
キッズルーム 子育て世代向け情報
※市からの連絡帳コーナーも

ご覧ください。

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
　地域の中で子どもを預けたい方（ファ
ミリー会員）と、子どもを預かる方（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。
a・b
●２月９日㈫・田無総合福祉センター
●２月20日㈯・防災センター
●３月８日㈫・田無総合福祉センター
※いずれも午前10時～正午

e各回20人　※保育あり：各回10人（申
込順）
h保護者の顔写真（縦３㎝×横2.5㎝）１
枚・印鑑・82円切手１枚（会員証郵送用）・
ボールペン
i各回前日の午後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）

英語で楽しく！
　フィリピン・オランダ・シンガポール
など出身の英語教育専門家や英語話者が、
世界中で母語・共通語となっている英語
の楽しさを教えてくれます。異なる言語・
文化に触れる楽しさを体験しましょう。
a３月12日㈯　①午前10時～11時　
②午前11時30分～午後０時20分
bきらっと
d①年長児～小学２年生　
②年少・年中児
※学年は申し込み時点
e各32人（申込多数の場合は抽選）
g500円
i２月25日㈭（必着）までに、往復はが
きまたはEメールに、住所・子どもの氏
名とローマ字表記・学年・保護者氏名・
緊急連絡先を明記し、〒202－8555市役

所文化振興課「３/12英語で楽しく」係へ
※Eメールは件名に「３/12英語で楽し
く」と記入
※必ず保護者が送迎してください。
□共催　NPO法人西東京市多文化共生
センター（NIMIC）
◆文化振興課o（p042－438－4040・
mbunka@city.nishitokyo.lg.jp）

当日の子どもたちの様子

シニアルーム シニア世代向け情報
※市からの連絡帳コーナーも

ご覧ください。

高齢者大学短期講座（全３回）
　東京都消費生活総合センターによる高
齢者向けの終活、悪質商法被害防止など
についての講座です。
a・c別表参照
b田無総合福祉センター
d市内在住の60歳以上の方で、全日程
受講可能な方
e25人（申込順）
h利用証（福祉会館・老人福祉センター）
i２月１日㈪から、電話でjへ
※電話受付：午前９時～午後５時

j西東京市社会福祉協議会
（p042－438－3773）
◆高齢者支援課o（p042－438－4029）

□別表
日程 内容

２月16日㈫ 終活

23日㈫ 高齢者のヒヤリハット

３月 １日㈫ 高齢者向け悪質商法被害防止
※時間はいずれも午後２時～３時30分

　自らが給油を行うガソリンスタンド
（セルフスタンド）は、給油が安全に行わ
れるように危険物取扱者が十分に監視な
どを行っています。しかし、給油の手順
や給油設備の取り扱いを誤ると、思わぬ
事故が発生することもあります。
□適切な給油方法
①エンジンを停止する　

②静電気除去シートに触れる　
③給油ノズルは給油口の奥まで差し込み、
レバーをしっかり握って給油を行う　
④給油が自動的に停止したら、注ぎ足し
給油はしない　
⑤給油後は確実に給油キャップを閉める
j西東京消防署（p042－421－0119）
◆危機管理室o（p042－438－4010）

セルフスタンドでの安全な給油
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　２月11日㈷に開催される第16回西東
京市ロードレース大会において、午前９
時～正午の間、下記コースをランナーが
走行します。また、コース内道路の一部（向
台町４丁目地域）が、午前８時30分～正
午の間、交通規制されます。
　ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご
協力をお願いします。

jNPO法人西東京市体育協会
「第16回西東京市ロードレース大会事務局」
（p042－425－7055）
◆スポーツ振興課o（p042－438－4081）
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多摩六都科学館ナビ
生解説プラネタリウム「冬銀河から宇宙へ」
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　西東京市を向台町から東伏見へと
流れ、やがて隅田川に合流する石神
井川。その水源は小金井公園付近の
湧き水です。湧き水とは、地表へ湧
き出した地下水のことで、武蔵野台
地では関東ローム層の下のれき層に
地下水が流れ、れき層が崖やくぼ地
など、直接地表に露出するところで
湧き出しています。
　水に乏しい北多摩地域では川の存
在は貴重で、人々は古くから水辺で
生活をしてきました。中でも石神井
川沿いにある下

した

野
の
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や

遺跡は、縄文時

代中期の集落としては南関東では最
大級といわれ、たくさんの住居跡が
見つかっています。現在は水量の少
ないときもありますが、当時は丸木
舟も往来していたようです。その頃
の様子を想像しながら川沿いを散歩
してみてはいかがでしょうか。

下野谷遺跡公園近くの石神井川

　「冬銀河」…それは繊細で淡く輝く冬の天の川です。冬銀河
の向こうにはどんな宇宙が広がっているのでしょうか。最新
のプラネタリウムで深宇宙の神秘に迫ります。
a２月28日㈰までの①平日：午後３時50分　②水・土・日
曜日、祝日：午後１時10分・３時50分（上映時間約45分）
g観覧付入館券　大人1,000円、４歳～高校生400円
j多摩六都科学館（p042－469－6100）
※２月休館：月曜日、12日㈮

□募集農園　下表のとおり
□利用期間　４月１日～平成30年２月
末日
□利用条件　①１世帯１区画（同居の世
帯も含む）　②市内在住で耕作可能な
土地を持たず、野菜作りに熱意のある
方　③期間終了まで継続利用できる方
i２月12日㈮（必着）までに、往復は
がきに希望農園名・住所・氏名･年齢・
電話番号を明記し、〒202－8555市
役所産業振興課へ
□選考方法　申込資格を審査のうえ、
申込多数の場合は公開抽選
❖公開抽選
a３月７日㈪午前10時
b保谷庁舎別棟
※区画割りは抽選で決定します。
※利用期間の途中で欠員が生じた場合

に備え、補欠者を若干名登録します。
※抽選結果は申込者全員に通知します。
□注意事項
● 既にほかの市民農園を利用している
方は申込不可

● 次の場合、申し込みは全て無効
　・１世帯で複数の申し込み
　・他人名義での申し込み
　・往復はがき以外での申し込み
　・期限を過ぎてからの申し込み
● 各農園には駐車場がないため、車で
の来園はできません。

● 市民農園は市が農地所有者から土地
を借用しているため、所有者の都合
により利用期間の途中で土地を返還
する場合があります。ご了承のうえ
お申し込みください。

◆産業振興課o（p042－438－4044）
農園名 所在地 区画数 区画面積 利用料

北町市民農園 北町１－７   33区画 15㎡
4,500円（※）新町市民農園 新町５－14   93区画

12㎡
富士町市民農園 富士町６－８ 130区画
※維持管理費相当分（年額2,250円の２年分4,500円を前納）

市民農園の利用者募集

a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金  h持ち物  i申し込み  j問い合わせ  kホームページ  lファクス  mメール  n田無庁舎  o保谷庁舎
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「西東京市からのお知らせ」エフエム西東京（84.2MHz）
❶午後0時45分～1時（月～日曜日） ❷午後8時～8時15分（月～金曜日）

音声版「声の広報」も作成しています
「広報西東京」をデイジー版（CD－ROM）・テープ版でお聞きになれます。 
詳細は、 谷戸図書館（p042ー421ー4545）へお問い合わせください。

凡例


