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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１月１８日、２５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３日前までに同セン
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①１月２１日㈫午後２時～３時３０分②
１月２１日㈫午後３時４５分～５時１５分③
１月３０日㈭午後２時～３時３０分④１月
３０日㈭午後３時４５分～５時１５分
内①基礎・経営～補助金を上手に活
用した経営をしよう②基礎・財務～
確定申告のポイントについて知ろう
③基礎・人材育成～労務管理の基礎
について学ぼう④基礎・販路開拓～
Ｗｅｂサイトの仕組みと始め方・ＳＮＳ
の特徴を知ろう
講①イグナル・コンサルティング
林早苗氏②税理士法人春日会計事務

場和光大学ポプリホール鶴川
講ＭＪＱ
（Ｍａｃｈｉｄａ Ｊａｚｚｏｏ Ｑｕｉｎｔｅｔ）
定２５０人（申し込み順）
費２０００円（支払いはクレジットカ
ードのみ、ＯＰクレジットカードで
購入の場合は１８００円）
申１月１１日までに、
「小田急まなた
び」ホームページで申し込み。
問和光大学企画係大学開放フォーラ
ム☎
☎０４４・９８８・１４３３、町田市文化
振興課☎
☎７２４・２１８４

所・春日佑介氏③（株）ウィルパート
ナーズ・藤田知哉氏④（株）ウィルパ
ートナーズ・馬場郁夫
氏
定各３０人（申し込み順）
申参加希望日の前日午 ▲同センター
後５時までに同センター ホームページ
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

大地沢青少年センター
【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。
１月の特別プログラムは「羽子板」
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１月１２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１００～５２０円（参加プログラムに
よって異なる）
【初心者のための陶芸教室】
マグカップを作ります。
対市内在住、在勤、在学の陶芸初心者
（小学生以下は保護者同伴）
日１月２６日㈰、２月２２日㈯、午前９時
３０分～午後０時３０分、全２回（１月２６
日は参加必須）
場同センター
内１日目＝粘土を成形、
２日目＝絵付け
定３０人（抽選、結果は１月１４日ごろ
発送）
費１人６００円
申ハガキに「初心者のための陶芸教
室申込」と書き、参加者全員の住所・
氏名（ふりがな）
・電話番号・年齢（学
年）
・送迎バス利用の有無を明記し、
１月９日まで（必着）に大地沢青少年
センター（〒１９４－０２１１、相原町
５３０７－２）へ。
※ハガキごとに抽選します。グルー
プで申し込みの場合、ハガキ１枚に
全員の情報を明記して下さい。
※ＪＲ横浜線相原駅西口～同センタ
ー間の無料送迎バスを運行します。

和光大学ポプリホール鶴川

和光大学レクチャーコンサート

【身近な音楽「ＪＡＺＺ」の楽しみ方
第４弾～１９６４年オリンピックイヤ
ーの日本のジャズ】
高度経済成長期の日本におけるニ
ッポンＪＡＺＺを「時代」
「流行」等とと
もに、ひも解きます。
対小学生以上の方
日１月２７日㈪午後６時３０分～８時３０分

国際版画美術館企画展案内

問市役所代表☎
☎７２２・３１１１、同館☎
☎７２６・２７７１

開館時間火～金曜日＝午前１０時
～午後５時（入場は午後４時３０分
まで）
、土・日曜日、祝休日＝午前
１０時～午後５時３０分（入場は午後
５時まで）
休館日月曜日（祝休日の場合は開
館し、
翌日休館）

半にかけて同館が新たに収蔵した
作品の中から、主要な作品約６０点
を展示します。
会期１月５日㈰～２月１６日㈰
場同館企画展示室２
ルオーとシャガール

２０世紀のパリで活躍した２人の
町田市公立小中学校作品展
巨匠。約５０点の版画作品から、そ
子どもたちが学校で学習した図 れぞれの思いを読み解きます。
画工作、
美術、
書写の意欲あふれる 会期１月５日㈰～３月１日㈰
作品を集め、
展覧会を開催します。 場同館常設展示室
【中学校美術作品展】
１月１０日㈮～１９日㈰
【小学校図画工作展】
１月２４日㈮～２月２日㈰
【小学校書写展】
２月７日㈮～１６日㈰
場同館企画展示室１
新収蔵作品展 Ｐｒｅｓｅｎｔ ｆｏｒ Ｙｏｕ
２０１８年度後半～２０１９年度前

小学校図画工作展出品予定作品

暮らしに関する相談
名

称

①法律相談
②交通事故相談
③人権身の上相談
（人権侵害などの問題）
④国税相談
⑤不動産相談
⑥行政手続相談
⑦少年相談
⑧国の行政相談

日

５分でわかる町田のストーリー

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１月１６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＝「箕田源
二郎」／おはなし＝「ゆきんこ」
（ロシ
アの昔話）、
「座頭の木」
（日本の昔
話）、
「コショウ菓子の焼けないおき
さきと口琴のひけない王さまの話」
（レアンダー作）
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、
１月７日午前９時
から電話で同館（☎
☎７３９・３４２０）へ。

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２月９日㈰、午後１時３０分～３時
３０分＝講演会「東京防災学習セミナ
ー『 み ん な で 進 め る マ ン ション 防
災』
」
、午後３時３０分～４時４５分＝グ
ループ討議または個別相談会（希望
者のみ）
場市庁舎
講（株）防災ネットワーク研究所 代
表取締役・本瀬正和氏
定５０人（申し込み順）
申電話で住宅課（☎
☎７２４・４２６９）へ。

まちだ男女平等フェスティバル
東京大学名誉教授で社会学者の上
野千鶴子氏の講演や、
軽食・喫茶など、
たくさんの企画を予定しています。
※詳細は「男女平等推進センターだ
より」
（１月１０日の新聞折り込みのほ
か、各市民センター等で配布）をご覧
下さい。
日程２月１日㈯、２日㈰
場町田市民フォーラム
【一部コーナーが利用できません】
開催期間中は、町田市民フォーラ
ム内の展示情報コーナーやロッカー
コーナー等は利用できません。
問男女平等推進センター☎
☎ ７２３・
２９０８
市HP 暮らしに関する相談

時

対

象

市内在住の方

８日㈬

検索

申し込み等
前週の金曜日から電話で予約
相談日の１週間前から電話で予約

１０日㈮

電話予約制（随時）
午後１時３０分～４時

１４日㈫

市内在住の方

電話で市民相談室
☎７２４・２１０２）へ
（☎

電話予約制（次回分まで受け付け）

９日㈭
１４日㈫

午前９時～午後４時

事前に電話で八王子少年センター（☎
☎０４２・６７９・１０８２）へ

７日㈫

午後１時３０分～４時

直接市民相談室（市庁舎１階）へ

⑨電話による女性悩みごと相談
午前９時３０分～午後４時
（家庭、人間関係、女性への暴力、
（水曜日のみ午後１時～８時）
月～土曜日
LGBT等）
（1月1日～３日、
13日を除く）
午前９時～正午、
⑩消費生活相談
午後１時～４時
⑪空家に関する相談
（弁護士・宅地建物取引士）

文学館でたのしむ

各種相談①～⑩は、
「町田市わたしの便利帳2019」52～58ページを参照

相談時間はお問い合わせ下
月～金曜日
（１日～３日、１３日を除く） さい

７日㈫

◇
問同センター☎
☎７８２・３８００

１４日㈫

午前９時～正午
（相談時間は５０分）

市内在住、
在勤、
在学の方

☎７２１・４８４２）へ
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎
※法律相談有り＝要予約
☎７２２・０００１）へ
電話で消費生活センター相談専用電話（☎
※来所相談、電話相談ともに随時受付／土曜日は電話相談のみ

☎７２４・４２６９）へ
前週の水曜日午後４時までに、電話で住宅課（☎
市内に家屋を所有の方
※第２・４月曜日（祝休日の場合は火曜日）に実施／第４月曜日は
（空家・居住中問わず）
税理士も同席

1 月は「南町田グランベリーパークまちびらき」町田市ホームページ、YouTube とケーブルテレビでご覧いただけます

市HP まちテレ 検索

