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二酸化窒素簡易測定の
体験講座
11月５日㈪ 午前９時30分
エコプラザ西東京　
※当日、直接会場へ

　大気中の二酸化窒素の測定をしなが
ら、大気汚染問題について学習します。
　測定に使用するカプセルも作ります。▲

環境保全課p042－438－4042

ピアカウンセリング
①11月13日㈫ 
午前10時30分～11時15分
②14日㈬ 
午後２時～３時・７時～８時
※時間は相談に応じて調整
障害者総合支援センターフレンドリー

　親や障害者が相談員となり、同じ立
場からお話を伺い、一緒に考えます。
d・e①就学前～高校生の障害児の保
護者・１人　②中途失聴・難聴者また
は聴覚障害児の保護者・各回１人
i電話・ファクスで下記へ▲

相談支援センター（えぽっく）p042
－452－0075・l042－452－0076

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
①11月17日㈯・防災センター
②27日㈫・田無総合福祉センター
午前10時～正午

　地域の中で子どもを預けたい方
（ファミリー会員）と預かる方（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。
e各20人（申込順）
※保育あり。１歳以上各５人まで

i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

文化講演会
「争族」にならないために
～知っておきたい初めての相続～

11月17日㈯ 午後２時～４時 
（１時40分開場）
田無公民館

　家族が遺産をめぐって“争族”になら
ないために、相続お役立ち情報をお話
ししていただきます。
e50人
f長谷川翼さん（弁護士：法テラス多摩
法律事務所）
i11月１日㈭午前10時から、来館ま
たは電話・メールで下記へ▲

中央図書館p042－465－0823
　 m lib-uketsuke@city.nishitokyo.lg.jp

楽しいハーブの活用講座
美肌クリーム作り
11月18日㈰ 
午後１時30分～３時30分
西東京いこいの森公園

c�● メディカルハーブの説明
●  ローズマリーの水蒸気蒸留とローズ

マリー水にカレンデュラ油を加えた
美肌クリーム作り　※持ち帰り可

ペンで個性をひきだす
ゼンタングル®・レッスン
12月１日㈯ 午前10時～正午
住吉会館ルピナス

　ゼンタングルとは、禅＋tangle（ぐ
るぐる・絡みあい）から生まれた言葉。
消しゴムも定規も使わないフリーハン
ドのアートです。うまい下手もなし！
失敗や間違いもなし！同じパターンを
描いても十人十色。家事・育児・仕事・
介護から離れてリラックスしてみませ
んか。
e15人　※保育あり：生後６カ月以
上の未就学児・10人（申込順）
fMomoeさん（ゼンタングル認定講師）
g500円
i11月１日㈭午前９時から、電話・
メールで件名「ゼンタングル」・住所・
氏名・電話番号・保育の有無を下記へ▲

男女平等推進センターp042－439
－0075・mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp

一歩、一歩、ありがとう
妻・田部井淳子と歩いた道
12月６日㈭ 午後２時～４時
住吉会館ルピナス

　自身も登山家として活動しながら、
世界初の女性エベレスト登山家である
妻淳子さんを支え続け、お互いを思い
やりながら過ごした日々をお話しして
いただきます。
e30人　※保育あり：生後６カ月以
上の未就学児・15人（申込順）
f田部井政伸さん（登山愛好家）
i11月１日㈭午前９時から、電話・
メールで件名「田部井政伸講座」・住所・
氏名・電話番号・保育の有無を下記へ▲

男女平等推進センターp042－439
－0075・mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp

e30人（申込順）
g1,200円（資料・教材費）
i11月11日㈰（消印有効）までに、往
復はがきで住所・氏名・電話番号を
〒188－0011田無町４－21－８－
103小山田勇治付NPO法人西東京花
の会「楽しいハーブの活用講座」係へ
※詳細はjのkをご覧ください。
jNPO法人西東京花の会
　p090－5768－2744▲

みどり公園課p042－438－4045

議場コンサート
金管アンサンブル
11月19日㈪ 午前10時（45分程度）
田無庁舎３階

□出演　東京ニューシティ管弦楽団
（トランペット・ホルン・トロンボーン・
チューバ）
□曲目　ワシントンポスト、日本民謡
セレクション、ウエストサイド・ストー
リーより

d・e３歳児以上・100人（先着）
i当日午前９時から、議会事務局に
て整理券を配布▲

議会事務局np042－460－9860

平成29年に行われた議場コンサート

障害者サポーター養成講座
11月24日㈯ 午後３時～４時
谷戸公民館

　障害のある方が困っているときに
ちょっとした手助けをする障害者サ
ポーターの養成講座を開催します。
※参加者にはサポーターの証しである
サポートバンダナ・キーホルダーを贈呈
cヘルプカード・ヘルプマークとはなど

i前日までに電話でjへ
j社会福祉法人さくらの園・カノン
　p042－452－7062▲

障害福祉課op042－438－4033

リユース祭り
11月25日㈰ 午前10時～午後２時
エコプラザ西東京
c衣類・食器・雑貨・かばん・DVD・
CD・おもちゃなどの再利用可能な不
用品を譲り合うリユース活動
※当日１人５点まで受け取り可
※営利目的の利用は不可
□リユース品の受付・検品
a11月24日㈯午前10時～午後１時
d在住・在勤・在学の方（１人10点まで）
※修理が必要なものやリユース品とし
て適当ではないと判断したものは不可
jエコプラザ西東京
　p042－421－8585▲

環境保全課p042－438－4042

前回のオープン直後の会場

地球温暖化・省エネセミナー
12月９日㈰ 午後１時30分～２時30分
エコプラザ西東京
c ● 地球温暖化の仕組み　 ● 電気・
ガスの使用量のお知らせの見方　 ● 一
度やるとずっと省エネになる家電製品
の省エネ設定　 ● 機器の上手な使い方
● LEDに関する情報提供　 ● 機器の買
い替えによる省エネ効果など

※参加者にはLED電球１個を進呈
d・e在住・在勤・在学で18歳以上
の方・40人（申込順）
f秋山香織さん（クール・ネット東京　
エコアドバイザー）
h筆記用具
i11月３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

判例でわかる 企業の安全配慮義務
過重労働・ハラスメントなど、
多様化するリスクへの対応策
12月13日㈭・17日㈪ 
午後２時～４時
国分寺労政会館
d・e使用者・企業の人事労務担当者・
テーマに関心のある方・各100人
f新村響子さん（弁護士）
i電話・ファクスでjへ
※jのkのからも可
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▲

男女平等推進センター
　p042－439－0075

もっと知ろう！
楽しもう！イベントNEWS

◦ おはなしおばさんのおはなし会　  
４日㈰午前11時

◦ にこにこおはなし会　１・15日㈭午前
11時／１～２歳児と保護者

◦ サンサンおはなし会 　 
18日㈰午前11時／３歳児から

◦ おはなし会　  
毎週㈭午後３時30分／３歳児から

◦ こころがあたたかくなる紙芝居　  
17日㈯午前11時／３歳児から

◦ ちいさなおはなしひろば　９日㈮・23
日㈷午前11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなしひろば　  
９日㈮・23日㈷午後３時30分／３歳児から

◦ おはなしのへや　３日㈷・17日㈯午後
３時30分／５歳児～小学３年生

◦ ちびっこおはなし会　  
14日㈬午前11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなし会　  
１・８・15・22日㈭午後４時／３歳児から

◦ ちびっこおはなし会　７・21日㈬午前
11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなし会　  
14・28日㈬午後３時30分／３歳児から

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

中  央  

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

保谷駅前  

p042－465－9825
火～日　午前10時～午後６時

芝久保   

p042－421－4545
火～日　午前10時～午後６時

谷  戸   

◦ ちいさなおはなしひろば　 ２・９日㈮午
前11時／１～２歳児と保護者

◦ わくわくドキドキ紙芝居　  
10日㈯午前11時

◦ おはなしひろば　  
毎週㈬午後３時30分／３歳児から

◦ ちいさなおはなしひろば　 ２・９日㈮・
23日㈷午前11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなしひろばサタデー　  
10日㈯午前11時／３歳児から

◦ おはなしひろば　  
７・21日㈬午後４時／３歳児から

児童館・児童センターとの共催行事
◦ はじめてのページ　  

１日㈭午前11時／下保谷児童センター
◦ 新町おはなしひろば　21日㈬午後３時

30分／新町児童館／３歳児から

５・12・19・26日㈪
※ 中央・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘図書館は、16

日㈮休館
※芝久保・谷戸図書館は、３・23日㈷休館

休館日

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

柳  沢  

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

 ひばりが丘  

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。

ようこそ としょかんへ 11月


