
92021．1．15対対象 日日時 場会場 内内容 講講師 定定員 費費用 申申し込み 問問い合わせ凡例 市HP町田市ホームページ

新型コロナウイルス感染防止のため、催し・講座は中止や一部変更になる場合がありますのでご了承ください

認知症サポーター養成講座
　認知症の基礎知識や対応方法を学
びます。講座終了後に、認知症サポー
ターの証しとなるオレンジリングを
お渡しします。
対市内在住、在勤、在学の方
日２月２日㈫午後２時～３時３０分
場小山市民センター
定２０人（申し込み順）
申１月２１日正午～３１日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２１０１２１Ａへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

女性のお仕事応援セミナー
【先の見えづらい世の中のお金のは
なし「どのように家計を維持します
か？」】
　ライフ＆マネープランから家計を
考えてみませんか。今、そしてこの先
も、必要となる知識をファイナンシ
ャルプランナーから学べるセミナー
です。
※セミナー終了後、清掃や配食等の
補助業務から始められ、無資格・未経
験でできる介護の仕事の相談会を行
います。
対市内在住の、介護の仕事に関心の
ある女性
※お子さん連れで参加もできます。
日２月９日㈫午前１０時～正午
場市庁舎
講しんゆり資産管理（株）代表取締役
・市川昌子氏
定２０人（申し込み順）
申２月２日までに電話で町田市介護
人材開発センターへ。
問同センター（☎☎８５１・９５７８、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

女 性 の た め の 
カ ラ ダ メ ン テ ナ ン ス
対体を動かしたい女性
日２月８日㈪午前１０時～正午
場町田市民フォーラム
内ストレッチ・ピラティス等のエク
ササイズ
講フィットネスコーチ・池田美帆氏
定１０人（申し込み順）
申１月２０日正午～２月２日にイベン
トダイヤル（☎☎７２４・５６５６）または
イベシスコード２１０１２０Ｂへ。保育
希望者（１歳以上未就学児、申し込み
順に６人）は１月２４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

女性のための就職準備セミナー
【パーソナルカラーセミナー＆面接
対策】
　自分に似合う色を知って第一印象
アップを目指します。また、コラージ
ュで自分の気持ちを表現して面接へ
のウォーミングアップを行います。
面接対策では、再就職の際に役立つ
面接時のマナーや心構え、よく聞か
れる質問の答え方など、実践を交え
てお伝えします。
※セミナーでは自己診断のため、マ
スクを外す場面があります。
対就職を考えている女性
日２月１５日㈪午前１０時～午後３時
１５分
場町田市民フォーラム
講（一社）日本カラリスト協会認定教
室　湘南スペースカラー、ハローワ
ーク町田マザーズコーナー職員
定１５人（申し込み順）
費１００円（コラージュ等の材料費）
申１月２０日正午～２月７日にイベン
トダイヤル（☎☎７２４・５６５６）または
イベシスコード２１０１２０Ｃへ。保育
希望者（１歳以上の未就学児、申し込
み順に６人）は、２月１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
小学３～６年生の子の保護者のため
の講座

子どものこころの発達 
と 親 の か か わ り 方

【楽しく「親になる」ポイント】
　子どもの心の発達の特徴を知っ
て、親自身の不安等を解消し、親子で
の楽しい時間を大事にしませんか。
※講師がオンラインを利用して講義
を行い、受講生は会場で聴講する形
式のオンライン講座です。
対小学３～６年生の保護者
日２月２６日㈮午前１０時～正午
場生涯学習センター
講法政大学文学部心理学科教授・渡
辺弥生氏
定４９人（申し込み順）
申１月１８日午前９時から電話で同セ
ンターへ。保育希望者（２月１日時点
で８か月以上の未就学児、申し込み
順に６人）は併せて申し込みを。
問同センター☎☎７２８・００７１

国 際 版 画 美 術 館
【①版画体験イベント「春の海は水玉
～シルクスクリーンでランチバッグ
を作ろう」】
　未就学児１人につき保護者１人の

制作補助の付き添いが必要です（小
学生は子どものみの参加も可）。
日２月２０日㈯、午前１０時３０分～１１
時３０分、午後１時～２時、午後２時３０
分～３時３０分（各回とも同一内容）
※重複で参加はできません。
内講師が用意した魚の形に丸いシー
ルを使って模様をデザインし、好き
な色で印刷する
講アーティスト・田中茜氏
定各８人（申し込み順）
費５００円

【②銅版画一日教室（ドライポイン
ト）】
対１５歳以上の初心者（中学生は除
く）
日３月２日㈫、３日㈬、午前１０時３０分
～午後４時（各回とも同一内容）
内銅版画のドライポイント技法で単
色刷りの小品（約１５㎝×１２㎝）を制
作（道具、材料は同館で用意）
講版画家・馬場知子氏
定各７人（抽選、結果は２月１９日ごろ
郵送）
費３０００円

◇
場同館
申①１月１９日正午～２月１４日②２月
１４日までに、イベントダイヤル（☎☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
①２１０１１９Ｄ②２１０１１３Ｈへ（①の申
し込みは２人まで／同館ホームペー
ジで申し込みも可）。
問同館☎☎７２６・２８８９

連 句 講 座
【はじめての連句～言葉をつないで
思いを紡ぐ】
対全回出席できる連句初心者
日２月６日、２０日、いずれも土曜日午
前１０時３０分～午後２時３０分、全２回
場町田市民文学館
内連句についての講義と実作体験

講日本文学研究者・深沢眞二氏
定２０人（申し込み順）
申１次受付＝１月１５日正午～２０日午
後７時にイベシス（インターネット）
コード２１０１２１Ｂへ／２次受付＝１月
２１日正午～２月３日にイベントダイ
ヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシ
スへ。
問同館☎☎７３９・３４２０

鶴川図書館再編後の姿を
考えるワークショップ
　鶴川図書館再編後の姿について、
地域の皆さんで話し合っていただき
ます。
対鶴川地域に在住、在勤、在学の方
※鶴川地域は、金井、金井町、金井ヶ
丘、薬師台、大蔵町、能ヶ谷、鶴川、広
袴、広袴町、真光寺、真光寺町、小野路
町、野津田町、三輪町、三輪緑山です。
日２月２０日、３月１３日、いずれも土曜
日午後２時～５時、全２回
場鶴川市民センター　
定３０人（申し込み順）
申１月１５日～２月１６日の午前１０時
～午後５時に電話で中央図書館（☎☎
７２８・８２２０）へ（毎週月曜日、２月１２
日を除く）。

猫 の 飼 い 方 講 座
対猫を初めて飼育する方、これから
飼育を考えている方
日２月２４日㈬午後２時～４時
場町田市保健所（中町庁舎）
内猫の飼い方や健康管理、動物由来
感染症等を学ぶ
講町田市獣医師会所属・青木貢一獣
医師
定２０人（申し込み順）
申１月２０日正午～２月２１日にイベン
トダイヤル（☎☎７２４・５６５６）または
イベシスコード２１０１２０Ｆへ。
問生活衛生課☎☎７２２・６７２７

さがまちカレッジ　講座受講者募集

まちだ男女平等フェスティバルを開催します
問男女平等推進センター☎☎７２３・２９０８

　詳細は講座案内チラシ（生涯学習
センター、各市民センター、各市立図
書館等で配布）をご覧ください（さが
まちコンソーシアムホームページで
ダウンロードも可）。

【①作品鑑賞を楽しみましょう～自
分らしく絵の世界を味わうために】
対１５歳以上の方（中学生を除く）
日２月２３日㈷午後１時３０分～４時４０
分、２８日㈰午後１時３０分～３時３０
分、全２回
場町田市生涯学習センター
内絵画鑑賞に関する理論や鑑賞技術
についての講義と鑑賞力を高めるレ
ッスン
講女子美術大学芸術学部非常勤講師
・内野博子氏
定１５人（抽選）
費３３００円

【②さがまちｗｅｂカレッジ特別講座
～はじめてのＺｏｏｍ　楽しく使っ
てみよう！！】
　「Ｚｏｏｍ」とは何か、どうやって始
めるか、どんなことができるのか等
を体験します。会場でアプリケーシ
ョンのインストールから始める会場
コースと自宅から参加するリモート
コースを開催します。
※いずれのコースもインターネット

に接続できるパソコン等の端末機器
が必要です。会場コースでは端末機
器の貸し出しがあります（事前予約
制、台数制限有り）。詳細はさがまち
コンソーシアム事務局へお問い合わ
せください。
対Ｚｏｏｍ初心者または使ったこと
のない方等
日２月１７日㈬、会場コース＝午前１０
時～正午、リモートコース＝午前１１
時～正午
場会場コース＝ユニコムプラザさが
みはら（相模原市）、リモートコース
＝Ｚｏｏｍによるオンライン開催
講和光大学経済経営学部教授・伊藤
隆治氏
定各１０人（申し込み順）

◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①１月３１日まで②２月１５
日まで（いずれも必着）に、郵送また
はＦＡＸで同事務局へ（さがまちコン
ソーシアムホームページで申し込み
も可）。
※①は申込締切日までに定員に達し
ない場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎☎７２８・００７１

　今回は、新型コロナウイルス感染防止のため、
町田市ホームページで３講演を配信します。
　併せて、１月２０日発行の「男女平等推進センタ
ーだより」（新聞折込のほか、各市民センター等
で配布）に、日本のジェンダー平等の状況やＬＧＢ
Ｔ相談の紹介をしています。講演内容等の詳細
は、男女平等推進センターだよりをご覧くださ
い。
公開期間１月３０日㈯～２月２８日㈰
内弁護士・前国連女性差別撤廃委員会委員長　林陽子氏によるジェンダ
ー平等についてのお話等


