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町田市介護人材バンク
【出張相談・求職登録会ｉｎ小山市民セ
ンター】
　資格や経験は不問です。希望職種
や勤務形態等に応じて多様な働き方
を支援します。
対介護施設に就職を希望する方
日９月２６日㈭午後１時３０分～４時
場小山市民センター第２会議室
※事前予約は同バンクへ（予約無し
での参加も可）。
問同バンク☎８６０・６４８０（受付時間
＝祝休日を除く月～金曜日の午前９
時～午後５時）、町田市いきいき総務
課☎７２４・２９１６
福祉のしごと

相 談 ・ 面 接 会
　市内の障がい者・高齢者・児童施設
の合同就職相談・面接会を開催しま
す。現在求人中の事業所の担当者と
話ができます。
対福祉の仕事に就きたい方等
日１０月５日㈯正午～午後４時
※当日はオリエンテーション（正午、
午後１時、２時のいずれか）に出席し
て下さい。
場町田市民フォーラム
申電話で（社福）町田市社会福祉協議
会（☎７２２・４８９８）へ。
問障がい福祉課☎７２４・２１４７返０５０
・３１０１・１６５３

まちだ女性創業スクール 
無 料 体 験 講 座
　町田新産業創造センターでは、女
性ならではの視点を生かした創業ス
クールを、１０月１９日から開講しま
す。
　本講座に先駆けて無料体験講座を
開催します。
対起業・創業を考えている女性、起業
・創業して間もない女性
日１０月５日㈯午前１０時～正午
場町田新産業創造センター
内これまでの受講者の体験談、本講
座のガイダンス
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

シニア生涯ワーキングセミナー
　ライフプランニングを通して「一

生涯のしごと」とは何かを考えます。
対５５歳以上で働く意欲のある方
日１０月３１日㈭午後１時～３時４５分
場ハローワーク町田
講社会保険労務士・荒木健一氏　他
定３０人（申し込み順）
申電話で予約専用ダイヤル（☎０３・
５８４３・７６６５、受付時間＝祝休日を
除く月～金曜日の午前９時～午後５
時）へ。
問東京しごとセンターシニアコーナ
ー☎０３・５２１１・２３３５、町田市産業
政策課☎７２４・２１２９
再就職を目指す

女性のための職業訓練
【５日間コース～Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ基礎
科】
　東京都と共催です。
※原則、受講決定後の辞退はできま
せん。
対結婚・出産・育児・介護等で退職し、
求職中の方で、次のすべての要件を
満たす方　①ハローワークで求職登
録をしている②全回参加できる③講
習修了後、ハローワークに職業相談
をすることができる
※６か月以上の未就学児（１０人）は、
訓練中、同施設内でお預かりします。
日１１月１１日㈪～１５日㈮、午前１０時
～午後３時、全５回
場町田市文化交流センター
定１０人（要件を確認のうえ、抽選）
申申込書（産業政策課〔市庁舎９階〕
に有り、ＴＯＫＹＯはたらくネットホ
ームページでダウンロードも可）に
記入し、９月３０日～１０月１１日（必
着）に直接または郵送で東京都産業
労働局雇用就業部能力開発課「Ｗｏｒ
ｄ・Ｅｘｃｅｌ基礎科申込窓口」（〒１６３－
８００１、新宿区西新宿２－８－１、都庁
第一本庁舎２１階）へ。
※持参の方は、２１階フロア入り口の
電話で就業促進担当を呼び出して下
さい。
※講習内容や申込要件等の詳細は申
込書をご確認下さい。　
問同局雇用就業部能力開発課☎０３
・５３２０・４８０７、町田市産業政策課☎
７２４・２１２９
起業家必見！

はじめての労務管理と 
夢を実現する事業戦略
　労働契約等の基本だけでなく、副
業やテレワーク等の新しい働き方に
関する労務管理の重要性についてお

話しします。また、新たな経営手法と
して期待される株式投資型クラウド
ファンディングを活用した経営戦略
の打ち出し方についても詳しくお伝
えします。
対起業・創業して間もない事業者
日１０月１６日㈬午後６時３０分～９時
場町田新産業創造センター
内人材採用からテレワーク導入まで
労務管理に関する注意ポイント、起
業家に本当に必要な経営の基礎～株
式投資型クラウドファンディング（Ｉ
ＦＯ）で成功する事業計画書の作り
方、個別相談会
講東京圏雇用労働相談センター相談
員・奥富健氏、（株）パブリックトラス
ト代表取締役・佐藤公信氏　他
定３０人（申し込み順）
申１０月１５日までに、東京圏雇用労
働相談センターホームページで申し
込み。
問東京圏雇用労働相談センター☎
０３・５５４２・１９５０、町田市産業政策
課☎７２４・２１２９

女性のための就職準備セミナー
　今後の就職活動に役立つ情報をお
伝えします。また、初めて保育園に申
し込む方を対象に、市の保育園の状
況をご案内します。
対就職を考えている女性
日①１０月１７日㈭午前９時３０分～正
午②１０月１８日㈮午前１０時～正午、
全２回
場町田市民フォーラム
内①就職を取り巻く環境と心構え、
保育園の状況②履歴書、職務経歴書
の作成方法
講ハローワーク町田マザーズコーナ
ー職員　他
定２４人（申し込み順）
申９月１８日正午～１０月１０日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）または

イベシスコード①１９０９１８Ｂ②
１９０９１８Ｃへ。保育希望者（６か月以上
の未就学児、申し込み順に各１２人）は
１０月２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

分譲マンション管理セミナー
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日・内１０月２０日㈰、講演会「マンシ
ョン大規模修繕工事を成功させるた
めには」、テーマ別グループ討議＝午
後１時３０分～４時４５分、個別相談会
（希望者のみ）＝午後４時～４時４５分
場市庁舎
講（一社）クリーンコンサルタント連
合会会員・江守芙実氏
定５０人（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。
福祉サポートまちだ

成 年 後 見 制 度 学 習 会
【障がい者の地域生活を支える成年
後見制度】
　障がいのある方の成年後見人とし
て活動している弁護士が、本人が安
心して地域生活を送るためにどのよ
うな支援をしているのか、本人の思
いを交えながら、実際の事例につい
てお話しします。
日１０月２８日㈪午後１時３０分～３時
３０分
場市庁舎
講法律事務所インテグリティ弁護士
・菊池哲也氏
定５０人（申し込み順）
申氏名・電話番号を明示し、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（☎７２０・
９４６１返７２５・１２８４）へ。
問福祉総務課☎７２４・２５３７

ご覧（縦覧）いただけます　都市計画案
問�①東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課☎０３・５３８８・３２２５
②町田市都市政策課☎７２４・４２４７

ご利用下さい！　移動図書館そよかぜ号
問さるびあ図書館☎７２２・３７６８、堺図書館☎７７４・２１３１

「美人画の時代−春信から歌麿、そして清方へ」展関連イベント

家族鑑賞会
問国際版画美術館☎７２６・２７７１【町田３・４・６号成瀬長津田線関連】

　都市計画法第１７条に基づく縦
覧で、期間中、住民及び利害関係人
は、都市計画の案について、意見書

を提出することができます。
対住民及び利害関係人
提出方法いずれも直接または郵送
で、１０月１日まで（必着）に提出。

　そよかぜ号は、図書館が遠い地
域の方でも本が借りられるよう
に、約３５００冊の本を積み、市内６４
か所を巡回しています。各巡回場
所には２週間に１度、４０分～５０分
間停車します。
　そよかぜ号では、本の予約サー
ビスや、利用券の発行も行ってい
ます。
　巡回日程・場所は、町田市立図書

館ホームページでご覧いただけま
す。また、各市立図書館では巡回日
程表を配布しています。

　１０月５日～１１月２４日に「美人
画の時代－春信から歌麿、そして
清方へ」展を開催します。簡単なレ
クチャーのあと、同展を２０分程度
鑑賞します。
※展覧会の詳細は国際版画美術館
ホームページをご覧下さい。
対①０～３歳児とその保護者②４歳
～小学生とその保護者
※保護者は当日有効の観覧券が必
要です。

日１０月１２日㈯、①午前１０時１５分
～１１時３０分②午後１時１５分～２
時３０分
場国際版画美術館
講（特）赤ちゃんからのアートフレ
ンドシップ協会代表理事・冨田め
ぐみ氏
定各１５組（申し込み順）
申１０月７日までにイベントダイヤ
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード①１９０９１３Ｊ②１９０９１３Ｋへ。

縦覧期間 内　容 縦覧場所及び
意見書の提出先

①都庁で
縦覧の場
合 ９月１７日㈫～

１０月１日㈫
※土・日曜日、
祝日を除く

午前９時
～午後５
時

町田都市計画道路３
・４・６号成瀬長津田
線の変更

同局都市づくり政策部都市
計画課（都庁第二本庁舎１２
階北側、〒１６３－８００１、新
宿区西新宿２－８－１）

②市庁舎
で縦覧の
場合

午前８時
３０分～
午後５時

町田都市計画用途地
域の変更、高度地区
の変更、防火地域及
び準防火地域の変更

町田市都市政策課（市庁舎
８階、〒１９４－８５２０、森野２
－２－２２）


