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平成27年６月１日号

　地域の中で子どもを預けたい方（ファ
ミリー会員）、子どもを預かる方（サポー
ト会員）からなる会員同士の相互援助活
動を行っています。ファミリー会員に登
録希望の方は出席してください。
a・b
６月11日㈭・田無総合福祉センター
６月20日㈯・防災センター
※時間はいずれも午前10時～正午
e20人　※保育あり：10人（申込順）

h保護者の顔写真（縦３㎝×横2.5㎝）１
枚・印鑑・82円切手１枚（会員証郵送用）・
ボールペン
i各回前日の午後５時までに電話でj
へ
jファミリー・サポート・センター事
務局（p042－438－4121）
◆子ども家庭支援センター
（p042－425－3303）

ファミリー・サポート・センター
ファミリー会員登録説明会

キッズルーム

夏休み期間限定の学童クラブ入会者
　学童クラブは、就労・病気などの理由
で昼間家庭にいない保護者に代わり、生
活指導などを行います。今回は、通年の
募集とは別に夏休み期間限定の入会者を
募集します。
※保護者が就労しておらず求職活動中の
場合は、申請できません。
□入会期間　７月21日㈫～８月31日㈪
d小学１～４年生（障害児は６年生まで）
□申請用紙　６月上旬（予定）から児童青
少年課（田無庁舎１階）・市民課（保谷庁舎
１階）・各児童館・各学童クラブで配布
※市kからもダウンロード可
i６月８日㈪～26日㈮に、必要書類を

添えて、児童青少年課へ持参
※受付：平日午前８時30分～午後５時
６月25日㈭・26日㈮は午後８時まで

※保谷庁舎・児童館・学童クラブでは申
し込めません。
※施設の利用状況および申請状況により、
希望の学童クラブに近接する学童クラブに
なる場合や、入会できない場合があります。
※現在、入会申請し待機中の方も、別途
入会申請手続きが必要です。
※詳細は、入会案内や市kをご覧くださ
い。
◆児童青少年課n
（p042－460－9843）

子育て世代向け情報
※市からの連絡帳コーナーも

ご覧ください。

a①７月４日㈯（４年生の部）
②７月５日㈰（３年生の部）
※いずれも午前９時～午後５時（予定）
bスポーツセンター
d市内在住・在学の小学３・４年生12
～23人で構成されたチーム（試合人数は
12人。女子３人以上を含む）
※ほかに成人の監督１人・監督以外の手
伝い（記録・タイマー）１人
i６月16日㈫（必着）までに、スポーツ
振興課（保谷庁舎３階）・各小学校で配布
の参加申込書・メンバー表を、〒202－
8555市役所スポーツ振興課「ドッジ
ボール大会」係へ郵送・ファクス・持参

※参加申込書は、市kからもダウンロー
ド可
※ファクスで申し込む場合は、必ず電話
で送達確認をしてください。
※必ず実施要項をご確認ください。
※審判・実技指導の派遣を、各小学校２
回（１回２時間まで）を上限に受け付けま
す（日程により受付不可の場合あり）。
□組み合わせ抽選会
a６月23日㈫午後６時30分
bスポーツセンター
◆スポーツ振興課o（p042－438－
4081・l042－438－2021）

小学生ドッジボール大会３・４年生大会第15回

❖講演会「大沢真知子さんが語る女性
が活躍するための手引き」
　ワークライフバランスを基本に、女
性の活躍が企業の成長にとって不可欠
と言われている今、我々はどのように
対応していくべきなのか、女性のライ
フサイクルに合わせた就労・再就職の
在り方を考えていきます。
a６月27日㈯午後１時30分～３時
30分
b住吉会館ルピナス

e40人　※保育あり：生後６カ月以
上の未就学児・15人（申込順）
i６月１日㈪午前９時から、電話ま
たはEメールで下記へ
❖パネル展
c女性の就労・再就労における現状
の問題や取り組みについての展示・市
民登録団体による展示
◆男女平等推進センター
（p042－439－0075・mkyoudou@
city.nishitokyo.lg.jp）

　国では６月23日～29日の１週間、「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日
を踏まえて、毎年さまざまな取り組みが行われます。また、平成27年度の国の
キャッチフレーズは、身近な女性の活躍を地域ぐるみで応援し、女性の力を生か
して元気な地域社会をつくるために「地域力×女性力＝無限大の未来」に決定しま
した。本市でも次のとおり関連事業を開催します。

ご存じですか男女共同参画週間

p042－465－0823
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時

中  央  

● おはなしおばさんのおはなし会　７日㈰午
前11時
● にこにこおはなし会　18日㈭午前11時／
１～２歳児と保護者対象
● サンサンおはなし会　21日㈰午前11時／
３歳児から対象
● おはなし会　毎週木曜日午後３時30分／
３歳児から対象
● 絵本と紙芝居「あのとき 沖縄で 1945年」
21日㈰午後２時／３歳児から対象（３歳未
満は保護者同伴）／公演：ちゃんぷるー

p042－421－3060
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時

 保谷駅前

● はじめてのページ　４日㈭午前11時／ 
下保谷児童センター（下保谷児童センター
共催）
● ちいさなおはなしひろば　12・26日㈮午
前11時／１～２歳児と保護者対象
● おはなしひろば　12・26日㈮午後３時30
分／３歳児から対象
● おはなしのへや　６・20日㈯午後３時30
分／５歳児～小学３年生対象

p042－465－9825
火～日　午前10時～午後６時

芝久保

● おはなし会　毎週木曜日午後４時

p042－421－4545
火～日　午前10時～午後６時

谷  戸 

● ちびっこおはなし会　３・17日㈬午前11
時／１～２歳児と保護者対象
● おはなし会　10・24日㈬午後３時30分／
３歳児から対象

p042－464－8240
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時

柳  沢

● ちいさなおはなしひろば　５・12日㈮午前
11時／１～２歳児と保護者対象
● わくわくドキドキ紙芝居　13日㈯午前11
時　
● おはなしひろば　毎週水曜日午後３時30
分／３歳児から対象

p042－424－0264
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時

 ひばりが丘  

● ちいさなおはなしひろば　５・26日㈮午
前11時／１～２歳児と保護者対象
● おはなしひろばサタデー　13日㈯午前11
時／３歳児から対象
● おはなしひろば　17日㈬午後４時／３歳
児から対象

p0422－55－1783
水～土　午後１時～５時

 新町分室

● おはなしひろば　17日㈬午後３時30分

１日㈪・８日㈪・15日㈪・22日㈪・29日㈪

休館日

※中央・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘図書館・
新町分室は、19日㈮も休館
※新町分室は、毎週火・日曜日も休館

ようこそ としょかんへようこそ としょかんへ 6月

乳幼児～小学生を
対象とした
おはなし会など、
いろいろな行事を行っています。
お問い合わせは各図書館へ

　ホームスタートは、ボランティアが
複数回家庭を訪問して親の相談相手と
なり、親が元気を取り戻すという、今
までにない直接的な親支援の仕組みで
す。その担い手になり、あなたの子育
て経験を生かしてみませんか。
□地域説明会
a６月11日㈭午後２時～４時
b障害者総合支援センターフレンド
リー　※当日、直接会場へ
□訪問ボランティア養成講座（全８回）
a・c下表参照
※８月６日㈭は個別面接
※認定取得のため全日程出席が必須

b障害者総合支援センターフレンド
リー
e15人（申込順）
i６月12日㈮までに、ファクス・E
メールに住所・氏名・電話番号を明記
しjへ
※詳細は、jのkをご覧ください。
jNPO法人ワーカーズ・コレクティブ
ちろりん村
（p・l042－425－0788　※電話受
付：午後４時以降・mchirorinmura@
mbn.nifty.com）
◆協働コミュニティ課o
（p042－438－4046）

ホームスタート
訪問ボランティア養成講座・地域説明会

日程 講座内容

６月18日㈭
午前10時～正午 オリエンテーション

午後１時～３時30分 ホームスタートの内容、意義を学ぶ
（家庭訪問型子育て支援の役割と意義）

25日㈭
午前10時～正午 家庭とは何か、親とは何か（価値観と多様性）

午後１時～３時30分 子どもの理解（子どもの発達・子どもの障害・子
どもの人権・子どもへの関わり方）

７月 ２日㈭
午前10時～正午 傾聴の意義と方法１
午後１時～４時30分 傾聴の意義と方法２

 ９日㈭
午前10時～正午 家庭で活動する上でのポイント

（信頼関係・倫理・危機管理）
午後１時～４時30分 ホームビジターの実務

16日㈭
午前10時～正午 問題や悩みのある家庭への理解
午後１時～４時 地域連携のために

23日㈭
午前10時～正午 家庭の中で活動する１　―傾聴と協働の実際―
午後１時～４時30分 家庭の中で活動する２　―傾聴と協働の実際―

30日㈭
午前10時～正午 シェアリング・修了テスト
午後１時～３時 修了式・登録・交流会

８月 ６日㈭ 個別（30分） 修了後の個別面接

NPO等企画提案事業

家庭訪問型子育て支援


