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福祉会館作品展示会
10月23日～29日の下記期間
下記の各福祉会館

　福祉会館で活動しているサークルの
日頃の成果をご覧ください。
● 新町福祉会館p0422－55－1781
a10月23日㈫～26日㈮
※24日㈬は演芸大会も実施
●富士町福祉会館p042－465－9350
a10月27日㈯～30日㈫（㈰を除く）
●下保谷福祉会館p042－422－8338
a10月29日㈪～11月１日㈭
※詳細は、各館にお問い合わせください。▲

高齢者支援課op042－438－4029

養育家庭（里親）体験発表会
10月24日㈬ 
午後１時～４時15分
保谷庁舎４階　※当日、直接会場へ

　児童養護施設に関する講演会や里親
さんたちのお話を聞くことができます。
施設長・里親さんとのディスカッショ
ンも予定していますので、養育家庭制
度に興味がある・現在子育て中の方や
福祉に関心のある方など、この機会に
お話を聞いてみませんか。
c制度説明・児童養護施設長の講演・
養育家庭に関するディスカッション・
個別相談など

※保育あり▲

子ども家庭支援センター
　p042－425－3303

本と折り紙で秋を楽しもう！
10月28日㈰ 
午後１時30分～３時
谷戸図書館

cユニット折り紙と図書館司書によ
るブックトークを楽しみます。
d・e小・中学生・20人（申込順）
f谷戸図書館折り紙ボランティアの会

ecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp▲

環境保全課p042－438－4042

大人の環境講座
家庭から出る食品ロスを減らそう！
11月13日㈫ 午後１時～３時
エコプラザ西東京

　食材の買い方・使い方・料理への意
識を一緒に考えてみませんか？もった
いないを減らす気付きの日にしましょ
う。
d在住・在勤・在学で18歳以上の方
e20人（申込順）
h筆記用具
i10月18日㈭午前９時から、電話・
ファクス・メールで住所・氏名・年齢・
電話番号をjへ
jエコプラザ西東京
　p042－421－8585
　l042－421－8586
　mecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp▲

環境保全課p042－438－4042

「歯ッピー大会」イン西東京
11月15日㈭ 
午後１時30分～３時
きらっと
　障害のある方や障害者施設における
歯と口

こ う

腔
く う

の健康づくりを地域ぐるみで
考え進めていくための情報発信、交流
する集いです。
c ●歯や口腔の健康を守るための取
組や工夫などの表彰や紹介　 ● 講話や
健康体操　
※当日、歯ブラシのプレゼントあり

j多摩小平保健所企画調整課
　p042－450－3111▲

障害福祉課op042－438－4033

地域活動紹介ゆめサロン
11月17日㈯ 
午前９時30分～正午
障害者総合支援センターフレンドリー

　ITを活用し地域で活躍する活動事例
を紹介します。簡単なプログラミング

i10月16日㈫から、来館または電話
で下記へ▲

谷戸図書館p042－421－4545

ほっとネットステーション
まちづくりサミット開催
11月１日㈭～３日㈷ 
午後１時～４時
アスタセンターコート

　「ほっとネット」の活動の中から見え
てきた、地域の「くらし×人×つなが
り」をテーマに、事業紹介やサロン活
動の体験やステージ発表を行います。
c�● 11月１日㈭～３日㈷パネル展示
（事業紹介・相談コーナーなど）

●  ２日㈮サロン活動の紹介・体験など

（こそだて・傾聴・ケアラーズなど）
●  ３日㈷ステージ発表（バンド演奏・

みんなのファッションショー・柳沢
中学校PTAコーラス）
jほっとネットステーション
　 ● 田無p042－497－4158　
　 ● 保谷p042－438－9205▲

生活福祉課op042－438－4024

西東京市の水道今昔物語
11月７日㈬ 
①午後１時20分・田無駅北口ペデ
ストリアンデッキ
②２時15分～３時30分・コール田無

 ※①のみの参加は不可

c①田無用水跡と田無神社の震災用
井戸の見学
②東京都水道局から災害時給水の話
d在住・在勤・在学で18歳以上の方
e①15人②30人
h筆記用具
i10月19日㈮午前９時から、電話・
ファクス・メールで氏名・住所・年齢・
電話番号をjへ
jエコプラザ西東京p042－421－
8585・l042 － 421 － 8586・m�

について学び、ITを使って楽しく地域
の活動に参加してみませんか。
e30人（申込順）
i11月10日㈯までに、電話・ファク
ス・メールで、住所・氏

ふ り

名
が な

・電話番号
をjの「ゆめサロン」係へ
j市民協働推進センター
　p042－497－6950
　l042－497－6951
　myumecollabo@ktd.biglobe.ne.jp▲

協働コミュニティ課o
　p042－438－4046

セミナー＆相談会
なるほど納得！知って役立つ
パートタイム労働の基礎知識
11月21・28日㈬ 
午後１時30分～４時30分
国分寺労政会館

dパートタイム労働者、テーマに関
心のある方
e60人
f市村玲子さん（特定社会保険労務士）
i電話・ファクス・市kからjへ
j東京都労働相談情報センター（国分
寺事務所）
　 p042－323－8511・l042－323

－8512・kTOKYOはたらくネット▲

男女平等推進センター
　p042－439－0075

親子自然あそびプログラム
11月25日㈰ 午前10時～正午
西東京いこいの森公園　※荒天中止

　自然と触れる遊びを楽しみながら、
幼児期の自然との関わり方を学びます。
d３～４歳児と保護者
e25人（申込順）
f（一社）遊心
g大人500円（子ども無料）
h飲み物・帽子・着替え・雨具・タ
オル・防寒具・長袖・長ズボン・靴
i直接または電話でjへ
jいこいの森パークセンター
　p042－467－2391▲

みどり公園課p042－438－4045

a11月24日㈯
講座１～４…午後２時～４時30分
b早稲田大学高等学院
d在住・在学の小学生と保護者
i10月26日㈮午後５時（消印有効）
までに、往復はがきで講座名（１つ
のみ）・学校名・学年・児童氏

ふ り

名
が な

・住所・

電話番号・付き添いの保護者氏
ふ り

名
が な

を
〒202－8555市役所教育企画課へ
郵送または持参（保谷庁舎３階）
※申込多数は抽選
※詳細は市kをご覧ください。▲

教育企画課o
　p042－438－4070

理科・算数だいすき実験教室（早稲田大学連携事業）

講座名 対象学年 定員 費用

１ 自然のエネルギーを考えよう～風力発電機の仕
組みと風力発電機を製作して発電しよう～ ３年生以上 30人 800円

２ 時計はなぜ正確に動く？ 分解してわかる時計
の仕組み ３年生以上 16人 500円

３ 作って飛ばそう！～紙ジャイロと発射装置の作
製～ ４年生以上 20人 300円

４ コハクを知ろう～若いコハクをみがいて化石に
なった虫を見つけよう～ ３年生以上 16人 1,000円

　市内産の農産物や加工品を即売会
形式で販売するマルシェを開催しま
す。お出掛けやお仕事の帰りにぜひ
お立ち寄りください。
a10月25日㈭午後５時～７時（売
り切れ次第終了）
b田無駅北口ペデストリアンデッキ
cめぐみちゃんメニュー参加農業
者と認定提供店が出品する即売会

（出店数・品目は、収穫状況などに
より決定）

▲

産業振興課o
　p042－438－4044

めぐみちゃんマルシェ・ド・ソワレ

a10月30日㈫午前10時～午後３時
30分
bアスタセンターコート
c事業参加者による、物販・ワーク
ショップ・体験・サービス紹介など

※詳細は　▲

産業振興課op042－438－4041

西東京市女性の働き方サポート推進事業

ハンサムMamaプロジェクト 
Handsome Mama Festa！

ハンサム・ママ

a11月７日㈬午前10時～午後４時
b保谷こもれびホール
※当日、直接会場へ
c式典・公演（ ● ものまね：マーガ
レットきよし　 ● 女性津軽三味線ユ
ニット：輝＆輝）・演芸（市内各高齢

者クラブ）
d在住で60歳以上の方
j社会福祉協議会
　p042－438－3773▲

高齢者支援課o
　p042－438－4029

高齢者福祉大会


