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９月３日㈪～14日㈮
月～金曜日午前９時～午後３時入館
※午後３時以降の入館と土・日曜日、祝
日は有料。９月４日㈫は休館日のため、
利用できません。
スポーツセンター・きらっと・総合体育館
①プール・トレーニング室を無料で

利用　②プール・フロア教室の無料参加
市内在住の65歳以上で運動可能な方
下記教室については、８月15日㈬～

24日㈮に、各館窓口または電話で受け
付け（申込多数の場合は抽選）。
※ご利用の際に、本人確認書類（住所・
年齢がわかるもの）を初回のみ持参して
ください。
※「西東京市シルバーウイーク参加カード」
をお持ちの方はカードをご持参ください。
スポーツセンター

（ 042－425－0505）
◆スポーツ振興課 （ 042－438－4081）

シニアルーム シニア世代向け情報
※市からの連絡帳も
　ご覧ください。

　いつまでも住み慣れた家・地域で自立
した生活が送れるよう、高齢者の方へ介
護予防を目的とした講座を開催します。
9月12日～平成25年2月27日の毎週

水曜日・午前10時～11時30分（計24回）
下保谷福祉会館（下保谷4－3－20）
運動機能の維持・向上のためにストレッ

チやトレーニングを行い、転倒・尿失禁
予防などを目的とした指導を受けます。
市内在住の65歳以上で、要介護・要

支援の認定を受けていない方
25人

１回150円
はがきに、住所・氏名・年齢・電話

番号を明記し、８月22日㈬（消印有効）
までに、〒202－8555市役所高齢者支
援課生きがい推進係「運動して元気講座」
へ郵送（申込多数の場合は抽選）。
◆高齢者支援課 （ 042－438－4102）

　災害時などでは、地域での助け合いが
とても重要です。日ごろからできること
を一緒に考えましょう。
①9月11日㈫　②18日㈫

いずれも午後2時～3時30分（全2回）
田無総合福祉センター
・ ①東日本大震災の現場から～住民
にできること～・笠原一城さん（シャン
ティ国際ボランティア会気仙沼事務所）

②隣近所のまちづくり～人にやさしいま
ち～・佐藤良子さん（立川大山自治会）
市内在住の60歳以上で、両日とも参

加できる方。
30人（先着順）
当日、直接会場へ。
西東京市社会福祉協議会

（ 042－438－3773）
◆高齢者支援課 （ 042－438－4102）

運動して元気講座 ～転倒・尿失禁予防～

高齢者大学（単科講座）
地域のつながりづくり講座
～遠い親戚より近くの他人～教室名 場　所 日　時 定　員

プ
ー
ル

水中貯筋運動 ①
スポーツセンター
温水プール

９月 ３日㈪ 午前10時50分～
11時50分

各25人
ウキウキ水中運動 ② ９月14日㈮ 午後０時50分～

１時50分

フ
ロ
ア

肩こり予防体操 ③
スポーツセンター

９月 ６日㈭

午前10時30分～
11時30分 各20人

ひざ痛予防体操 ④ ９月11日㈫
認知症予防体操 ⑤

きらっと
９月 ３日㈪

ひざ痛予防体操 ⑥ ９月12日㈬
転倒予防体操 ⑦

総合体育館
９月 ５日㈬

肩こり予防体操 ⑧ ９月10日㈪

公園整備工事に伴う千駄山広場の
広域避難場所の変更
　震災時に備え、千駄山広場（東伏見１
－４）を広域避難場所に指定しています。
　９月１日㈯～平成25年３月31日㈰に
東京都が公園整備工事を行いますが、災
害時には都から指定された場所（図斜線
部）を広域避難場所として運用しますの
で、ご確認ください。

◆危機管理室 （ 042－438－4010）

その他
寄附
　市政へのご協力をいただき、誠にあり
がとうございました。
市立保谷第二小学校PTA

　会長　野中 美紀 様
（ウオータークーラー　２台）
酒井　彩 様

（シンバル　1組、小太鼓練習台　1台、
スティック　2組、オカリナ　1本）
◆管財課 （ 042－460－9812）

募　集
こどもの発達センター
ひいらぎ臨時職員
□資格・人数　保育士・教員免許などの
保有者・１人
□業務内容　発達に遅れのある幼児の指導員
□勤務場所　こどもの発達センターひい
らぎ（住吉会館１階）

□勤務期間　9月1日～平成25年3月31日
□賃金　時給1,040円（有資格）、940円（無資格）
履歴書・資格証の写しを、8月22日

㈬までにひいらぎへ直接持参。
こどもの発達センターひいらぎ

（ 042－422－9897）
◆子ども家庭支援センター
（ 042－425－3303）

認知症サポーター養成講座
　認知症になっても安心して暮らし続ける
ためには、地域での見守りやちょっとした
手助けが必要です。まずは認知症とは何
か、基本的なところから学んでみませんか。
・ ８月30日㈭午後２時～３時30分

（1時40分開場）・柳沢公民館
①認知症について　②認知症サポー

ター100万人キャラバンについて　③認
知症の方を地域で支えるためには
市内在住・在勤の方で、認知症サポー

ター養成講座を受講したことがない方
50人（申込順）
8月22日㈬までに、下記へ電話で申し込み。

※参加者にはサポーターの証しであるオ
レンジリングを差し上げます。
※5人以上集まれば、出張講座します。
◆高齢者支援課 （ 042－438－4102）

訪問介護員（2級課程）養成研修
　市では、在宅福祉を充実させるうえで
重要な担い手となる、市内で働く訪問介
護員の養成研修を実施します。今回募集
するのは２級課程です。修了には、講義・
実技・実習の全ての受講が必要です。
９月25日㈫～12月20日㈭

□講習時間　講義58時間・実技42時間・
実習30時間（計130時間）
※詳しい日程は、8月15日㈬から高齢者
支援課で配布。
※3級修了者は免除科目あり
高齢者センターきららほか
市内在住・在勤で、①すでに訪問介

護員として働いている方　②訪問介護員

として働くことが確定している方　③訪
問介護員として働くことを希望する方
20人
4万8,000円（テキスト代6,800円は別途）
9月3日㈪までに、高齢者支援課（保谷保

健福祉総合センター1階・田無庁舎1階）へ。
※申込多数の場合は抽選
※3級修了者は、3級課程修了証書（写）
の添付が必要です。
※受講が決定した方には、受講決定通知
書を送付します。
◆高齢者支援課 （ 042－438－4028）

日本語スピーチコンテスト2012
発表者・市民審査員
・ 10月14日㈰午後1時～5時（交流
パーティを含む）・コール田無
❖発表者
市内在住・在学（日本語教室を含む）・在

勤の16歳以上で、日本語を母語としない方
10人（応募多数の場合は、内容や国籍・

年齢などがかたよらないように決定）
□スピーチ時間　５分以内
Eメールまたは郵送で、①氏名（ふり

がな）　②住所　③電話番号　④年齢　
⑤所属（勤務先・学校・日本語教室・そ
の他）　⑥自己紹介　⑦スピーチタイトル
と概要（400字以内）を明記し、9月12日㈬
（消印有効）までに、多文化共生センター
「日本語スピーチコンテスト発表者」係へ。
※Eメールの件名には「日本語スピーチ
コンテスト発表者」と入れてください。
❖市民審査員
市内在住・在学・在勤の16歳以上の方
10人（応募多数の場合は、年齢・性別

などがかたよらないように決定）
Eメールまたは郵送で、①氏名（ふり

がな）　②住所　③電話番号　④年齢　
⑤所属（勤務先・学校・その他）　⑥応募
理由を明記し、9月12日㈬（当日消印有
効）までに、多文化共生センター「日本語
スピーチコンテスト市民審査員」係へ。
※Eメールの件名には「日本語スピーチコ
ンテスト市民審査員」と入れてください。

❖申し込み先・問い合わせ
NPO法人西東京市多文化共生セン

ター（NIMIC）（〒188－0012南町5－6
－18イングビル1F・ 042－461－
0381・ info@nimic.jp）
◆文化振興課 （ 042－438－4040）

どんど焼実行委員
　どんど焼とは、お正月に飾った門松・
竹・しめ縄などを持ち寄り、小正月に焼
くもので、日本の伝統行事のひとつです。
　市では、市民の皆さんによる実行委員
会を組織し、企画・準備・運営・片付け
などを実施しています。下記のとおり第
１回の会合を行いますので、参加を希望
する方はご出席ください。
・ 9月6日㈭午後6時・保谷庁舎1階
①実行委員会の発足　②実行委員長など

役員の選出　③日程など実施会場の協議ほか
市内在住・在勤の18歳以上で、意欲

を持って取り組んでいただける方
当日、直接会場へ。

◆文化振興課 （ 042－438－4040）
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シルバーウイークを開催

　平成24年第３回市議会定例会は、
９月３日㈪から開催される予定です。
　本会議・委員会は傍聴できます。
日程などは、決まり次第市議会
に掲載しますのでご覧ください。
　なお、８月１日発行の議会だより
第52号でお知らせした開催予定日
から変更となっています。
　請願・陳情の提出期限などについ
ては、議会事務局へお問い合わせく
ださい。
◆議会事務局 （ 042－460－9861）

市議会定例会

８月28日㈫午後２時から

保谷庁舎４階
・ 行政報告ほか・10人
◆教育企画課 （ 042－438－4070）

傍　聴 教育委員会


