
■ボールルームダンスジュニアス
クール

█日1月17日（日）～4月3日（日）午後1時
～2時30分█場国分寺ウチダダンスス
クール█対小・中学生の男女（保護者同伴
可）█￥無料／→（公財）日本ボールルー
ムダンス連盟・内田☎（042）321-66
26
■外国人おかあさん交流会「ママだか
らこそ覚えたい　子どもの応急救護」
防災訓練とアルファ米の試食、豚汁も
作ります。
█日1月21日（木）午前10時～午後2時█場
福祉センター█講消防署職員█定20人※
お子さん同伴可█￥200円※未就学児無
料█申1月19日（火）までに住所・氏名・電
話番号を、ハガキ・█FAX（042）325-3669
・█糸kia@mrj.biglobe.ne.jpで、〒185-0
003戸倉4-14福祉センター内国際協
会へ█物エプロン・ふきん／→☎（04
2）325-3661
■シニアスポーツ振興事業「シニアテ
ニス講習会」

█日1月24日（日）午後1時～5時※予備
日＝31日（日）█場戸倉第1テニスコート
█対60歳以上の方█￥無料█申1月22日
（金）午後5時までに住所・氏名・年齢・
電話番号・テニス歴を明記し、█FAX（042）
312-0380で市体育協会へ／→☎（09
0）2628-9809
■講演「自然再生推進法と基本方針の
見直しの背景」

野川源流の自然再生を願い、自然再生
推進法の講演会を開催します。
█日1月30日（土）午後1時30分（開場＝1
時15分）～午後4時█場いずみホール※
当日直接会場へ█講環境省職員█定50人
※先着順█￥無料／→野川源流自然再生
設立準備会事務局☎（042）322-1964
■国分寺でお仕事体験「ぶんザニア」
消防署や店舗など、約30種類のパビリ
オン店舗で仕事体験をしてみません
か。仕事体験の報酬（ぶんゾ通貨）を
使って、縁日コーナーでお買い物も。
█日1月31日（日）午前10時～午後5時
（受付＝①先行予約受付の方は午前8
時～9時②当日受付の方は午前9時～
午後4時）█場国分寺駅北口周辺の商店
街（受付＝国分寺駅北
口ロータリー内）█対3
歳～小学生※保護者
同伴█定300人█￥無料
█申1月18日（月）正午

から█HPhttp://bunjimarche.com/で※
①の先行予約（█定100人分）█注パビリオ
ンごとに人数や対象年齢が異なります
／→ぶんじマルシェ実行委員会・百田
☎（090）3230-3198
■映画「じんじん」上映会
絵本の読み聞かせで、子どもたちの心
を育
はぐく

む取り組みをしてきた、北海道上川
郡剣淵町を舞台に描かれた映画です。
█日2月5日（金）午後2時～・7時～、6日
（土）午前10時～・午後2時～（開場＝各
30分前）█場いずみホール█定370人
█￥1,500円（高校生以下800円・未就学
児無料）※前売り券1,000円█申電話ま
たは█糸jinjin.kokubunji@gmail.comで
※先着順後援市／→実行委員会・廣瀬
☎（042）328-3303（アトリエファイ
ンハート内）
■JA東京むさし国分寺支店カルチャー
講座「意外に簡単　バラのせん定と
誘引講座」

█日2月7日（日）午前10時～正午█場同支
店屋上庭園（雨天の場合は同支店ホー
ル）█講中村裕美子さん（バラ苗生産者）
█定10人█￥1,500円※当日集金█物厚手の
園芸用手袋、せん定ばさみ█申1月16日
（土）～29日（金）に電話で※先着順／
→☎（042）324-2115（水曜を除く午
前11時～午後5時）
■市ソフトバレーボール大会参加
チーム募集
█日2月11日（祝）午前9時～午後4時█場
ひかりスポーツセンター募集チーム
（4人制）①女子の部＝中学生以上の女
子チーム②ミックスの部＝中学生以上

の男女混合チーム※①②とも個人参加
応相談█￥1チーム2,000円█申2月1日
（月）までに█糸kokubunjivba@gmail.
comまたは電話で※申し込み後、大会
要項・メンバー登録用紙を返信／→市
バレーボール連盟・岩片☎（090）775
3-4470
■「花の展覧会」に市内農家が出品
█日2月12日（金）正午～午後6時・13日
（土）午前10時～午後6時・14日（日）午
前10時～午後0時30分█場サンシャイン
シティ文化会館※当日直接会場へ█￥無
料（フラワーアレンジメント教室、花育
教室は有料）／→群馬県農政部蚕糸園
芸 課 ☎（027）226-3126※2月10日
（水）～14日（日）は☎（03）5951-6757
■田原総一朗と国分寺の未来を語るⅡ
「若
わたしたち

者が創る地域の絆」
中・高校生が国分寺市の魅力や問題に
ついて熱くトークします。
█日2月21日（日）午後2時～4時（開場＝
1時）█場早稲田実業学校小室哲哉記念
ホール█定400人█￥無料█申1月4日（月）
から█HPhttp://www.ko-shakyo.or.jp/vc/
または2月1日（月）から電話で※先着順
█催社会福祉協議会後援市・市教育委員
会█注駐車場なし／→ボランティア活動
センターこくぶんじ☎（042）300-6363
■千代田区立神田一橋中学校通信教
育課程生徒募集

選考日時2月28日（日）午前10時～█対
都内在住または在勤で①尋常小学校か
国民学校初等科を修了したが高等学校
の入学資格のない方②現行制度での義
務教育未修了で学齢相当年齢を超過し

た方で①に準ずる方█定40人█申1月12
日（火）～2月19日（金）（消印有効）に願
書を〒101-0003千代田区一ツ橋2-6-
14千代田区立神田一橋中学校通信教
育課程へ※詳しくは直接学校へ問い合
わせ／→☎（03）3265-5961

●語り劇「天草暮
ぼしょく

色・夜の辛
こぶし

夷」
█日1月16日（土）午後2時～・5時～█場さ
くらホール（国立駅徒歩3分）█￥1,000
円※中学生以下500円／→劇団みみず
く・大平☎（042）321-5185
●シニア・社交ダンス入門講座
█日1月17日～31日の日曜午後5時～6
時30分█場ひかりプラザ█￥1回500円█内
簡単なダンスステップとリズムの取り
方／→社交ダンス絆・山本☎（042）
325-6791
●第40期本因坊戦・新春囲碁大会
█日1月31日（日）午前9時45分～█場国分
寺労政会館█￥1,000円█対本因坊戦＝五
段以上、新春囲碁大会＝A級・三～四
段、B級・初～二段、C級・1級以下／→囲
碁連盟事務局・谷本☎（042）575-9735
●東京農工大学科学博物館友の会サー
クル作品展

藍染・組ひも・わら工芸を含む10サーク
ルの作品・学習の成果をご覧ください。
█日2月6日（土）～13日（土）午前10時～
午後5時（最終日は3時まで）※8日（月）
は休館█場東京農工大学科学博物館／→
☎（042）388-7163
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サークル名 日　　時 会　　場 入会金 会　費 問い合わせ 備　　考
国分寺走ろう会
（国分寺ランニングクラブ） 毎週日曜午前7時30分～ 都立武蔵国分寺公園 なし 月100円 浅川☎042・301・6937 初心者歓迎。ランニングを楽しみ

ましょう（6kmコース）

楽楽クラブ（水泳） 毎週水曜午前9時30分～11時30分 市民室内プール 1,000円 月2,000円 長田☎042・324・0315 指導員から最新の合理的な泳法を習
う。中高年男女対象。まずは体験を

つくしクラブ（9人制ママさんバレー）毎週土曜午後2時～6時 四小ほか 1,000円 月1,500円 永井☎090・4597・7204 初心者から経験者まで。お子さん連れOK。問い合わせは留守番電話可

フォークダンスサークル　コスモス 毎週金曜午後2時～4時30分 市民室内プール体育室 1,000円 月1,500円 尾崎☎042・321・3252 世界の素敵な音楽でステップを踏
みながら仲間づくりをしませんか

太極拳Lの会 毎週金曜午前10時～11時30分（月4回） 国分寺Lホール（駅ビル8階） なし 月3,000円 堀池☎090・8003・0987 緩やかな動きと呼吸法を中心に繰り返し練習します。初心者歓迎

フォークダンス木の靴 毎週金曜午前9時30分～11時30分 ひかりプラザ 1,000円 月1,500円 中☎042・324・8990 音楽で世界巡りを。仲間と手をつな
ぎ楽しいダンスの輪を作りませんか

山本謙郁会 第1・3金曜午前10時～正午 北の原地域センター なし 月2,000円 押野☎042・301・6736 津軽民謡・一般民謡を習いたい方
歓迎

自立生活体操クラブ・金曜けやき 毎週金曜午前9時30分～10時45分 市民スポーツセンター 500円 月1,500円 中川☎042・321・1503 認知症予防にも効果のある有酸素運
動やいすを使った筋力トレーニング

自立生活体操クラブ・水曜戸倉 毎週水曜午前9時15分～10時45分 福祉センター 500円 月1,500円 有賀☎042・576・4100 認知症予防にも効果のある有酸素運
動やいすを使った筋力トレーニング

「会員募集」「市民掲示板」の各サークルの活動・掲載内容の確認、トラブルの解決は当事者間でお願いします。掲載申し込み用紙は市政戦略室広報担当（内410）で配布。市HPからダ
ウンロードもできます。掲載申し込み締め切りは掲載希望号の1か月前です。「会員募集」の掲載は、原則、公民館を除く市内の公的・公共会場のものに限ります

無料体験・見学ができます

東京しごとセンター多摩の
　　　　　　　　　就労支援

対象者 セミナー・イベント名 内容・場所 日時
平成28年・29年3月
卒業見込みおよび
既卒3年以内

プラスワンセミナー
█定30人（＊）

会社説明会・企業セミナーの参加のコツや選考に向け
て準備することなど、採用現場を熟知する講師が伝え
ます

2月18日（木）
午後1時～5時

29歳以下
（学生の方も参加可）

【多摩市会場】若者・中小企業交流会
（参加企業約4社）█定50人（＊）

中小企業の魅力や仕事のやりがいなどを理解するた
め、人事担当者と交流を行います
█場多摩市関戸公民館　█問☎（042）329-4510

2月9日（火）
午後1時～4時30分
█申1月4日（月）～

34歳以下

就コム
█定15人（※）

就活のノウハウからビジネスマナーの基礎、コミュニ
ケーションのコツまで就活に必要なプログラム

2月4日（木）～3月17日（木）の
火・木曜（全12回）※祝日を除く
午後1時30分～4時30分

採用への近道
█定30人（＊）

就職に向けてのマインドチェンジ、自己理解・職種・
企業研究、応募書類の書き方、面接対策などを2回に
分けてアドバイス

 2月9日（火）・22日（月）
午後1時30分～4時30分

合同就職面接会
（予約不要・入退場自由・参加企業約25社）█物面接を希望する企業の数の履歴書

2月25日（木）午後1時～4時
（受付＝0時30分～3時30分）

30歳～44歳
非正規雇用者

グループワーク「就活エクスプレス」
█定15人　（※）

正社員を目指す短期集中プログラム。
基礎的な知識の習得など。後日就職面接会を開催

2月15日（月）～19日（金） （全5日間）
午前10時～午後4時

30歳～54歳 ミドルのための再就職支援講座
█定50人（＊）

3つのポイントを押さえ、何が必要かを考えるヒント
満載のセミナー

2月19日（金）
午後1時～5時

おおむね50歳以上 シニアターゲットセミナー
█定50人（＊）

シニアの生き方・働き方について、事例を交えながら
考えるセミナー

3月5日（土）
午後1時～4時30分

55歳以上 シニアの再就職対策講座
█定50人（＊）

年齢をハンディと考えず、経験の豊かさと柔軟性をア
ピールして、納得のいく再就職を実現しましょう

2月12日（金）
午後1時30分～4時30分

全年齢

【西東京市会場】
面接会直前対策セミナー　█定30人（＊）・
合同就職面接会（予約不要・入退場自由・

参加企業約10社）

█場西東京市南町スポーツ・文化交流センターきらっと
█物面接を希望する企業の数の履歴書

2月10日（水）
セミナー＝午前10時～正午
面接会＝午後1時30分～4時30分
※受付＝各30分前

█場無記載の場合は、東京しごとセンター多摩
█申無記載の場合は、1月15日（金）から電話で（※）資格要件・面接選考あり（＊）先着順
█問東京しごとセンター多摩☎（042）329-4524
※詳しくは、█HPhttp://www.tokyoshigoto.jp/tama/でも →経済課（内351）


