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　認知症サポーター養成講座の学びを
さらに深めます。
c養成講座の復習・グループワーク（認
知症の方への声掛けの仕方など）
d・e市内在住・在勤で認知症サポー
ター養成講座を受講したことがある
方・50人（申込多数の場合は抽選）
i９月23日㈮までに電話で下記へ
◆高齢者支援課o
（p042－438－4029）

c市内の外国人による日本語スピーチ、
外国につながる小・中学生による日本
語メッセージ、インドネシア舞踊など

j日本語スピーチコンテスト2016実
行委員会（西東京市多文化共生セン
ター内・p042－461－0381）
◆文化振興課o（p042－438－4040）

昨年のコンテストの様子

　10月22日㈯から開催する西東京市
民文化祭を多くの方にお知らせするた
め、参加団体によるPRイベントを実
施します。文化祭当日の内容が分かる
チラシもご用意しています。
c①作品展示　②ステージ発表
※詳細は、市k・公共施設で配布のチ
ラシをご覧ください。
◆文化振興課o（p042－438－4040）

市内の公園で出前防災訓練
a・b下表参照　※当日、直接会場へ
認知症サポーターステップアップ講座
９月27日㈫ 午前10時～正午（９時
45分開場）
防災センター

日本語スピーチコンテスト2016
10月２日㈰ 午後１時～４時
※終了後、交流パーティーあり
コール田無　※当日、直接会場へ

西東京市民文化祭「PR in アスタ」
①10月５日㈬～７日㈮　
②10月８日㈯ 午後０時35分～３時５分
アスタビル２階センターコート

上の未就学児・15人（申込順）
g500円（材料費）
i９月15日㈭午前９時から、電話ま
たはEメールで下記へ
◆男女平等推進センター（p042－
439 － 0075・mkyoudou@city.
nishitokyo.lg.jp）

　スタートアップ時に最も苦労するの
が集客・営業など、売上に直結する活
動。リアル（アナログ）とWEB（デジタ
ル）を融合した商売成功のノウハウを
分かりやすくお伝えします。
d市内で創業を目指している方・創業
したての方
e30人（申込順）
i10月14日㈮までに電話で下記へ
※空き状況により当日参加も可
◆産業振興課o（p042－438－4041）

　レッスンプロから一日指導を受けら
れます。初心者も経験者もゴルフの楽
しさ、醍

だい

醐
ご

味
み

を味わえます。
d市内在住・在勤・在学の高校生以上
e20人（申込多数の場合は抽選）
g9,890円（プレー／レッスン料）　
※バス送迎無料、食事は各自精算
hゴルフ用具
i10月５日㈬（必着）までに、往復は
がきで参加者全員の住所・氏

ふり

名
がな

・年齢・
電話番号・ゴルフ経験年数・１ラウン
ド平均スコア・バスの乗車場所（集合・
解散場所参照）を、〒202－0013中
町１－５－１スポーツセンター「ゴル
フクリニック」係へ
jスポーツセンター（p042－425－0505）
◆スポーツ振興課o（p042－438－4081）

　高齢社会が進行する中、在宅福祉を

創業から短期間で軌道に乗せ
るインターネット活用術
～「知り合い」を「顧客」に育てる
 スモールマーケティング～

10月15日㈯ 午後２時～４時
イングビル

ゴルフクリニック
10月16日㈰　
午前６時45分ごろ～午後８時20分ごろ

東急ゴルフリゾート　大多喜城ゴルフ
倶楽部　※貸切バス
集合・解散：スポーツセンターまたは
西東京郵便局前

介護職員初任者研修（通学）
10月18日㈫～平成29年１月
19日㈭ （修了には130時間の受講と、
修了テストの合格が必要）
高齢者センターきらら

c西東京市・武蔵野市内の作業報告
と今後の作業予定、東京都水道局が行
う水路・のり面保全のための樹木せん
定・伐採など

j東京都水道局経理部（p03－5320－6388）
◆社会教育課o（p042－438－4079）

①ふろしきを身近に！
a午後１時30分～３時
c日常・災害時に使えるふろしきの活
用法紹介
e20人
②カードゲームで知るお金の役割！
～親子で一緒に学んでみよう～
a午前10時30分～正午
c物の値段はどうやって決まってい
るの？ お金はどうして必要なの？など

d・e小学４～６年生と保護者・10組
③親子で作るだんご汁
a午前10時～正午
c市内産の小麦粉や野菜で作る団子
汁の中に入っている団子づくりに挑戦
d・e小学生と保護者・10組
i９月29日㈭（必着）までに、往復は
がき・ファクス・Eメールで、住所・
氏名・子どもの学年・電話（ファクス）
番号・件名に希望講座名を明記し下記
へ（申込多数の場合は抽選）
□企画・運営　第16回消費生活展実
行委員会
◆協働コミュニティ課o（p042－438
－ 4046・l042 － 438 － 2021・
mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp）

　ニットやフェルト、キルトなど、手
仕事には気持ちを落ち着かせたり、スッ
キリさせる効果があるようです。
　東北でも震災で傷ついた女性たちが
ニットカフェに集ったり手仕事をしてい
るうちに心が和んだといわれています。
e15人　※保育あり：生後６カ月以

史跡玉川上水整備活用のため
の作業説明会
10月５日㈬ 午後６時30分～８時
武蔵野スイングホール（武蔵境駅前）
※当日、直接会場へ

第16回 消費生活展 関連イベント
①10月14日㈮　②③15日㈯ 
消費者センター分館

ほっとひと息、 てしごとカフェ
へいらっしゃい！！
10月15日㈯ 午前10時～正午
住吉会館ルピナス

充実させるうえで重要な担い手となる
介護職員の養成研修です。
d市内在住・在勤で、市内で介護職
員として働くことを希望する方（既に
介護職員として働いている方を含む）
e24人（申込多数の場合は抽選）
g受講料５万7,000円・テキスト代
8,640円
i９月16日㈮～10月３日㈪に、本人
確認書類（運転免許証・パスポート・
健康保険証など）を持参し、高齢者支援
課窓口（保谷保健福祉総合センター１
階・田無庁舎１階）へ
※詳細は、９月16日㈮から高齢者支
援課で配布する日程表または市kを
ご覧ください。
◆高齢者支援課o
（p042－438－4028）

　市内産の花を使って、寄せ植えに挑
戦してみませんか。初心者向けです。
d・e市内在住・在勤・在学の方（申
込多数の場合は初めての方を優先し抽
選）・15人
g1,000円（材料費）
i９月30日㈮（必着）までに、往復は
がき・ファクス・Eメールで、件名「寄
せ植え講座」・住所・氏名・電話（ファ
クス）番号を〒202－8555市役所協
働コミュニティ課へ
◆協働コミュニティ課o（p042－438
－ 4046・l042 － 438 － 2021・
mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp）

　私たちが出したごみがどのように処
理されているのか見学しませんか。
d・e市内在住・在勤・在学の18歳以
上の方・25人（申込多数の場合は抽選）
i９月30日㈮（必着）までに、往復は
がきで参加者（２人まで）の住所・氏

ふり

名
がな

・
年齢・性別・電話番号（お持ちの方は
携帯番号）・通勤・通学先（在勤・在学
者のみ）を〒202－0011泉町３－12－
35ごみ減量推進課「二ツ塚処分場見学
会」係へ
◆ごみ減量推進課（p042－438－4043）

緑のいやしを身近に！ 
寄せ植え体験講座
10月21日㈮ 午前10時～正午
消費者センター分館・市内農家

三多摩は一つなり交流事業
日の出町二ツ塚（ごみ最終）処分場見学会
と生涯青春の湯つるつる温泉バスツアー
11月９日㈬ 午前８時～午後５時

（予定）
二ツ塚処分場・つるつる温泉
集合・解散：保谷こもれびホール前
※雨天決行

イベント NEWS もっと知ろう！ 楽しもう！

　この運動をきっかけに皆さん一人一
人が交通ルールやマナーを守る習慣を
つけ、交通事故ゼロを目指しましょう。
９月30日㈮は「交通事故死ゼロを目指
す日」です。
□事故防止のポイント
●  夕暮れと夜間の事故防止（反射材用 

品の着用と自転車前照灯の点灯）
●  反射材は腕や足など、動く部分に付

ける（ホームセンターなどで購入可）
●  後部座席を含めた全席のシートベル

トとチャイルドシートの正しい着用
●  飲酒運転の根絶
●  二輪車の交通ルール徹底
❖交通安全のつどい
a９月23日㈮午後１時
b西東京市民会館
c高齢者の事故防止のための交通安
全教室・イベント
j田無警察署（p042－467－0110）
◆道路管理課o
（p042－438－4055）

秋の全国交通安全運動 9月21日㈬～30日㈮
〜やさしさが　走るこの街　この道路〜

 ごみの出し方 ワンポイント
❖市で収集できないもの
　中間処理施設で処理できない大型
マッサージ機や耐火金庫・プロパンガ
スボンベ・介護ベッド・園芸土・コン
クリートブロックなどは｢粗大ごみ｣と
して収集できません。これらの処理困
難物（ごみ・資源物収集カレンダー28p
参照）は、処理できる一般廃棄物許可
業者を紹介します。処理困難物は粗大
ごみより収集・処理に手間などが掛か
るため費用も高くなります。
　商品購入の際は、本市の粗大ごみ処
理の可否や処理費用などを事前に確認
のうえ購入することをお勧めします。

❖家庭でできる温暖化対策～可燃ごみ
の減量でCO2を削減～
　市では平成19年に戸別収集・容器
包装プラスチックの分別収集、20年
に有料化を開始しました。19年度に
比べ27年度は、人口約9,600人の増
に対し、可燃ごみは4,682t、不燃ご
みは1,562t（10tダンプ624台分）の減
となりました。
□更なる減量に向けてご協力ください
● 生ごみの水切りや生ごみ処理機の利
用（助成制度あり）　 ● チラシなどの雑
紙を古紙として出す　 ● プラスチック
容器包装類はできる限り資源ごみに
◆ごみ減量推進課（p042－438－4043）


