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平成29年10月１日号

西東京いこいの森公園で「いこいーな」が待ってるよ♪　公園内のパークハウスに来て、見て、ハグしてね！　◆企画政策課

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。
a10月10日㈫ ● 午前９時15分～10時
● 10時30分～11時15分
b障害者総合支援センターフレンドリー

d小・中学生の障害児の保護者
e各回１人
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

v

p042－465－0823
火〜金　午前10時〜午後８時
土・日・祝　午前10時〜午後６時

中  央  

◦ おはなしおばさんのおはなし会　  
１日㈰午前11時

◦ にこにこおはなし会　  
５・19日㈭午前11時／１～２歳児と保
護者

◦ サンサンおはなし会　  
15日㈰午前11時／３歳児から

◦ おはなし会　  
毎週㈭午後３時30分／３歳児

p042－421－3060
火〜金　午前10時〜午後８時
土・日・祝　午前10時〜午後６時

 保谷駅前

◦ ちいさなおはなしひろば　  
13・27日㈮午前11時／１～２歳児と保
護者

◦ おはなしひろば　  
13・27日㈮午後３時30分／３歳児から

◦ おはなしのへや　  
７・21日㈯午後３時30分／５歳児～小
学３年生

p042－465－9825
火〜日　午前10時〜午後６時

芝久保

◦ ちびっこおはなし会　  
11日㈬午前11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなし会　５・12・19・26日㈭午後
４時／３歳児から

ようこそ としょかんへようこそ としょかんへ 10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

p042－421－4545
火〜日　午前10時〜午後６時

谷  戸 

◦�ちびっこおはなし会　４・18日㈬午前
11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなし会　  
11・25日㈬午後３時30分／３歳児から

p042－464－8240
火〜金　午前10時〜午後８時
土・日・祝　午前10時〜午後６時

柳  沢

◦ ちいさなおはなしひろば　６・13日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者

◦ わくわくドキドキ紙芝居　  
14日㈯午前11時

◦ おはなしひろば　  
毎週㈬午後３時30分／３歳児から

p042－424－0264
火〜金　午前10時〜午後８時
土・日・祝　午前10時〜午後６時

 ひばりが丘  

◦ ちいさなおはなしひろば　  
６・13・27日㈮午前11時／１～２歳児
と保護者

◦ おはなしひろばサタデー　  
14日㈯午前11時／３歳児から

◦ おはなしひろば　  
４・18日㈬午後４時／３歳児から

児童館・児童センターとの共催行事
◦ はじめてのページ　  

５日㈭午前11時／下保谷児童センター
◦ 新町おはなしひろば　  

18日㈬午後３時30分／新町児童館／３
歳児から

２日㈪・10日㈫・16・23・30日㈪

休館日

※中央・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘図書
館は、20日㈮休館
※芝久保・谷戸図書館は、９日㈷休館

赤ちゃん集まれ〜♪

　地域子育て支援センターでは、毎月
赤ちゃんと保護者が気軽に楽しめるつ
どいを行っています。
d８カ月までの乳児と保護者、妊婦
a午前10時～11時30分
　センター以外でも市内
各所で開催しています。詳
細は市kをご覧ください。

□赤ちゃんのつどい日程（10・11月）
会場（同保育園内） 日程
センターすみよし 10月30日㈪、11月28日㈫
センターけやき 10月27日㈮、11月17日㈮
センターやぎさわ 10月 ５日㈭、11月 ９日㈭
センターなかまち 10月10日㈫・27日㈮

11月13日㈪・30日㈭
センターひがし 10月 ２日㈪、11月 ６日㈪
◆保育課np042－460－9842

少年・少女 野球教室／サッカー教室

❖野球
　プロ野球読売巨人軍のジャイアンツア
カデミーによる野球教室です。グループ
ごとに「投げる・守る・打つ・走る」の基
本練習方法を指導します。
a10月29日㈰
①午前10時～正午　②午後１時～３時
b向台運動場　※雨天時：総合体育館
d市内在住の①小学５年生　②６年生
e各回100人（申込順）
hスパイク（運動靴可）・バット・グラブ・
帽子・飲み物・タオル

❖サッカー
　FC東京の専属コーチから直接指導を
受けられます。
a11月３日㈷ ①午前９時～10時30分
②午前11時～午後０時30分
b向台運動場・市民公園グラウンド
※雨天中止
d市内在住の①小学１年生　②２年生
e各回150人（申込順）
hサッカーシューズ（運動靴可）･すね当
て・サッカーボール･帽子･飲み物･タオル

□共通　i10月21日㈯午後５時までに、スポーツセンター・総合体育館・きらっと
で配布の申込用紙を各窓口へ（市内の軟式野球連盟少年部チームまたは少年サッカー
連盟チームに所属している方は、チームでまとめて各連盟へお申し込みください）
jスポーツセンターp042－425－0505　◆スポーツ振興課op042－438－4081

　自転車の盗難は、身近で起こりやす
い犯罪です。被害を未然に防ぐために
も、日頃からの対策を心掛けましょう。
□主な被害場所
駅周辺での被害が多く、自宅前やマン
ション敷地内に無施錠で駐輪していて
被害に遭うケースも発生しています。
□自転車の盗難を防ぐために
●  駐輪するときは、短時間でも確実に

施錠する
●  自宅の前であっても路上に放置せず、

必ず敷地内や駐輪場に止める

●  自転車の鍵は壊されにくいものやワ
イヤー錠を併用するなど、防犯効果
を高める

●  ロック式の駐輪場でも、無料時間内
であれば駐輪場所の番号を入力する
だけでロックが解除されるため、自
転車にも必ず施錠する
j田無警察署
　p042－467－0110
◆危機管理室o
　p042－438－4010

自転車の盗難に注意しましょう

最終面にもキッズ向けイベント情報があるよ♪

高校生年代 企画スタッフ募集
中学･高校生年代イベントプロジェクト
　２月３日㈯に実施するイベントの企
画・運営をする高校生年代のスタッフ
を募集します。
　昨年度は、中高生のパフォーマンス
とお笑い芸人のミニライブでした。あ
なたのアイデアを実現しませんか。
□第１回企画スタッフ会議＆交流会
a10月27日㈮午後６時15分～８時
b田無児童館
d市内在住・在勤・在学の高校生年

代の方、本市近隣高校の生徒
i10月２日㈪～27日㈮に、直接また
はEメールで件名「中高生イベントプ
ロジェクトスタッフ希望」・氏名・学
校名と学年（在学者のみ）・電話番号ま
たはEメールアドレスをjへ
※市kで過去の様子を紹介しています。
j中町児童館p042－422－8800・
m jidoukan@city.nishitokyo.lg.jp
◆児童青少年課np042－460－9843

□サポート会員養成講習会
日程 場所 内容

11月13日㈪
午前９時30分～
午後０時30分

田無総合
福祉センター

オリエンテーション・
西東京市の子育て支援

午後１時30分～4時 子どもを預かる心構え
14日㈫

午前９時30分～正午
子どもの心の発達とかかわり

15日㈬ 子どもの生活と遊び
16日㈭ 午前９時～正午 子どもを安全に預かるために

17日㈮
午前10時30分～正午 住吉会館

ルピナス
緊急救命講習

午後１時～４時 登録説明・修了式

ファミリー・サポート・センター
　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）が会員となり、子どもの預か
り・送迎・外出の同行などを会員同士
で行う有償の相互援助活動事業です。
ファミリー会員が支払う利用料金が 
サポート会員の活動報酬となります。

　養成講習会を受講してください。
a・b・c下表参照
d市内在住の20歳以上で、全日程を受
講後にサポート会員として活動できる方
e30人（申込順）
i11月２日㈭までに電話でjへ
※保育サービスはありません。
※全日程の受講が難しい方はご相談く
ださい。
※平成30年の春に同様の講習会を防
災センターで開催予定

　下記の登録説明会に出席してください。
a・b毎日午前６時～午後11時・サ
ポート会員宅など

c保育園・幼稚園・習い事の送迎など

g（１時間当たり）平日午前８時30分
～ 午 後 ５ 時 …800円、 上 記 以 外 …
1,000円
□ファミリー会員登録説明会
a・b●10月12日㈭・田無総合福祉
センター　●21日㈯・防災センター
※午前10時～正午（開始時間厳守）
e各20人　※保育あり：各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
i各回前日の午後５時までに電話で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

サポート会員になりたい方

ファミリー会員になりたい方


