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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。

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。
キッズルーム

いこいの森キッズプログラム
a８月28日㈰午前９時30分～11時
b西東京いこいの森公園
※当日、直接会場へ
c生き物に詳しいレンジャーと一緒に
夏の公園を探検！ 探検後は、木の実で
クラフトづくりをします。
d小学生以上（小学３年生以下は保護者
同伴）
e50人（先着順）

h帽子・飲み物
※詳細は、西東京の公園・西武パートナー
ズkhttp://nishitokyoparks.comをご
覧ください。
j西東京いこいの森公園パークセンター
（p042－467－2391）
◆みどり公園課
（p042－438－4045）

第16回 少年野球大会
　大会で日頃の成果を発揮しよう！
※西東京市軟式野球連盟少年部に所属し
ていないチームは申込が必要です。
a９月18日～10月２日の土・日曜日、
祝日
b市民公園グラウンド・ひばりアムほか

d市内在住・在学の小学生で、リトル・
ポニーの各リーグに所属していないチー
ム（１チーム10人以上20人以内）

i８月19日㈮（必着）までに、jのkで配
布の申込書を郵送・ファクスまたは持参
□代表者会議・組み合わせ抽選会
a９月３日㈯午後６時
bスポーツセンター
jNPO法人西東京市体育協会
（p042－425－7055）
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

ファミリー・サポート・センター　ファミリー会員
　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
録希望の方は説明会にご出席ください。
□登録説明会
a・b８月９日㈫午前10時～正午・田
無総合福祉センター　※開始時間厳守
h保護者の顔写真（縦３㎝×横2.5㎝）

１枚・認め印・82円切手１枚（会員証郵
送用）・ボールペン
e20人（申込順）　※保育あり：10人（申
込順）
i説明会前日の午後５時までに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）

親子で野菜づくりにチャレンジ ～みんな集まれ！ 畑の学校！～

a�種まき：９月３日㈯ 
収穫：10月29日㈯

※いずれも午前９時～11時
b農のアカデミー体験実習農園（北町４
－８）
cカブと大根を育てる
d市内在住の小学生以下の親子
e20組（作付は１組２人分を用意）
※申込多数の場合は抽選
h帽子・軍手・飲み物・タオル・汚れ

てもよい服装
i８月19日㈮（必着）までに、往復はが
きで事業名・住所・参加者（親子）の氏名
と年齢・電話番号を〒202－8555市役
所産業振興課へ
◆産業振興課o
（p042－438－4044）

西東京市 
農産物キャラクター
「めぐみちゃん」 v

p042－465－0823
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時

中  央  

● おはなしおばさんのおはなし会　７日㈰
午前11時
● にこにこおはなし会　４・18日㈭午前
11時／１～２歳児と保護者
● サンサンおはなし会　21日㈰午前11時
／３歳児から対象
● おはなし会　４・11・18日㈭午後３時
30分／３歳児から対象
● 蚊帳の中のおはなし会　25日㈭午後３
時30分／３歳児から対象

p042－421－3060
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時

 保谷駅前

● ちいさなおはなしひろば　12・26日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者
● おはなしひろば　12・26日㈮午後３時
30分／３歳児から対象
● おはなしのへや　13・27日㈯午後３時
30分／５歳児～小学３年生対象

p042－465－9825
火～日　午前10時～午後６時

芝久保

● おはなし会　毎週木曜日午後４時

p042－421－4545
火～日　午前10時～午後６時

谷  戸 

● ちびっこおはなし会　３・17日㈬午前
11時／１～２歳児と保護者対象
● おはなし会　10・24日㈬午後３時30分
／３歳児から対象

ようこそ としょかんへようこそ としょかんへ 8月
乳幼児～小学生を対象としたおはなし会など、
いろいろな行事を行っています。
お問い合わせは各図書館へ

p042－464－8240
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時

柳  沢

● ちいさなおはなしひろば　５・12日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者対象
● わくわくドキドキ紙芝居　13日㈯午前
11時
● おはなしひろば　３・10・17・24日㈬
午後３時30分／３歳児から対象
● ラスト・サマー！夏休み最後のお楽しみ
★小学生向きおはなしひろば　31日㈬
午後３時30分／小学生対象

p042－424－0264
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時

 ひばりが丘  

● ちいさなおはなしひろば　５・26日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者対象
● おはなしひろばサタデー　６日㈯午前
11時／３歳児から対象
● おはなしひろば　３・17日㈬午後４時
／３歳児から対象

児童館・児童センターとの共催行事
● はじめてのページ　４日㈭午前11時／
下保谷児童センター

１日㈪・８日㈪・15日㈪・22日㈪・29日㈪

休館日

※中央・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘図書
館は、19日㈮も休館
※芝久保・谷戸図書館は、11日㈷も休館

西東京市一店逸品事業
逸品ゼミナール
味噌の魅力再発見
８月21日㈰ 
午前９時30分～11時30分
消費者センター分館

　逸品ゼミナールは、一店逸品事業の
認定商品取扱店の店主が講師となり、
その技術や知識、商品の魅力をお話し
します。
c量り売り味噌の味見・即席味噌汁
「みそまる」の紹介と味見ほか

f㈲三又酒店（谷戸町）
e20人（申込順）
i電話でjへ
j西東京商工会
（p042－461－4573）
◆産業振興課o
（p042－438－4041）

８月24日㈬ 午後７時～９時
田無庁舎２階

ミニブルーム交流カフェ

　創業に関する講演や体験談、仲間・
ネットワークづくり、情報交換を行う
セミナーです。
c第１部：創業者が語る講演会
第２部：トークセッション（交流会）
e20人（申込順）
iブルーム交流カフェkから

j創業支援センターTAMA
（p0120－778－265）
◆産業振興課o（p042－438－4041）

市役所の仕事を知ろう！
１DAYインターンシップ
８月25日㈭ 午前10時・午後１時・
午後３時30分
パレスサイドビル マイナビルーム
（東京メトロ東西線「竹橋駅」直結）

d大学３年生、大学院１年生、短大・
専門学校１年生
e各回30人（申込順）
i８月10日㈬（消印有効）までに、往
復はがきで住所・氏

ふり

名
がな

・年齢・電話番
号・出身校（学部まで）・学年・希望開
始時間（第１・２希望）を〒188－
8666市役所職員課へ
◆職員課n（p042－460－9813）

水中らくらく運動講座
（全８回）
８月26日～10月14日の
毎週金曜日 
①午前10時～11時・ルネサンスひば
りヶ丘（ひばりが丘北２－８－23）
②午後２時～３時・ルネサンス東伏見
（東伏見３－４－１東伏見STEP22）
　水中で浮力を利用したトレーニング
で筋力を強化し、心肺機能・バランス
能力を向上させ、心地よく身体をほぐ
して柔軟性を高めましょう。
d次の全てに該当し、おおむね全日程
受講できる方
● 市内在住の満65歳以上で運動可能
な方

● 心筋梗塞・脳卒中を最近６カ月以内

イベント NEWS もっと知ろう！ 楽しもう！

「親子で農業体験2016」in なめがた
　大自然の中で、さつまいも収穫やフ
ルーツトマト狩りなどを体験します。行

なめ

方
がた

の農産物を使用した昼食もあります。
　本事業は今回をもって終了となります。
a10月２日㈰
集合：午前７時30分、解散：午後６時
30分予定（田無庁舎）
※雨天決行・荒天中止（天候により収穫
作物やプログラム変更の場合あり）
b茨城県行方市内
※大型観光バスを使用
d市内在住の小学生と保護者
e23組46人（申込多数の場合は抽選）
g１組2,000円（昼食・体験などの代金
を含む）　※当日支払
h雨具・汚れてもよい服装
※熱中症対策が必要です。
※さつまいものお土産あり（１箱10㎏まで）
i８月26日㈮（必着）までに、往復はがき

で児童青少年課へ
※詳細は、児童館・児童青少年課・市k
で配布しているチラシをご覧ください。
※本事業は、本市と災害時相互応援協定
を結んでいる行方市との共同事業です。
j事業内容について…
行方市農業振興センター
（p0291－35－3114）
◆募集方法などについて…
児童青少年課n（p042－460－9843）

みんなで楽しくおいも掘り♪


