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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。
ピアカウンセリング

　相談員の実体験を基に同じ立場から相
談を受けます。
□聴覚障害児の親
a・e２月８日㈬午前10時〜11時30
分・１人
□小・中学生の障害児の親

a・e２月14日㈫ ● 午前９時15分〜10
時　 ● 10時30分〜11時15分・各１人
b障害者総合支援センターフレンドリー
i電話・ファクスで下記へ
◆相談支援センター（p042－452－
0075・l042－452－0076）

子ども対象 多言語で楽しく

　フィリピン・オランダ・トンガ・中国
などの出身の外国語話者が、子どもたち
に外国語に出会う楽しさを教えます。全
体活動は英語で行いますが、小グループ
活動では中国語のグループを１つ設定し
ます。異なる言語・文化に触れる楽しさ
を体験しましょう。
□グループ　A：英語　B：中国語
※学年は申込時点
※必ず保護者の方が送迎してください。
a３月11日㈯　 ● 年長〜小学２年生：
午前10時〜11時　 ● 年少・年中：午前

11時30分〜午後０時20分
bきらっと
e各32人（申込多数の場合は抽選）
g１人500円（材料費）
i２月16日㈭（必着）までに、往復はがき・
Eメールで、子どもの氏名（ローマ字併記）
と学年・保護者氏名・住所・電話番号・
希望グループを〒202－8555市役所文
化振興課「３/11多言語で楽しく」係へ
□共催　多文化共生センター
◆文化振興課o（p042－438－4040・
mbunka@city.nishitokyo.lg.jp）

　赤ちゃんへの接し方や生活を学ぶこと
で、おだやかな気持ちで親子が向き合う
ことを目指します。
a３月１・８・15・22日の水曜日午前10時
b住吉会館ルピナス
f吉田朋子さん（NPO法人ワーカーズ・
コレクティブちろりん村）

d・e初めてのお子さん（２〜５カ月）を
持つ母親・12人（申込順）
※連続４回受講できる方優先
i２月１日㈬午前９時から電話・Eメー
ルで下記へ（件名「BPプログラム講座」）
◆男女平等推進センター（p042－439－
0075・mkyoudou＠city.nishitokyo.lg.jp）

男女平等推進センター事業講座 BPプログラム
“赤ちゃんがくるよ” 〜親子の絆づくりプログラム〜

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

　地域で子どもを預けたい方（ファミ
リー会員）、預かる方（サポート会員）の
相互援助活動です。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４日㈯・防災センター
● ２月７日㈫・田無総合福祉センター
※いずれも午前10時〜正午
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
e各20人　※保育あり 各10人（申込順）
i各回前日の午後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）

子どもの心を語り合う 
〜ピアカウンセリング講演会〜

　乳幼児期から学齢期にかけての子ども
の心の発達と成長、子育てについて心理
学の側面から解説します。また、皆さん
からの質問を基に臨床心理士が対談しな
がら分かりやすくお話しします。教育相
談センターで行っている支援や相談につ
いてもご紹介します。

a２月20日㈪ 午前10時30分〜正午
b防災センター
iファクス・Eメールで住所・氏

ふりがな

名・年
齢・電話番号を下記へ
◆教育支援課o（p042－438－4077・
l042－438－2023・mk-sien@city. 
nishitokyo.lg.jp）

　西東京市に住む外国人住民とお茶を
しながら一緒に語り合いませんか。今
回はフィンランド出身者が母国のこと
や本市での暮らしについて話します。
e10人（申込順）
i電話・Eメールで、氏名・電話番号
をjへ
j多文化共生センター（p042－461
－0381・m info@nimic.jp）
◆文化振興課o（p042－438－4040）

　お持ちの空き家をどうすればよいか
困っている、現在お住まいの住宅を将
来「問題空き家」にしないためにはどうし
たらよいかなど、空き家に関する課題
や対策について専門家である司法書士
がお話をします。
d市内在住の方・
市内に住宅を所有
している方
e50人（先着順）
◆環境保全課（p042－438－4042）

　あなたの暮らす「まち」を良くするた
めに、どんな「気づき」「動き」が必要な
のか一緒に学び、知り、語り合いませ

多文化サロン
外国出身の人と語り合おう！
２月10日㈮ 午後４時30分〜６時ごろ

イングビル

空き家セミナー
放っておけない空き家の話
２月11日㈷ 午前10時30分〜正午
エコプラザ西東京　※当日、直接会場へ

ほっとネットステーション・
第４回まちづくりサミット
あなたの「気づき」を「動き」に
するために
２月12日㈰ 午後１時〜５時
障害者総合支援センターフレンドリー

　お出掛けやお仕事帰りに市内の味覚
に触れていただける夜のマルシェ。
　冬のおいしさがお待ちしています。
ぜひお立ち寄りください。
cめぐみちゃんメニュー参加農業者
と認定提供店が出
品する即売会（出
店数・品目は、収
穫状況などにより
決定）
jめぐみちゃん
メニュー事務局

（p03－5308－0310　※平日午前
９時〜午後６時）
◆産業振興課o（p042－438－4044）

11月のマルシェ

　西原自然公園の雑木林更新のために
植樹した樹齢約10年・直径約10㎝・
高さ約５ｍの木20本を手

て

鋸
のこ

で切りま
す。山仕事を体験して、みどりの大切
さを実感しませんか。
　ご希望の方に、事前の手入れで発生
した伐採材などを含めて配布します

めぐみちゃんメニュー
マルシェ・ド・ソワレ
２月16日㈭ 
午後４時〜７時（売り切れ次第終了）
田無駅北口ペデストリアンデッキ

西東京市
農産物キャラクター

「めぐみちゃん」

山仕事体験会 〜雑木林の間伐〜

２月18日㈯ 午前10時〜正午　
※午後から伐採材配布。雨天19日㈰
集合：西原自然公園内中央あずまや前

んか。
c�● 基調講演　菱沼幹男さん（日本社会

事業大学准教授）
●  ほっとネットの事業紹介・現状報告、

ほっとネット推進員の活動紹介
●  グループディスカッション：「気づ

き」を「動き」に変える意見交換
※まちづくりサミットの参加者は、
ほっとネット推進員として登録できます。
e60人（申込順）
i２月６日㈪までに、電話・ファクス・
Eメールで氏名・電話番号をjへ
j�● ほっとねっと田無ステーション
（p042－497－4158・l042－466
－3555・mhot-net@n-csw.or.jp）

●  同保谷ステーション（p042－438
－9205・l042－421－4310）

◆生活福祉課o
（p042－438－4024）

　都内の環境学習施設を訪問して特徴
ある活動・展示を見学します。
d市内在住・在勤・在学の18歳以上
の方
e15人（申込順）
h筆記用具・昼食（または実費）
i２月４日㈯午前９時から、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（p042－421－
8585・l042－421－8586・meco 
plaza@city.nishitokyo.lg.jp）
◆環境保全課
（p042－438－4042）

下町エコライフ探訪
２月16日㈭ 午前８時30分〜午後４時
集合：田無庁舎１階玄関前（８時30分）
または保谷庁舎玄関前（８時45分）
江東区環境学習情報館「えこっくる江
東」、都立葛西臨海公園、江戸川区え
どがわエコセンター（全行程、市のバ
スで移動し出発場所に戻る）

（直径30㎝ほどのコナラ・クヌギ・サ
ワラなど）。
d小学３年生以上（小学生は保護者同伴）
e20人（申込順）
h軍手・帽子・作業のできる服装と靴
i前日までに電話で下記へ
□共催　西原自然公園を育成する会
◆みどり公園課
（p042－438－4045）

　今後の施設利用や事業内容への反映
を目的として、利用者の皆さんのご意
見やご要望を直接伺います。
jスポーツセンター
（p042－425－0505）
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

□講演・ワークショップ
d情報発信力を向上させたい市内の
NPOや市民活動団体の方
e20人（申込順）
f北嶋孝さん（ひばりタイムス編集長）
i２月18日㈯までに、電話・ファクス・
Eメールで、住所・氏

ふりがな

名・電話番号をj
の「講座・セミナー」係へ
j市民協働推進センター（p042－
497 － 6950・l042 － 497 －
6951・myumeco l l abo@ktd .
biglobe.ne.jp）
◆協働コミュニティ課o
（p042－438－4046）

スポーツ施設利用者懇談会
２月21日㈫ 午後１時・きらっと
22日㈬ 午後６時30分・スポーツセ
ンター　※いずれも１時間

NPO活動パワーアップ講座
プロのノウハウ教えます 
〜多くの人に知ってもらうためには〜
２月25日㈯ 午前10時〜正午
イングビル

イベント NEWS もっと知ろう！ 楽しもう！


