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　地域での就職・再就職を目指す女性
のための各種講座を開催します。
共通事項
申９月３日月午前９時からヒューマン
リソシア株式会社（☎０３−６８７２−５５３３）
へ

無料個別相談会
日９月１２日水・１４日金・２０日㈭の午前
９時〜１０時、午前１０時〜１１時、午前１１
時〜正午
場多文化共生・男女共同参画推進交流室
人市内在住の女性、各回先着１名（お
子さんの同席可）

無料公開セミナー
日右表の日程の午前１０時〜１１時３０分
場市民センター２階

人市内在住の女性、各回先着２０名（１
回からの受講可）
託生後６か月〜未就学児、各講座先着
６名（要予約、おやつ・飲み物等持参）

事業者向けセミナー
 各日午前１０時〜正午
９月１３日㈭＝実習の受入方法ほか、９
月２０日㈭＝女性活躍推進・定着促進、
１０月４日㈭＝企業の取組事例
場市民センター２階
人市内の事業者、各回先着２０名（１回
からの受講可）

インターンシップコース
　事前説明会と右表の事前研修を受講
後、市内近隣事業所で職場実習を行い
ます。
日１１月１日㈭〜３０日金のうちの５日間
以内、１日４時間以上（受入先により
異なります）
場市内等の受入事業所

日内

人市内在住の１８〜５５歳の女性で事前研
修すべてに参加できるかた、１０名程度
※応募者多数の場合は選考
事前説明会
日９月２５日火午後１時３０分〜４時
事前研修
日下表の日程の午前１０時〜午後３時
場いきいきプラザ３階「情報研修室」

−イベント−
 

 

　ＣＳＰ（コモンセンスペアレンティ
ング）講座は、お子さんとの関わりか
たやしつけについて学ぶ講座です。
　叱り方が分からない、つい感情的に
怒ってしまうなど、しつけについてお
悩みのかたは、この機会に学んでみま
せんか。
日９月２８日金午前９時３０分〜正午
場いきいきプラザ３階「マルチメディ
アホール」
人４歳〜未就学児の保護者、先着３０名
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ＣＳＰ講座
「ほめて育てるしつけの講座」

講ＣＳＰ認定講師（ＮＰО法人ウイズ
アイ）ほか
申９月３日月午前８時３０分から電話又
は直接子育て支援課（いきいきプラザ
３階）へ
※３歳以下のお子さんと出席する場合
は申し込み時にご相談ください。
問子育て支援課
 

　これからの音楽文化の担い手である
若き音楽家の皆さんに発表の場を広く
提供するとともに、市民や近隣の皆さ
んにすばらしい音楽を提供することを
目的に開催します。
　オーディションに合格した若手音楽

東村山フレッシュコンサート

家１０組による心の込もった演奏をお楽
しみください。
日１０月１４日日午後２時開演（午後１時
３０分開場）
場中央公民館（本町２−３３−２）
プログラム声楽、ピアノ、クラリネッ
ト、マリンバ、チェンバロほか
入場整理券９月５日水から市内各公民
館で配布
主催東村山市、東村山市教育委員会
共催ＮＰＯ法人東村山市文化協会
問中央公民館（☎３９５−７５１１）
 

　公民館では「笑顔あふれるまち」を
目指して、文化庁「次代の文化を創造
する新進芸術家育成事業」による土曜
寄席を開催しています。
日１０月２７日土午後２時開演（午後１時
３０分開場）
場秋津公民館（秋津町２−１７−１０）
費１,０００円（全席自由）
出演者昔々亭慎太郎ほか
チケット販売９月５日水午前９時から
各公民館で販売
※中央公民館のみ電話予約を受け付け
ます。
託１歳から就学前の幼児、先着２名（要
予約、おやつ・飲み物等持参）
主催文化庁
制作公益社団法人落語芸術協会
協力東村山市教育委員会
問中央公民館（☎３９５−７５１１）

笑顔あふれるまち
東村山土曜寄席ｉｎ秋津

 

日１０月２日〜３０日の毎週火曜日、午後
２時〜４時（全５回）
場秋津公民館（秋津町２−１７−１０）
人市内在住・在勤の６０歳以上のかた、
３０名
※応募者多数の場合は抽選
内悠久の漢字文化、♯７１１９の活用方法、
すてきな笑顔で魅力アップほか
講村上浩氏（元東村山第四中学校校長）
ほか
持筆記用具、バスタオル、飲み物
※動きやすい服装で
申電子申請又は往復はがきに必要事項
と年齢を明記し、９月１９日（必着）ま
でに中央公民館（〒１８９−００１４本町２−
３３−２）へ
問中央公民館（☎３９５−７５１１）
 

 

　八国山周辺で見られる動植物を観察
しながら歩きます。
日９月２２日土午前１０時〜正午
集合解散八国山たいけんの里
人先着２０名（小学生以下は保護者同伴）
費１００円（資料、保険代）
持飲み物、虫よけスプレー
※長袖、長ズボンを着用
申不要、直接会場へ
問八国山たいけんの里（☎３９０−２１６１）

シニア学級
「目指せ！幸齢者パート７」

体体体体体体体体体 験験験験験験験験験
たいけんの里八国山自然観察会

9月 の 児 童 館
北山児童館　☎３９７－１１５３秋津児童館　☎３９７－１１５０

８日土・２２日土午前１０時〜
１１時４５分将棋教室１１日火午後３時３０分〜４時

３０分おりがみ教室

１０日月午後３時〜４時小学生おりがみ
教室２７日木午前１１時〜１１時３０分おはなし会

本町児童館　☎３９７－１１５４栄町児童館　☎３９７－１１５１

５日水午後１時〜３時（午
後２時受付終了）

おもちゃの病院

６日木午後３時３０分〜４時
２０分

小学生向けおは
なし会

１９日水午前１０時〜午後２時
（午後１時受付終了）１０日月午前１１時〜１１時３０分おはなし会

１３日木午前１１時〜１１時３０分絵本ひろば富士見児童館　☎３９７－１１５２

２６日水午前１１時〜１１時４５分赤ちゃんとママの
おしゃべりひろば

８日土・２２日土午前９時３０
分〜正午子ども囲碁教室

※詳しくは各館に設置のおたより、又はホー
ムページ（市ホームページの「子育て・教育」
→「児童館・児童クラブ」→「各児童館」へ
アクセス）をご覧ください。

１１日火午前１１時〜１１時３０分おはなし会

２６日水午後３時〜４時おりがみ教室

コース 日 費下表参照
※受講料は初回に納入ください。納
入後の返金はできません。
場スポーツセンター
人市内在住・在勤・在学のかた（下表参
照、コースにより対象が異なります）
※スポーツ教室とスイミング教室に
お子さんの同伴はできません。
申往復はがきに必要事項と特記事項
を明記し、９月７日（消印有効）ま

でに公益社団法人東村山市体育協会
（〒１８９−０００３久米川町３−３０−５）
へ
特記事項コース名・年齢・緊急連絡
先・在勤のかたは勤務先名、未就学
児は年齢・生年月日・通園先名称（通
園していない場合は未就園と記入）
※応募多数の場合は抽選、定員に満
たない場合は９月１３日㈭午前９時か
ら電話で受付（先着順）

問東村山市体育協会（☎３９７−１２１２）
スポーツ・スイミング教室平成３０年度中期

子どもスポーツ体験教室（全６回）
人小学３〜６年生　費６００円

定員日　時コース名

３０名９月２６日〜１０月３１日の毎週水曜日
午後４時１５分〜５時３０分

子ども
スポーツ体験
※陸上競技・卓球を体験します。

スポーツ教室（全８回）
費１,６００円

定員日　時コース名

７５名１０月１日〜１１月２６日の毎週月曜日（１０月８日を除く）
午前１０時〜１１時１５分

骨盤体操＆
ウォーキング

５０名９月２７日〜１１月１５日の毎週木曜日
午前１０時〜１１時１５分

健康づくりの
太極拳

６０名９月２７日〜１１月１５日の毎週木曜日
午後１時３０分〜２時４５分

ダンス
エアロビクス

運動あそび（全８回）
人①平成２５年４月２日〜２７年４月１日生まれのお子さん（年中・年少相当児）、②平成２２年
４月２日〜２５年４月１日生まれのお子さん（年長相当児と小学１・２年生）　 費８００円

定員日　時コース名

各３０名１０月１日〜１１月２６日の毎週月曜日（１０月８日を除く）
①午後２時５５分〜３時４５分②午後３時５５分〜４時４５分運動あそび

スイミング教室（全８回）
人２５ｍ泳げないかたおよび泳法を習得したいかた　費３,２００円

定員日　時コース名

３５名９月２６日〜１１月２１日の毎週水曜日（１０月３日を除く）
午前１０時〜１１時１５分水曜コース

３０名９月２７日〜１１月１５日の毎週木曜日
午前１０時〜１１時１５分木曜コース

講座内容日　程
就職活動スタートアップ９月１１日火
ライフプラン９月１８日火
キャリアプラン９月１９日水
労働法基礎知識９月２１日金
ビジネスマナー等入門９月２６日水
パーソナルカラー９月２７日木
就活用メイクアップ９月２８日金
履歴書等作成１０月１日月
面接対策１０月２日火
ビジネスパソコン１０月５日金※

※この日は午前１０時〜正午に「情報研修室」
（いきいきプラザ３階）で行います。

建毅建「女性のための就職支援事業」各種受講生の募集 建毅建 問市民相談・交流課

講座内容日　程
オリエンテーション１０月１０日水
自己分析ほか１０月１１日木
職場実習先紹介ほか１０月１５日月
ビジネスパソコン１０月１７日水
面接対策１０月１９日金
職場見学１０月２３日火
キャリアデザインほか１０月２６日金
ビジネスマナーの習得１０月２９日月
コミュニケーション力向上１０月３０日火
振り返り研修１０月３１日水
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