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　市内少年野球チームを対象とした野
球教室のプレーを間近でご覧ください。
□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・野球部・準硬式野球部など

◆スポーツ振興課o
　p042－438－4081

　第２回は「（N）向台・小金井公園コー
ス（4.4㎞）」を歩きます。
h水筒・雨具など

◆みどり公園課p042－438－4045

めぐみちゃんメニュー 
マルシェ・ド・ソワレ
６月29日㈭ 午後５時～７時（売り
切れ次第終了）
保谷駅南口ペデストリアンデッキ
　お出掛けや仕事帰りにぜひお立ち寄
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）
◆産業振興課op042－438－4044

認知症サポーター養成講座
７月１日㈯ 午後２時～３時30分
柳沢公民館
□認知症サポーターとは　認知症を正
しく理解し、地域で生活している認知
症の方や家族を見守り、自分でできる
範囲で支援する方
c認知症の方を地域で支えるためにはなど

d・e市内在住・在勤で、当講座を受
講したことのない方・50人（申込順）
i６月26日㈪までに、電話で下記へ
※参加者にはオレンジリング贈呈
※５人以上集まれば、市内出張講座可
◆高齢者支援課op042－438－4029

　ケアラーは心身ともに負担を抱え、
社会的にも孤立しがちです。そうした
ケアラーへの理解を深め、地域で支え
るために何ができるかを学びます。
c ● 傾聴の基本とは　 ● 専門医から学
ぶ認知症とは　 ● 地域のケアラーズカ
フェと支援活動
e30人（申込順）
i６月27日㈫までに、ファクス・Ｅメー
ルで、住所・氏名・電話番号をjへ
j西東京・ワーカーズまちの縁がわ

「木・々」p・l042－425－6800・
mmokumoku39@hotmail.com
◆協働コミュニティ課o
　p042－438－4046

早稲田大学野球教室 観覧
６月25日㈰ 午前８時45分～午後
３時　※雨天中止。当日、直接会場へ
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

「みどりの散策路」を歩こう
６月28日㈬ 午前９時30分～正午
集合・解散：田無庁舎市民広場
※雨天中止。当日、直接集合場所へ

NPO等企画提案事業
ケアラー（在宅介護者）支援…
傾聴と認知症から学ぶ（全４回）

７月１・29日㈯ 午前10時～正午
※９月・10月にも開催予定
プラス・ド・パスレル（泉町３－12－25）

　主夫となったパパたちの笑いあり、
涙ありの体験談を聞いてみませんか。
c男と女、違う？ 違わない？ 主夫の
子育て・家事講座
e30人　※保育あり：生後６カ月以
上の未就学児・15人（申込順）
f堀込泰三さん・秘密結社主夫の友
i６月15日㈭午前９時から、電話・
Eメールで件名「パパ講座Ⅰ」・住所・
氏名・電話番号・保育の有無を下記へ
◆男女平等推進センターp042－439
－ 0075・mkyoudou@city.nishi 
tokyo.lg.jp

　和紙ができるまでを紙すき体験で楽
しく学び、化学肥料や農薬を使わずに
自然の循環の中で農産物を栽培する有
機農業に触れてみませんか。
c午前：紙すき体験（埼玉伝統工芸会館）
午後：有機農業見学（霜里農場）　
※全行程バス移動
d・e市内在住の小学生と保護者・16
組程度（申込多数は抽選）
※必ず保護者同伴
※保護者は１人、子どもは２人まで

g親子２人参加：1,200円、３人参加：
1,580円（入館料および紙すき体験費）
h昼食、動きやすい服装・靴
i６月30日㈮（必着）までに、往復は
がき・ファクス・Eメールで、件名「バ
ス見学会」・住所・保護者氏名・子ど
もの氏名と学年・電話番号を〒202－
8555市役所協働コミュニティ課へ
□企画・運営　第17回西東京市消費
生活展実行委員会
◆協働コミュニティ課op042－438
－ 4046・l042 － 438 － 2021・
mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp

□映画上映
午前の部：10時30分～正午
午後の部：２時～３時30分

地域に飛びだせ！ パパ講座
７月16日㈰ 午前10時～正午
住吉会館ルピナス

消費生活展バス見学会
紙すき体験と有機農業見学
７月26日㈬ 午前９時～午後５時
集合・解散：田無庁舎

沿線３市男女共同参画連携事業
ドキュメンタリー映画「3.11ここに
生きる」上映と監督トーク
７月29日㈯ 
清瀬市生涯学習センターアミューホール

　いこいの森公園に繁茂している外来植
物ワルナスビの引き抜き作業を行います。
みんなで力を合わせて駆除しましょう！
d小学５年生以上（小学生は保護者同伴）
h飲み物・帽子・お持ちの方は根が掘
れるシャベルと革製または手のひらが
ゴム製の作業用手袋・長袖・長ズボン
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

　地域の中で子どもを預けたい方（ファ
ミリー会員）と預かる方（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。
e20人　※保育あり10人（申込順）
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
i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

　市内および近隣の企業約10社が参
加予定の合同就職面接会です。午前中
の面接対策セミナー受講後、午後の面
接会に参加することもできます（年齢
制限なし）。午後の面接会では就職相
談コーナーも開設します。
❖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）
e50人（申込順）
i６月15日㈭から、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応募書類数通（複数の企業と面接可）
※参加企業・求人内容などは、開催日
約１週間前に市およびjのkで公開
□共催　東京しごとセンター多摩
jハローワーク三鷹（共催）
　p0422－47－8617
◆産業振興課op042－438－4041

　図書館のパソコンで国立国会図書館
の貴重な資料を気軽に楽しみましょう。
明治の翻訳版「不思議の国のアリス」

『最新科学図鑑』（昭和６年刊行）ほか、
錦絵・巻物なども紹介します。
e50人（申込順）
i来館または電話で下記へ
◆中央図書館p042－465－0823

ワルナスビ抜き取り大作戦
７月２日㈰ 午前10時～正午
西東京いこいの森公園
※雨天中止。当日、直接会場へ

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
７月６日㈭ 午前10時～正午
田無総合福祉センター

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７日㈮／きらっと

国立国会図書館
デジタルコレクションの世界 
～身近になる貴重書・絶版書～
７月８日㈯ 午後２時～３時30分
田無公民館

□我謝京子監督トーク
午後３時45分～４時45分
e各回180人　※保育あり：生後６カ
月以上の未就学児・各回10人（申込順）
i６月15日㈭午前９時から、電話で
下記へ（電話受付後整理券を配布）
◆男女平等推進センター
　p042－439－0075

　お気に入りの本の書評を書くことを
通して、文学評論・文章作成の基礎を
学びます。
d・e中学生～18歳・20人（申込順）
f宮川健郎さん（武蔵野大学文学部教授）
i６月20日㈫から来館または電話で
下記へ
◆ひばりが丘図書館
　p042－424－0264

　市内にある下野谷遺跡は、縄文時代
中期の大集落遺跡ですが、友好都市で
ある山梨県北杜市にも同時期の遺跡が
あります。北杜市の小・中学生と一緒
に遺跡発掘や資料館の見学など縄文時
代の遺跡について学び、考古学者の体
験をしてみませんか。
□コース　集合（両庁舎）～北杜市（遺跡
発掘体験現場・資料館）～解散（両庁舎）
d市内在住・在学の小学４年生～中
学生で、事前学習会に参加できる方 

（保護者同伴可）
e30人（申込多数は抽選）
※昼食は各自用意
❖事前学習会
a・b８月３日㈭午前10時～午後３
時・郷土資料室
i７月７日㈮（必着）までに、はがき
またはEメールで住所・氏名（保護者
同伴の場合は保護者氏名も）・年齢・
電話（ファクス）番号・学校名（在学の
方）を〒202－8555市役所文化振興
課「北杜市の遺跡発掘体験！」係へ
※詳細は市kをご覧ください。
◆文化振興課op042－438－4040・
mbunka@city.nishitokyo.lg.jp

YA書評講座 ～本を読んで感じ
た「！」や「？」を文章にしてみよう！ 
書き方、おしえます～（全２回）

８月４・18日㈮ 午後３時～５時
ひばりが丘図書館

北杜市（友好都市）の遺跡発掘体験！
知ろう！学ぼう！交流しよう！
８月10日㈭ 午前６時～午後６時

（予定）（バス移動）　※雨天決行

イベント NEWS もっと知ろう！ 楽しもう！

市民文化祭オープニングイベント
舞台進行などの裏方ボランティア募集
　秋に開催する市民文化祭のオープニ
ングイベントで舞台進行や、そのほか
の開催準備をする実行委員の手伝いを
通して、文化祭を体験しませんか。
a�・b ● 説明会：８月26日㈯午前11

時・保谷庁舎食堂
●  リハーサル：９月12日㈫・13日㈬

午後６時・保谷こもれびホール
●  本番：10月21日㈯午前９時～午後

５時・保谷こもれびホール
d上記日程に全て参加できる方
※そのほかお手伝いなど（日程は要相談）

i７月７日㈮（必着）までに、件名「市
民文化祭ボランティア募集」・住所・
氏名・電話番号・ファクス番号・メー
ルアドレスを〒202－8555市役所文
化振興課へ郵送・ファクス・Eメール・
持参（保谷庁舎３階）
□企画運営　西東京市民文化祭実行委
員会
◆文化振興課op042－438－4040・
l042－438－2021・mbunka@
city.nishitokyo.lg.jp


