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イベ ント NEWS
みどりの散策路を歩こう
６月22日㈬

午前９時30分〜正午
（予定）
※当日、直接集合場所へ。雨天中止
集合：ひばりヶ丘駅南口
解散：いこいの森公園正面入り口
第２回は、「（K）ひばりが丘・いこ
いの森コース
（2.7㎞）
」
です。
ひばりヶ丘駅から自由学園に至る
ゆったりと緑のあふれる学園町の街並
みを歩きます。
h 水筒・雨具など
◆みどり公園課 o
（p 042−438−4045）

障害者サポーター養成講座
６月25日㈯

午後３時〜３時50分
障害者総合支援センターフレンドリー
ヘルプカード・ヘルプマークについ
て説明します。ちょっとした手助けが
誰かの安心につながることを知ってく
ださい。
i 前日までに電話でj へ
※参加者にはサポーターの証しである
サポートバンダナとキーホルダーを差
し上げます。
j 社会福祉法人さくらの園・カノン
（p 042−452−7062）
◆障害福祉課 o
（p 042−438−4033）

ヘルプカード

早稲田大学野球教室の観覧
６月26日㈰ 午前８時45分〜午後

３時 ※当日、直接会場へ。雨天中止
早稲田大学東伏見キャンパス安部磯雄
記念野球場・軟式野球場
市内少年野球チームを対象とした野
球教室です。ぜひご観覧ください。
□共催 西東京市軟式野球連盟少年部
□協力 早稲田大学競技スポーツセン
ター・早稲田大学野球部・早稲田大学
準硬式野球部など
◆スポーツ振興課 o
（p 042−438−4081）

みんなの

伝言板

もっと知ろう！ 楽しもう！
女性の働き方サポート推進事業

ハンサム Mamaプロジェクト
導入セミナー
６月27日㈪ 住吉会館ルピナス
６月30日㈭ コール田無
７月 ６日㈬ ひばりが丘児童センター
※いずれも午前10時〜10時45分

子育てをしながら働くとはどういう
ことか。起業・就労の面から一緒に考
えましょう。子ども連れ歓迎です（自
主保育）
。
併せてサポートホームぺージ（「西東
京市ハンサム・ママ」で検索！）もス
タートしています。
d・e 子育て中で、起業・就労を希望
する女性・各15人（申込順）
i 前日までに、上記k または電話で
下記へ
◆産業振興課 o
（p 042−438−4041）
NPO等企画提案事業

多文化共生ってどんなこと？

〜西東京市の市民活動最前線Part２〜

６月30日㈭〜７月２日㈯

午前10時〜午後９時（２日は午後５時まで）
アスタビル２階センターコート
※当日、直接会場へ
市には、世界70カ国の多様な文化
的背景を持つ人々が暮らしています。
文化の違いを楽しみ、助け合い、交流
しながら活動している多文化共生セン
ター
（NIMIC）の活動や、市内のボラ
ンティア日本語教室をパネルで紹介し
ます。ダンスや音楽のステージ、ビデ
オ上映も行います。
j NPO法人西東京市多文化共生セン
ター
（NIMIC）
（p 042−461−0381）
◆協働コミュニティ課 o
（p 042−438−4046）
しごとフェアin西東京

就職面接会＆面接対策セミナー
７月１日㈮

きらっと

市およびハローワーク三鷹では、東
京しごとセンター多摩と共催で就職面
接会と面接対策セミナーを開催します。
年齢制限はありません。就職相談コー
ナーも開設しますので、現在就職活動
中の方はお気軽にご参加ください。

❖面接対策セミナー
a 午前10時〜11時30分（受付：９時
30分から）
i 電話でj へ
❖就職面接会
a 午後２時〜４時（受付：１時30分〜
３時30分） ※当日、直接会場へ
h 履歴書数通（複数の企業と面接可）
□参加企業 10社程度
（市内および近
隣の企業が参加予定）
※参加企業および求人内容などの詳細
は、開催日約１週間前に市k ・ハロー
ワーク三鷹k などで公開します。
※車での来場はご遠慮ください。
j ハローワーク三鷹職業相談部門
（p 0422−47−8617）
◆産業振興課 o
（p 042−438−4041）
エコプラザのリフォーム講座

壁紙貼って気分爽快

７月２日㈯ 午後１時30分〜４時
エコプラザ西東京

c 古い壁紙のはがし方、壁紙ののり

付け・しわの取り除き方の実習など
d 市内在住・在勤・在学の18歳以上
の方
e 10人（申込順・講座未経験者優先）
h 筆記用具・汚れてもよい服装・タ
オル
i ６月18日㈯午前９時〜27日㈪午後
５時に、電話・ファクス・Eメールで、
住所・氏名・年齢・電話番号をj へ
j エコプラザ西東京（p 042−421−
8585・l 042 − 421 − 8586 ・
m ecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp）
※電話受付：午前９時〜午後５時
◆環境保全課（p 042−438−4042）
市民協働での公園実態調査
公園づくりについて話し合う

ワークショップ

７月３日、９月４日、11月６日

日曜日 午後２時30分〜４時30分
（全３回）
西東京いこいの森公園パークセンターほか

市民協働で公園配置計画の策定に向
けた公園実態調査を行います。公園づ
くりについてみんなで 楽しくワーク
ショップを行いながら話し合いましょう。
企画・運営はTV番組
「情熱大陸」で
も取り上げられた山崎亮さん
（東北芸術

工科大学教授）率いる㈱studio-Lが行
います。
d ３回全てに参加可能で、９月のワー
クショップの宿題
（公園のフィールド調
査など）
を行う意思のある18歳以上の方
e ３人（申込多数の場合は、市内在住・
在勤の方を優先し抽選）
i ６月24日㈮（必着）までに、往復はが
きで住所・氏名・年齢・性別・電話番
号・メールアドレスを〒202−8555市
役所みどり公園課
「公園実態調査」
係へ
◆みどり公園課 o
（p 042−438−4045）

廃プラスチックのゆくえ

〜実験と工作で知るエコの世界〜

７月５日㈫

午後１時30分〜３時30分
エコプラザ西東京
プラスチックリサイクルの役割を実
験も交えて説明します。簡単にできる
キーホルダーづくりもあります。
d 市内在住・在勤・在学の18歳以上
の方
e 30人（申込順）
h 筆記用具
i ６月22日㈬午前９時から電話・ファ
クス・Eメールで、住所・氏名・電話
番号・年齢をj へ
j エコプラザ西東京（p 042−421−
8585・l042 − 421 − 8586・
m ecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp）
※電話受付：午前９時〜午後５時
◆環境保全課
（p 042−438−4042）

障害者差別解消法講演会
７月11日㈪

午後２時〜３時30分
（１時30分開場）
保谷庁舎４階
市内の障害福祉サービス事業所の職
員や市民の方を対象に、法律だけでな
く背景にある障害をめぐる歴史などを
お話しいただきます。
e 70人（申込順）
f 平雅夫さん（星槎大学講師）
i ７月４日㈪までに、電話・ファク
スで住所・氏名・連絡先を下記へ
◆障害福祉課 o
（p 042−438−4033・l 042−423
−4321）

※特に記載のない
ものは、無料です。
※内容についての
お問い合わせは、
各サークルへお願
いします。

「みんなの伝言板」
（サークル紹介）
は、
個人情報が含まれているため、
削除してあります。

往復はがきによるお申し込みの際は、記載面のお間違いや、返信用の宛先記入漏れなどにご注意ください。
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