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催し・講座催し・講座
若者創業スクール事業
Ｕ－２５　ビジネス創造プログラム
　市では、町田新産業創造センター
と協力し、２５歳以下の若年層を対象
に、自分のやりたいことや実現した
い世界観を、ビジネスを通じて形に
する７日間の集中型プログラムを実
施します。ビジネスについて知らな
い人でも一から学ぶことができ、自
分の想

おも

いをビジョンとして表現し、
商品開発やビジネスモデルづくりを
ワークショップ形式で実践します。
現役起業家によるトークセッション
もあります。
対１６～２５歳のビジネスに少しでも
興味があり、全回参加できる方日①
１１月５日②１１月１２日③１１月１９日
④１１月２６日⑤１２月３日⑥１２月１０
日⑦１２月１７日、いずれも土曜日午
後１時３０分～５時３０分、全７回場①
⑦同センター②～⑥オンライン（Ｚｏ
ｏｍ）定２０人（選考）申１１月４日まで
にＵ－２５ビジネス創造プ
ログラム申し込みフォーム
（右記二次元コード）で申し
込み。
問同センター☎☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎☎７２４・２１２９

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。受講後に、認知症サポーター
の証しとなる認知症サポーターカー
ドを交付します。
対市内在住、在勤、在学の方日１２月５
日㈪午後２時～３時３０分場鶴川市民
センター定２０人（申し込み順）申１１
月８日正午～２８日にイベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード２２１１０８Ｅへ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

知っておきたい情報セキュリティ講演会
●なりすましや偽のセキュリティ警
告などの手口と対策を知ろう　イン
ターネットとの安全な付き合い方を
学びましょう。
対ネットセキュリティについて学び
たい方日１１月２３日㈷午後２時開演
場中央図書館講（独）情報処理推進機
構セキュリティセンター企画部・石
田淳一氏定５０人（申し込み順）申１１
月２日正午～１６日にイベントダイヤ
ル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシス

コード２２１１０２Ｃへ（申し込みは２人
まで）。
問同館☎☎７２８・８２２０（１１月７日～１１
日、１４日、２１日は休館）
東京文化財ウィーク企画事業
国指定史跡高ヶ坂石器時代遺跡見学会
　日本で初めて発見された縄文時代
の敷石住居である国指定史跡高ヶ坂
石器時代遺跡（牢場遺跡・稲荷山遺跡
・八幡平遺跡）の見学会です。３地点
の遺跡を徒歩で回ります。
日１１月１９日㈯、午前１０時～１１時、
午後２時～３時（雨天中止、各回とも
同一内容）／集合は「芹ヶ谷公園冒険
遊び場前駐車場」前です定各１５人（申
し込み順）申１１月２日正午～１７日に
イベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード２２１１０２Ｂ
へ。
問生涯学習総務課☎☎７２４・２５５４
生涯学習センター・昭和薬科大学共催講演会
薬に込められた様々な工夫
　薬に施されている工夫や最先端の
「泡

バブル

製剤」について紹介します。
日１２月３日㈯午後２時～４時場生涯
学習センター講昭和薬科大学薬剤学
研究室教授・宇都口直樹氏、帝京大学
薬学部薬物送達学研究室教授・鈴木
亮氏定７５人（申し込み順）申１１月８
日正午～２８日にイベントダイヤル
（☎☎７２４・５６５６）またはイベシスコ
ード２２１１０８Ｃへ。
問同センター☎☎７２８・００７１

絵本の読み聞かせ講座（基礎編）
対市内小学校・学童保育クラブなど
で読み聞かせに関わる活動をしてい
る保護者・ボランティア日１２月１日
㈭午前１０時１０分～正午場中央図書
館内主に小学校低学年を対象にした
本の選び方や読み聞かせ方について
定１５人（申し込み順）申１１月２日か
ら直接または電話で堺図書館へ（申
し込みは２人まで）。
問堺図書館☎☎７７４・２１３１

講座「初めての点訳ボランティア」
　点字と点訳について学ぶ、初心者
向けの入門講座です。点字使用者の
話を聞き、手書き及びパソコンでの
点訳を体験します。
対パソコンの基本的な操作ができる
方（両日出席可能な方優先）日１１月
２９日、１２月６日、いずれも火曜日午
後１時～４時場中央図書館講町田市点

訳赤十字奉仕団定１２人（抽選）申１１
月２日午前１０時～１６日午後５時（１１
月７日～１１日、１４日は休館）に、電話
で中央図書館障がい者サービス担当
へ（市内各市立図書館で講座チラシ
の申込書に記入し、直接提出も可）。
問中央図書館☎☎７２８・８２２０
女性のための護身術
Ｗ Ｅ Ｎ － Ｄ Ｏ 講 座
　カナダ発祥の自己防衛プログラム
を学びませんか。
対護身術を学びたい女性日１１月２９
日㈫午前１０時～１１時３０分場町田市
民フォーラム講リアライズＹＯＫＯＨ
ＡＭＡ代表・橋本明子氏定１２人（申し
込み順）申１１月２日正午～２２日にイ
ベントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード２２１１０２Ｅへ。
保育希望者（１歳以上の未就学児、申
し込み順に２人）は１１月１５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

地 域 公 開 講 座
　オンライン（Ｗｅｂｅｘ）及び子ども
発達センターで開催します。
対市内在住の方日１２月１５日㈭午前
１０時～正午内ちょっとした工夫で
楽になる子育て～子どものほめ方・
叱り方をペアレントトレーニングの
視点から学ぶ講大正大学教授・井澗
知美氏定オンライン＝１００人、会場
＝２５人／申し込み順申１１月９日正
午～１２月８日にイベシスコード
２２１１０９Ｄへ（会場参加の場合はイ
ベントダイヤル〔☎☎７２４・５６５６〕で
申し込みも可）。保育希望者（４か月
以上の未就園児、申し込み順に６人）
は併せて申し込みを。
問子ども発達支援課☎☎７０９・３４５５　
１２月講座
さ が ま ち カ レ ッ ジ
　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ＨＰでダウンロ
ードも可）。
●気を巡らせて“ぽかぽかな体”づく
りを目指しましょう！５ ～経絡を整
えて免疫力を高めよう　気や血液な
どを運ぶ経

けい

絡
らく

について解説し、経絡
を巡らせる体操を体験します。
日１２月８日㈭午後１時３０分～４時場
町田市生涯学習センター講相模女子
大学短期大学部非常勤講師・西村か
おる氏、カイロプラクター・山本彩世
氏定２０人（抽選）費２０００円申講座案
内チラシ裏面の受講申込書に記入
し、１１月１５日までに、郵送（必着）ま
たはＦＡＸでさがまちコンソーシア
ム事務局へ（さがまちコンソーシア
ムＨＰで申し込みも可）／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☎☎０４２・７４７・９０３８、町

田市生涯学習センター☎☎７２８・
００７１
生涯学習センター～市民提案型事業
講 座 づ く り ★ ま ち チ ャ レ
●アートのじかん　アートの力には
どのような働きがあるか、講座を通
して皆さんと「アートのじかん」を持
ちませんか。
日①１２月１０日②２０２３年１月１４日
③２月４日④３月４日、いずれも土曜日
午後１時３０分～３時３０分、全４回場中
央図書館内①つくる・つながる・つた
わる、アートでコミュニティ②アー
トによる異文化交流（カンボジア）③
町田市立国際版画美術館の役割と浮
世絵による情報伝達④Ｍｙ Ｍｕｓｅｕｍ
をつくる、現在の美術を巡る話題講
①アトリエ・アルケミスト主宰 羽田
由樹子氏②小さな美術スクールサポ
ートクラブ・小沼利枝氏③国際版画
美術館館長・大久保純一氏④東京文
化財研究所客員研究員・三上豊氏定
３０人（申し込み順）申１１月２日午前９
時から電話で生涯学習センターへ。
問同センター☎☎７２８・００７１

地 区 別 懇 談 会
　地区の未来について、みんなで話
し合う地区別懇談会を開催します。
下記以外の地区は、市ＨＰをご覧くだ
さい。
地区・日町田第一＝１２月３日㈯午前
１０時～正午場町田市民文学館申１１
月１８日までに電話で市民協働推進
課または福祉総務課へ（市
ＨＰ〔右記二次元コード〕で
申し込みも可）。
問市民協働推進課☎☎７２４・４３６２、福
祉総務課☎☎７２４・２１３３
スカイバスで行く！
親子で楽しむ冬の日帰りバスツアー
　市では、稲城・多摩市と連携した観
光事業を進めています。その一環と
して、親子の関わりを深めるバスツ
アーを開催します。詳細は市ＨＰまた
はＪＴＢ東京多摩支店ＨＰをご覧くだ
さい。
対町田・稲城・多摩市在住、在勤、在学
の方日１２月３日㈯午後０時４０分～６
時１５分ごろ／集合は町田シバヒロ、
解散は京王相模原線京王多摩センタ
ー駅です内スポーツ体験（フットサ
ル、セパタクロー、グランドホッケ
ー）、ＫＤＤＩミュージアム夜間特別見
学定２０人（抽選、結果は１１月１８日ま
でに通知）費中学生以上４０００円、小
学生３０００円（体験講師代、保険料含
む）申１１月１４日午後５時までにメー
ルでＪＴＢ東京多摩支店（墳ｍｉｎａｍｉｔａ
ｍａ＠ｊｔｂ．ｃｏｍ）へ（ＪＴＢ東
京多摩支店ＨＰ〔右記二次元
コード〕で申し込みも可）。
問ＪＴＢ東京多摩支店☎☎０４２・５２１・
５５５２、町田市観光まちづくり課☎☎
７２４・２１２８

お買い物は商店街で！
町田わくわくスタンプラリー２０２２

問町田市商店会連合会☎☎７２３・６９００、町田市産業政策課☎☎７２４・３２９６

　市内の商店街のスタンプラリー
参加店舗で買い物をしてスタンプ
（レシートも可）を集めると、抽選
で６００人に賞品が当たります。応
募用紙は、各参加店舗のほか、産業
政策課（市庁舎９階）や各市民セン
ター等でも配布しています。
※参加店舗の一覧は、町
田市商店会連合会ＨＰ（右
記二次元コード）をご覧
ください。
※参加店舗にはスイングＰＯＰを
掲示しています。
開催期間１２月３１日㈯まで
応募方法応募用紙に３つの異なる

参加店舗のスタンプを集めるか、
５００円（税込み）以上の買い物をし
たことが分かるレシートを添付
し、２０２３年１月５日まで（必着）に
次のいずれかの方法で応募してく
ださい。①参加商店会、産業政策
課、各市民センター、町田商工会議
所に設置してある専用の応募箱へ
投函（切手不要）②８４円切手を貼
って郵送③スマートフォンアプリ
で応募（１２月１日から）
賞品松阪牛すき焼き用、参加商店
会のおすすめの品、ゲーム機・トー
スター等の電気製品、カタログギ
フト、グッズ等

　子育てひろばの催しは、各保育園や公共施設等で配布する「子育てひろ
ばカレンダー」でご案内しています。

問子育て推進課☎☎724・4468
子育てひろばカレンダー（毎月25日発行）

まちだ子育てサイト
子育てひろばカレンダー

町田市子育て情報配信
サービス、ＬＩＮＥでも
ご覧いただけます


