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　東京外国人支援ネットワークに参加している都内の自治体や国際交流協会な
どが約２０か所をリレーしながら、弁護士など各種専門家による外国人のための
無料専門家相談会を実施します（当市は１２月１１日松に実施予定）。この相談会
で、通訳などをしていただくボランティアを募集します。
　また、応募者に災害時の外国人支援協力（通訳・翻訳な

ど）の案内をさせてい
ただきます。可能な限りでご協力をお願いします。
　対 市内在住・在勤・在学で、弁護士など各種専門家との通訳ができ、研修会および
相談会にボランティアとして参加できる方。国籍・言語は問いません。
　申 はがきまたはＥメールに、①住所　②氏名　③電話番号とファックスの有無
④Ｅメールアドレス　⑤通訳ができる言語を明記し、５月７日晶までに〒２０２
－８５５５市役所文化振興課「通訳ボランティア担当」係へ。
Ｅメールで送信する場合、必ず「２２通訳ボランティア」と件名を入れて
死 bunka@city.nishitokyo.lg.jpへ
□共催　ＮＰＯ法人西東京市多文化共生センター
◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０）

　絵本や紙芝居など楽しいお話がいっ
ぱい。どうぞ、お出かけください。
　対 ３歳以上
◆柳沢図書館（札４６４－８２４０）

　～留学生受け入れ家庭を募集～　
　世界各国から来た留学生にとって、日
本の普段の家庭を体験する貴重な機会
となり、受け入れ家庭の皆さんにとっては、
異文化を体験するよい機会です。
興説明会
　時 ５月８日松午前１１時～正午
　場 イングビル
興ホームビジット
　時 ・　内 ６月２７日掌午前１１時・留学生と
対面後、各家庭に滞在、午後６時３０分
～８時・合同パーティ（田無庁舎食堂）
※受け入れ家庭の応募は原則として説
明会に参加された方に限ります。参加
できない場合は事前にご連絡を。
□主催　ＮＰＯ法人西東京市多文化共
生センター（ＮＩＭＩＣ）
　問 ＮＩＭＩＣ・白根（札４６８－６２６６、
事務局死 info@nimic.jp）
※この事業はＮＰＯ企画提案事業で、
補助金を受けて実施しています。
◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０）

　第１０回西東京市民文化祭を１０月２３日
松～１１月１５日捷に開催する予定です。
　市民文化祭は参加者によって実行委
員会を組織し、企画運営を行います。
※参加を希望される方は、必ず申込手
続きをしてください。
※実行委員に登録される方は、総会に
参加してください。
※団体などの代表者は、総会終了後、
午後３時から第１回の部会を開催しま
すので、必ず出席してください。
□参加資格　

子ども読書の日記念
春のおはなしひろば

424穣 午後１１時から
柳沢図書館　
※当日直接会場へ

ＮＰＯ企画提案事業

「留学生ホームビジット」

外国人のためのリレー専門家相談会　通訳ボランティア

講師内容場所日時
東京外国語大学多文化・多言
語教育研究センタープログラム
コーディネーター 杉  澤  経  子 さん

すぎ さわ みち こ

多文化化する日本社会と
多文化ボランティアの役
割

田無庁舎①５月１５日松
午後１時～３時

四谷ゆいクリニック
 石  塚  昌  保 さん
いし づか しょう ほ

地域社会における外国人
の居場所田無庁舎②６月１３日掌

午後１時～３時

横浜市国際交流協会
藤井美香さ

ん

地域社会における通訳・通
訳ボランティアについて田無公民館③６月２６日松

午後１時～３時

多文化共生センター東京
田村太郎さ

ん
災害時の外国人支援田無公民館④７月４日掌

午後１時～３時

英国サイコセラピスト協会
認定カウンセラー
前田節子さ

ん

相談会に向けて　通訳ボ
ランティアのマナー、事
例ワークショップ

田無庁舎⑤１０月２３日松
午後１時～３時

弁護士
大木和弘さ

ん

相談会に向けて　外国人
の法律問題田無庁舎⑥１１月２７日松

午前１０時～正午

第１０回西東京市民文化祭
参加者募集と実行委員会総会・部会

515穣 申込：午後１時～１時５０分
総会：２時～３時
市民会館

興通訳ボランティア研修会

①市内在住・在学・在勤者
②半数以上が①の要件に該当する方で
構成された団体で、市内で活動してい
る団体
◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０）

　原爆や平和について理解を深めるた
めに、長崎で被爆地の様子や被爆者を
取材する親子を募集します。
　対 市内在住の小学生とその保護者
　定 全国の対象自治体から１８人（９組）
※応募多数の場合は抽選
　￥ 往復の交通費、宿泊代、滞在中の取
材補助経費は主催者が支給。
　申 はがきまたはEメールで、住所、氏
名（ふりがな）、性別、小学校名、学年、
電話番号、保護者名と性別を記入・押
印し、５月１０日捷（消印有効）までに、
〒８５２－８１１７長崎市平野町７－８長崎
市平和推進課内日本非核宣言自治体協
議会事務局へ
死 info@nucfreejapan.com
※協議会　HP からも応募できます。
□主催　日本非核宣言自治体協議会
（札０９５－８４４－９９２３）
※詳細は下記　HP をご覧ください。
　HP  http://www/nucfreejapan.com
◆協働コミュニティ課
　保 （札４３８－４０４６）

長崎で平和の取材
「親子記者」

8
11浄 長崎県３泊４日
8擾～

　時 ５月～平成２３年３月
　場 老人福祉センター（田無町５－５－１２・田無総合福祉
センター３階）　
　対 市内在住の６０歳以上の方（初心者を対象とした講座）
　定 各講座１５～５０人程度（各教室により異なる。定員を超
えた場合は、新規の方を優先し抽選）
　￥ 教材費などは自己負担。
　申 ４月１５日昭午前９時～４月２１日昌午後５時（土・日曜日
を除く）までに、福祉会館・老人福祉センター利用証を持
参のうえ、直接老人福祉センターへ（電話による受付不
可）。
　問 老人福祉センター（札４６６－１６８０）
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

老人福祉センター教養講座・健康教室

平成２２年度福祉会館各種教室

開始実施日時（月２回）教室名

住吉老人福祉センター（札４２１－１１２２）

５月１３日第２・４昭午後１時３０分～３時３０分書道
５月２１日第１・３晶午後２時～３時らくらくエアロビクスＡ
５月１４日第２・４晶午後２時～３時らくらくエアロビクスＢ

下保谷福祉会館（札４２２－８３３８）

５月１１日第２・４昇午前１０時～１１時３０分ヨガ
５月１３日第２・４昭午後２時３０分～３時３０分楽しく歌いましょう

新町福祉会館　（札０４２２－５５－１７８１）

５月１９日第１・３昌午前１０時～１１時すこやか体操

富士町福祉会館（札４６５－９３５０）

５月１１日第２・４昇午前１０時～１１時フラダンス
５月１２日第２・４昌午前１０時～１１時３０分音の楽しさ広げよう

ひばりが丘福祉会館（札４２４－０２６２）

５月１０日第２・４捷午前１１時～正午太極拳
５月１８日第１・３昇午前１０時～１１時３０分絵手紙

平成２２年度老人福祉センター教養講座・健康教室

開始実施日時教室名

５月１０日第１～４捷午後１時～２時太極拳

５月１１日第１～４昇午後１時～２時１５分さわやか体操

５月１８日第１・３昇午後１時～３時大正琴

５月１１日第２・４昇午後１時３０分～３時音楽のいずみ

５月１９日第１・３昌午前１０時１０分～１１時３０分中国語会話

５月１２日第１～４昌午後１時～３時民謡

５月１２日第２・４昌午前１０時～１１時３０分フォークダンス

５月１３日第１～４昭午前１０時～正午茶道

５月１３日第１～４昭午前１０時３０分～正午すっきり体操

５月１３日第１～４昭午後１時～３時民踊

５月２０日第１・３昭午後１時３０分～３時３０分似顔絵

５月１４日第１～４晶午後１時～３時詩吟

　時 ５月～平成２３年３月　
　対 市内在住の６０歳以上の方（初心者を対象とした講座）
　定 各教室２０～４０人程度（各教室により異なる。定員を超
えた場合は、新規の方を優先し抽選）
　￥ 教材費などは自己負担。
　申 ４月１５日昭午前９時～４月２１日昌午後５時（日曜日を
除く）までに、福祉会館・老人福祉センター利用証を持
参のうえ、直接各福祉会館・住吉老人福祉センターへ。
（電話による受付不可）。
　問 社会福祉協議会（札４３８－３７７３）
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

福祉会館・住吉老人福祉センター各種教室

楽しみながら健康づくり・生きがいづく楽しみながら健康づくり・生きがいづくりり

平成２２年４月１日現在、（　）は前月比

総人口/19万4908人
 （288増）

外
国
人
登
録

　（６５増）３２９４人人口／
　（１１増）１４３８人　男　／
　（５４増）１８５６人　女　／
　（７５増）１８４４世帯／

住
民
登
録

（２２３増）１９万１６１４人人口／
（８５増）９万４２６７人　男　／
（１３８増）９万７３４７人　女　／
（３１９増）８万７９０９世帯／

留学生との異文化交流


