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声の広報をお届けしています 知り合いで希望される方がいらっしゃいましたら
谷戸図書館（　042̶421̶4545）へお問い合わせください

　子どもを受け止め、寄り添い、日本
語学習のサポートをするボランティア
のための3回講座です。
・ ①3月9日㈮イングビル3階　
②3月16日㈮イングビル3階　
③3月23日㈮田無庁舎2階　
いずれも午前10時～正午
受講後、水・木曜日の午後のボラン

ティア活動に参加できる方
直接第１回目の講座の会場へ。
NPO法人西東京市多文化共生セ

ンター（NIM IC）（ ・ 042－461－
0381・ info@nimic.jp）
◆文化振興課 （ 042－438－4040）

　「民」が「民」を支援する資金循環の仕
組み、市民ファンドについて一緒に考
えてみませんか。
・ 市内在住・在勤の方・１５人
坂本憲治さ

ん（NPO法人市民社会創
造ファンド）
電話・ファックス・Eメールで、氏

名（ふりがな）・住所・電話番号を明記
し、３月15日㈭までに市民協働推進セ
ンターゆめこらぼ「トークサロン」係へ。
市民協働推進センター（ 042－497

－6950・ 042－497－6951 ・
yumecollabo@ktd.biglobe.ne.jp

◆協働コミュニティ課 
　（ 042－438－4046）

　2月5日㈰に保谷こもれびホールに
て上映しました、クレイ・アニメーショ
ン作品の追加上映会を開催します。3
分から5分の短編集です。
　粘土（クレイ）が持つ独特の「柔らかさ」
「温かさ」を感じさせてくれる作品です。
※講師および受講生の出演はありません。
※駐車場はありませんので、車での来場
はご遠慮ください。
◆文化振興課 （ 042－438－4040）

海の放射能汚染はどのように広がっ
ているのか。魚や海藻は子どもたちが
食べても大丈夫か。
花岡和佳男さ

ん（国際環境NGOグリー
ンピース・ジャパン　キャンペーンマ
ネージャー海洋生態系問題担当）
70人

□保育あり　
・ 生後6か月以上の未就学児・6
人（申込順）
下記へ電話で申し込み。

□主催　西東京市消費者団体連絡会
◆消費者センター（ 042－425－4141)
　

　市内の中学・高校生が企画・運営す
るダンス・バンドのコンサートを開催し
ます。観覧希望の方は当日会場へ。
ミュージック☆パーティ・イン・西東

京市実行委員会事務局・嶋田（ ０４２
－４６４－２９０９）

◆児童青少年課
　（ 042－460－9843） 

□メニュー（３品）ドライカレー・イタリ
アン卵スープ・キャロットオレンジ寒天
・ 市内在住・在勤・在学の中学生以

上の方・20人（申込多数の場合は抽選）
西東京市エコ・クッキングナビゲーター
エプロン、三角巾（またはそれに代わ

る物）、ハンドタオル、飲み物
往復はがきに、住所・氏名・年齢・電話

番号を明記し、３月14日㈬（消印有効）ま
でに、〒202－0011 泉町3－12－35
エコプラザ西東京内環境保全課「エコ・
クッキング」係へ。
◆環境保全課（ 042－438－4042）
　

　実際に精神障害をお持ちの方やそのご
家族の方、精神障害に関わりのない方も
楽しんでいただける内容となっています。
支援センターハーモニーＨＯＰによる

コンサート。
　医療法人社団地精会金杉クリニック副
医院長・精神科医磯村大先生をお招きし、
統合失調症を中心に精神科医療の変革と
現状について講演します。
　後半には精神障害をお持ちの方が地域
社会でサービスを受けながら生活してい
くことについて当施設の利用者を交えな
がらハーモニーの職員である寺田昭さん
（精神保健福祉士）の講演などもあります。
72人

（事前申し込み不要）、当日直接会場へ。
地域活動支援センターハーモニー

　（ ０４２－４５２－２７７３・ ０４２－
４５２－２７７４）
◆障害福祉課 
　（ ０４２－４３８－４０３３）

市内在住･在勤･在学の方（小学生
以上）
大人36人・子ども９人（申込順）
室内用運動靴、タオル、飲み物、運

動ができる服装
往復はがきに、住所・氏名・年齢・性別・

電話番号を明記し、３月15日㈭（必着）
までに、〒２０２－８５５５市役所スポー
ツ振興課「ユニカール交流会」係へ。
※チーム参加（１チーム３人）の場合は、
全員の氏名・年齢・性別を明記。
◆スポーツ振興課 
　（ ０４２－４３８－４０８１）

□コース　田無駅―野方駅下車～平和
の森公園～刑務所跡～北野神社（土地
区画整理記念碑）～新井薬師～哲学堂
（昼食）～歴史民俗資料館～野方駅（午
後２時解散予定）【距離約５．５㎞】
小学生以上で市内在住･在勤･在学

の方（小学生は保護者同伴 )
６０人（申込順）
交通費のみ自己負担（往復４００円）
歩きやすい靴･服装、雨具、敷物、

昼食、飲み物な
ど

往復はがきに参加者全員の住所･氏
名･性別･年齢･電話番号を明記のう
え、３月１５日㈭（必着）までに、〒２０２
－８５５５市役所スポーツ振興課「新井
薬師・哲学堂ウォーキング」係へ。
◆スポーツ振興課 
　（ ０４２－４３８－４０８１）

　「子育て」をキーワードに、市内で活
動する団体やサークルが大集合！親子、
プレママパパ、子育てに関心のある方々
が楽しむ・つながるイベントです。
　講演会や展示、発表、プレイスペース、
手作りおもちゃなど、盛りだくさんの企
画でお待ちしています。
入場無料（一部有料のワークショップ

あり）

□講演会内容（予定）　
◇午前の部：パパクラブ、たんぽぽ幼
児クラブ「パパ向け講座」
◇午後の部：西東京市医師会「食物ア
レルギーについて」
□各階紹介（主なもの）
１階：講演会、市内子育てサークルマップ
２階：乳幼児向けワークショップ
３階：子育てサークル紹介、幼児向け
手作り工作
４階：市の子育て支援事業紹介（子育て・
健康相談・児童館紹介な

ど）、歯や薬の
相談コーナー（歯科医師会・薬剤師会）、

子育て支援団体紹介
５階：子育てサークルなど発表会
※駐車場はありませんので、お車での
来場はご遠慮ください。
□主催　第１回こそだてフェスタ＠西
東京実行委員会
◆児童青少年課 
　（ 042－460－9843）

ゆめこらぼトークサロン
～市民ファンドを考える～

 3 16金
午後6時～7時30分
イングビル1階　
ゆめこらぼ

□出店資格　市内在住のリサイクルに関心
のある個人・団体で成人の方（業としている
方は除く）
□出店料　無料
エコプラザ西東京

□募集区画　４３区画（１区画約3.5㎡）
往復はがきに、①住所　②氏名（ふりが

な）　③電話番号　④年齢　⑤参加人数
⑥出店物（衣類・雑貨な

ど）を明記し、３月１
日㈭～１０日㈯（消印有効。１世帯１通のみ）
に、〒２０２－００１１泉町３－１２－３５エコプ
ラザ西東京内ごみ減量推進課へ（申込多数
の場合、抽選）。
※飲食物、動植物の販売はできません。
◆ごみ減量推進課
　（ ０４２－４３８－４０４３）

外国人の子どもの適応
サポートボランティア入門講座

講演会
「海から食卓へ拡がる放射能汚染」

 3 17土
午後1時30分～3時30分
コール田無2階
※当日、直接会場へ

市民体力づくり教室
「春の新井薬師・哲学堂ウォーキング」

 4 8 日
午前9時集合
田無駅北口ペデストリアン
デッキ ※雨天順延４月９日㈪

エコ・クッキング講座
「食」を通じて環境について学んでみませんか。

 3 22木 午前10時30分～午後１時
田無総合福祉センター

ハーモニー♪講座
～「統合失調症」ということば、10年を振り
返って＆ハーモニースプリングセッション～

 3 24土
午後1時30分～5時
障害者総合支援センター
フレンドリー3階

ミュージック☆パーティ・イン・
西東京市10ｔｈ

 3 17土
午後2時30分開演
（2時開場）
保谷こもれびホール

ユニカール交流会

 3 25日 午前9時30分～11時30分
きらっと

クレイ・アニメーション
ワークショップ追加上映会

 3 17土
午後2時
下保谷児童センター
※当日、直接会場へ

■4月1日㈰「りさいくる市」
フリーマーケット出店者募集

手 を つ な ご う ― 地 域 で 子 育 て ―
第１回 こそだてフェスタ＠西東京
3月31日㈯

　午前10時～午後3時30分
西東京市民会館

ミュージック☆パーティの様子


