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OCT 2010 9FM西東京（８４．２ＭＨｚ）で、西東京市の「市からのお知らせ」を放送しています。

ロン～玉川上水～玉鹿石（入水場所）
～井の頭公園～ＪＲ吉祥寺駅（解散）
※約５㎞
　内 ３時間程度のコース、樹木の観察な

ど

　対 市内在住の６０歳以上の方
　定 ３０人（先着順）
　持 水筒・雨具・タオル・健康保険証な

ど

　申 １０月１８日捷～２２日晶（午前９時～午
後５時）に、福祉会館・老人福祉セン
ター・住吉老人福祉センター・老人憩
いの家に直接（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）

　友好都市・千葉県勝浦市で開催される
イベントです。「ＴＡＮＡＳＨＩソーラン
会」が参加して、会場を盛り上げます。
　内 ステージショー、
大道芸人による路上
パフォーマンス、青
空市場な

ど

　問 勝浦市観光商工課
（札０４７０－７３－６６４１）
◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０）

　「（仮称）西東京市文化芸術振興計画」
の策定に向けて、児童青少年の皆さん
の意見を伺うため、ワークショップを
開催します。
□テーマ　文化や芸術などについて
　対 ・　定 小学４年生～１８歳・３０人程度
　申 はがき・ファックスまたはＥメール
に、住所・氏名・年齢・性別・電話番
号・市内在勤、在学者は勤務先または
学校名を明記し、１０月３０日松（必着）
までに、〒２０２－８５５５市役所文化振興
課「文化・芸術こどもワークショップ」
係へ（電話申込も可）。
死 bunka@city.nishitokyo.lg.jp（件名
に必ず「２２こどもワークショップ」と
入力）
　詳細は、市　HP をご覧ください。
◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０）

□集合場所　田無庁舎駐車場
※当日、田無庁舎駐車場の一般の方の
利用は午前９時３０分からとなります。
□コース　田無庁舎～多摩湖自転車道
～多摩湖（約１３㎞）
※解散は午後３時（予定）（帰りは西武
遊園地駅より西武線を利用）
　対 青少年と市内在住・在学・在勤者（小
学３年生以下は、保護者同伴）
　￥ １００円
　持 昼食、水筒、おやつ、雨具、敷物、
帰りの電車賃
　申 児童青少年課（田無庁舎１階）にあ
る申込書に、必要事項を記入し、当日、
集合場所へ持参。
□主催　青少年育成会連絡会
　問 実行委員会事務局・内田
（札４５８－２２１１）
◆児童青少年課 　田 （札４６０－９８４３）

　東京都では、親と一緒に暮らすこと
のできない子どもたちを一定期間家庭
（ほっとファミリー）に迎えて、養育
していただく「養育家庭制度」を推進
しています。この制度を広く市民の皆
さんに知っていただくため、体験発表
会を開催します。
　地域での子育てや福祉・教育に関心
のある方 の々参加をお待ちしています。
　定 ５０人
　問 東京都小平児童相談所
（札４６７－３７１１）
◆子ども家庭支援センターのどか
（札４２５－３３０３）

□コース　ＪＲ三鷹駅～太宰治文学サ

④電話番号を明記し、１０月２０日昌まで
に「市民活動ネットワーク」係へ。
　問 市民協働推進センターゆめこらぼ
（札４９７－６９５０・胃４９７－６９５１・
死 yumecollabo@ktd.biglobe.ne.jp）
◆協働コミュニティ課 　保 （札４３８－４０４６）

□公演　みみぃちゃんの紙芝居
□演目　斎藤隆介「モチモチの木」、ア
ナトール・フランス「黒いパン」ほ

か

◆中央図書館（札４６５－０８２３）

　消防団員の活動技術の向上と士気高
揚を図るため、各分団で競い合い日ご
ろの訓練の成果を披露します。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

　福祉会館で活動しているサークルの
作品を展示します。
　詳細は、各館にお問い合わせを。
興新町福祉会館（札０４２２－５５－１７８１）
　時 １０月２６日昇～２９日晶
興ひばりが丘福祉会館（札４２４－０２６２）
　時 １０月２９日晶～３１日掌
(最終日は午後３時まで）
興富士町福祉会館（札４６５－９３５０）
　時 １０月２９日晶～１１月１日捷
（最終日は午前中まで）
◆高齢者支援課 　保 （札４３８―４０２８）

興第一部　公演「演芸と歌謡ショー」
（ 寒  空 はだか、 三  増 れ 紋 、賀川潤子）

さむ ぞら み ます もん

□講話「交通安全講話」
（田無警察署交通課長）
興第二部　演芸（西東京市各老人クラブ）
　対 市内在住の６０歳以上の方
　問 社会福祉協議会（札４３８－３７７３）
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

　市内で活動するサークルの皆さん
の、展示発表会を開催します。詳細は
市　HP をご覧ください。
①１０月２０日昌～２２日晶　
籐工芸（あじろ会）、アフガン編み（ア
フガン編みグループ田無）
②１０月２３日松～２５日捷　
ドライフラワーアレンジメント（花遊び）
③１０月２７日昌～１１月１日捷　
折り紙（かざぐるま）
④１１月３日昌～８日捷　
鎌倉彫り（彫木会）、水彩画・はがき
絵・絵手紙（卯月会）
⑤１１月１０日昌～１５日捷　
水彩画（やよい会）
　問 市民会館（札４６３－５３８１）
◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０）

　ＮＰＯ法人セプロスの 中  川  航  一 さん
なか がわ こう いち

と、特定非営利活動促進支援機構の 上 
うえ

 野  良  之 さんからの話題提供のもとに、
の よし ゆき

地域社会におけるネットワークづくり
について語り合います。
　対 ・　定 市内で活動しているＮＰＯ法人
や市民活動団体、市民活動に興味をお
持ちの方・４０人（先着順）
　申 電話・ファックス・Ｅメールで、①
住所　②氏名（ふりがな）　③団体名　

　問 エコプラザ西東京（札４２１－８５８５※午前９時～午後５時・
胃４２１－８５８６・糸 ecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp）

①リサイクル講座
「クリスマスリースをつくりましょ
う・２回連続講座」
　緑のカーテンのつ
るを再利用し、土台
作りから飾り付けま
でを行います。作品
制作後、ハーブティ
ーとケーキの交流会を予定していま
す。
　時 ①１１月５日晶　②１２月３日晶
　各日午後１時～４時
　対 市内在住・在勤・在学の１８歳以上
の方、２回とも参加できる方
　定 ３０人
　講 細田雪子さ

ん（マミフラワー講師）・
村山良美さ

ん（Y・H・Ｆフラワー講師）
　持 はさみ（切花用）、ペンチ、手持ち
のオーナメントや木の実・リボンな

ど

※つる科植物１～２ｍ（１回目）・杉
などの葉（２回目）（お持ちになれな
い方にはこちらで用意します）
　申 １０月１９日昇午前９時から、電話・
ファックス・Ｅメールで氏名・住所・
電話番号・年齢を添えて下記へ。

②リサイクル講座　「布ぞうり№２」
　ゆかたなど、もめんの古布を裂い
てぞうりを作ります。
　時 １１月２７日松午前１０時～午後４時
　対 ・　定 １８歳以上の市内在住、在勤、
在学者・２４人
　持 布地、裁縫道具な

ど

　講 華工房（エコプラザ登録団体）
　申 往復はがきに、「布ぞうり」受講希
望、住所・氏名・年齢・電話番号を
明記し、１０月３１日掌（必着）までに、
〒２０２－００１１泉町３－１２－３５エコプ
ラザ西東京「布ぞうり」係へ郵送。
※初めて受講の方優先。応募多数の
場合は抽選。

興午前１１時　ショー
（西東京かっぽれ道場、柳沢マジックク
ラブ）
興午後０時３０分　寸劇・紙芝居
（西東京市地域包括支援センター）
興午後１時３０分　トークショー
「今、失われつつある絆を再構築するため
にできる事～介護現場から考える～」
□進行役　�岡里佳さ

ん（主任ケアマネ
ジャー研究協議会会長）
□パネラー 　介護保険連絡協議会会
員、地域包括支援センター職員
興午後２時３０分　高齢者疑似体験・リ
ハビリ相談
（鋤東京都理学療法士会）
興午後５時３０分　コンサート
（男声合唱団アンサンブル・ステラ）
★ＰＲコーナー、相談コーナー、介護川
柳展示コーナーは随時行っています。

第２回「介護の日」イベント

ＮＰＯ・市民活動ネットワーク
～地域におけるネットワークとは～

1022畳 午後６時～８時
イングビル３階

大人のための文芸紙芝居の夕べ

1023穣 午後６時３０分～７時４５分
中央図書館
※当日、直接会場へ

消防団ポンプ操法大会

1024擾 午前８時１５分～正午
千駄山広場
（東伏見１―４）

第９回　歩け歩け会

113常
午前８時２５分から受付
９時出発（予定）
※小雨決行

養育家庭（ほっとファミリー）
体験発表会

114状
午前１０時～正午
住吉会館ルピナス
※当日直接会場へ

高齢者のための「歩いて見る会」
～太宰治と樹木観察～

115畳
午前９時３０分
ＪＲ三鷹駅集合
※小雨決行

■介護川柳募集中！
　「介護の日」のイベントのひとつとし
て「介護川柳」を募集しています。
　採用された川柳は、イベント当日会
場に掲示します。詳細は、市報１０月１
日号をご覧ください。　締 １０月２０日昌
《介護の日とは…》
　１１月１１日（いい日いい日）は、“介護
について理解と認識を深め、高齢者や
障害者等に対する介護に関し、国民へ
の啓発を重点的に実施するための日”
として、平成２０年に国により「介護の
日」と制定されました。
□共催　西東京市社会福祉協議会
□協力　西東京市介護保険連絡協議
会、鋤東京都理学療法士会
◆高齢者支援課 　保  （札４３８－４０３２）

福祉会館作品展示会

　時 １１月１１日昭午前１０時～午後６時
　場 アスタセンターコート
　（田無駅北口アスタビル２階）

文化・芸術こどもワークショップ

117擾
午後２時～４時
防災センター６階

展示発表会
～みんなで広げよう展示室のわ！～

10 午前９時～午後５時
市民会館

20浄～
1115条

高齢者福祉大会

1028状 午前１０時～午後４時
保谷こもれびホール

２０１０年　いんべやぁフェスタ勝浦

116穣
午前９時～午後２時
勝浦中央商店街
（千葉県勝浦市）

昨年のイベントのようす

知ろう 学ぼう 感じてみよう
　 介護すること 受けること

小さな絆が地域をささえる

カッピー


