座

【町田の歴史～町田の女性と若者　
石阪美那、公歴、登志を中心に】
　自由民権運動の時代、女性の民権
（人権）はどのように捉えられていた
のでしょうか。町田の民権家・石阪昌
孝家の３きょうだいと、彼らを巡る
人々の思いと行動からたどります。
日１０月１１日㈮午後２時～４時
場生涯学習センター
講女性史研究家・江刺昭子氏
定１０８人（申し込み順）
申１次受付＝９月１日正午～３日午後
７時にイベシス（インターネット）コ
ード１９０９０４Ａへ／２次受付＝９月４
日正午～１０月８日にイベントダイヤ

ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
へ。
問同センター☎７２８・００７１
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９月１９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＝「おぼま
こと」／おはなし＝「弥三郎ばさ」（新
潟の昔話）、「天国の歌声」（アイルラ
ンドの昔話）、「祭りの晩」（宮沢賢治
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、９月３日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）
へ。
福祉サポートまちだ
成年後見制度出張講座

【ご存知ですか？成年後見制度】
日９月１９日㈭午後２時～３時３０分
場木曽山崎コミュニティセンター
内成年後見制度（法定後見制度）の概
要や手続きの流れ、相談先の紹介等
講福祉サポートまちだ職員
定２０人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、直接、電
話またはＦＡＸで、（社福）町田市社会
福祉協議会福祉サポートまちだ（町
田市民フォーラム４階、☎７２０・
９４６１返７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７
かしの木山自然公園
自 然 観 察 会

【草むらの昆虫と秋の草花】
日９月１５日㈰午前９時３０分～１１時
（雨天中止）
場同公園
※集合は同公園管理事務所前です。
※駐車場はありません。
問同公園☎７２４・１６６０

町田市・日本弁理士会連携協定締結記念シンポジウム～「下町ロケット」
と市内外の事例から学ぶ！

明日から使える、中小企業の知財戦略
問産業政策課☎７２４・３２９６、日本弁理士会関東会☎０３・３５１９・２７５１

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

　市と日本弁理士会は５月に「知的
財産の活用による町田市の地域活性
化及び産業振興に関する協定」を締
結しました。この協定に基づき、知的
財産権（知財）シンポジウムを開催し
ます。
　知財を活用した事業成長の第一歩
を踏み出すために必要となる基礎的
な知識や、身近にある具体的な活用
事例を弁理士や市内の事業者が分か
りやすくお伝えします。「知財はハー
ドルが高い」と感じる方も、ぜひご参
加下さい。
日１０月８日㈫午後５時３０分～８時３０
分
場町田市文化交流センター
内①基調講演（テーマ＝中小企業の
成長に必要な知財戦略）②パネルデ
ィスカッション（テーマ＝中小企業
が明日から実践できる、知財活用の
具体手法）③交流会（立食形式の軽食

有り）
講①弁理士・弁護士　鮫島正洋氏②
コーディネーター＝鮫島正洋氏、登
壇者＝町田市産業振興計画推進委員
長・大久保英敏氏、（株）アジラ代表取
締役・木村大介氏、（公財）川崎市産業
振興財団コーディネータ・西谷亨氏、
日本弁理士会関東会会長・鈴木一永
氏
定１５０人（申し込み順）
申９月２日から日本弁理士会関東会
ホームページの申込フォームで申し
込み。または、チラシ兼申込書をＦＡ
Ｘで日本弁理士会関東会（返０３・
３５８１・７４２０）へ。
※チラシ兼申込書は産業政策課（市
庁舎９階）、町田新産業創造センター
等の市内公共施設で配布します（日
本弁理士会関東会及び
町田市ホームページで
ダウンロードも可）。

対市内在住の６５歳以上の方
定①⑤２０人②③④３０人／抽選、結
果は９月２５日ごろ発送
費１回あたり２５０円（材料費等）
※別途、①１０００円⑤１５００円が必要
です。
申希望する講座を選び（重複申し込

み不可）、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１９０９０５Ｃ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日程表
講座名 日　時 会　場

①簡単可
か

憐
れん

ニュー刺
し

繍
しゅう 10月7日～12月23日の月曜日、午後1時30分～
3時30分（10月14日、11月4日を除く）、全10回

成瀬あおぞら
会館（西成瀬）

②からだほぐしと脳活
運動

10月8日～12月24日の火曜日、午後1時30分～
3時30分（11月5日、12月3日を除く）、全10回

わくわくプラ
ザ町田（森野）

③歌を楽しむ 10月11日～12月13日の金曜日、午後1時30分
～3時30分、全10回

成瀬あおぞら
会館（西成瀬）

④笑いヨガと脳の活性
ゲーム 10月17日～12月19日の木曜日、午後1時30分

～3時30分、各全10回
わくわくプラ
ザ町田（森野）⑤パステル画 申込フォーム
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