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a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金  h持ち物  i申込  j問い合わせ  lファクス  mメール  kホームページ  n田無庁舎  o保谷庁舎

シニアルーム シニア世代向け情報
※市からの連絡帳コーナーも

ご覧ください。

高齢者大学（単科講座） 動物園の世界（全２回）

　動物園の監修も手掛ける帝京科学大学
の並木美砂子教授による、国内外の動物
園の紹介、食を通して動物との関わりや
人間の生活を見直していくお話です。
a12月11・18日㈪午後２時～３時30分
※いずれかの参加も可
b田無総合福祉センター
d市内在住の60歳以上の方
e50人（申込多数は抽選）

i11月15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・
利用証（福祉会館・老人福祉センター）の
有無・希望日（１日のみ参加の場合）をj
の「高齢者大学動物園の世界」係へ
j社会福祉協議会〒202－0013中町１
－６－８・p042－438－3773
◆高齢者支援課o
　p042－438－4029

閉じこもり予防に はつらつサロン
　活動に参加することで仲間が増え、市
内のさまざまな活動の情報を知り、体験
することができます。
　「最近外出していない」「どこに出掛け
ればいいか分からない」「誰かと話がした
い」などの希望に沿える場所です。見学
もできますので、お気軽にお問い合わせ
ください。
a・b下表参照
● 午前： ９時15分～11時30分
● 午後：１時30分～ ３時45分

cおしゃべり・脳トレ・趣味活動・簡
単な体操・バス外出など

d外出機会の少ない市内在住の65歳以
上の方（介護保険の認定者を除く）
e各館10人
□期間　１年間
i・j社会福祉協議会
　p042－438－3777
◆高齢者支援課o
　p042－438－4029

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　  
５日㈰午前11時

◦ にこにこおはなし会　２・16日㈭午前
11時／１～２歳児と保護者

◦ サンサンおはなし会　  
19日㈰午前11時／３歳児から

◦ こころがあたたかくなる紙芝居　  
18日㈯午前11時／３歳児から

◦ おはなし会　  
毎週㈭午後３時30分／３歳児から

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　10・24日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなしひろば　  
10日㈮午後３時30分／３歳児から

◦ 秋のおはなしひろばスペシャル　  
24日㈮午後３時30分／３歳児から

◦ おはなしのへや　４・18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　  
８日㈬午前11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなし会　  
２・９・16日㈭午後４時／３歳児から

p042－421－4545
火～日　午前10時～午後６時

谷  戸 

◦�ちびっこおはなし会　１・15日㈬　午
前11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなし会　  
８・22日㈬　午後３時30分／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 11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　午前10時～午後６時

柳  沢

◦ ちいさなおはなしひろば　３・10日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者

◦ わくわくドキドキ紙芝居　  
11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　  
３・10・24日㈮午前11時／１～２歳児
と保護者

◦ おはなしひろばサタデー　  
11日㈯午前11時／３歳児から

◦ おはなしひろば　  
１・15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　  

２日㈭午前11時／下保谷児童センター
◦ 新町おはなしひろば　  

15日㈬午後３時30分／新町児童館／３
歳児から

６日㈪・13日㈪・20日㈪・27日㈪

休館日

※中央・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘図書
館は、17日㈮休館
※芝久保・谷戸図書館は、３・23日㈷休館

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。
a11月14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

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）
同士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午前10時～正午
● 11月７日㈫・田無総合福祉センター
●  11月25日㈯・防災センター
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１枚（会員証郵送用）・
ボールペン
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

　これまでに認定したサービス・ものづ
くり部門の店主が講師となり、その技術
や知識、商品の魅力をお伝えします。

b西東京いこいの森公
園（市民まつり会場内）
i11月９日㈭までに
電話でjへ
j西東京商工会p042－461－4573
◆産業振興課op042－438－4041

日時 内容 定員 講師店舗

11月11日㈯
午前11時～正午

ミニ畳作り
（和紙の畳表を使用。花瓶置き・
小物飾りなどにおすすめ）
d小学４年生以上

（４年生未満は親子一組で）
各

10人

タタミショップ
新幸

午後１時30分～
　　２時30分

老眼鏡の賢い選び方
d40歳以上 マイスターメガネ

西東京市一店逸品事業 逸品ゼミナール 参加者募集
市では、西東京商工会と協力して、モノやサービ
スなど個店独自の「逸品」を確立し、入りたくなる
店づくりへとつなげる事業を展開しています。

　お笑い・ダンス・寸劇・コーラスな
どさまざまなジャンルのパフォーマー
を募集します。中学・高校生年代の皆
さん、大きな舞台でパフォーマンスを
披露してみませんか。
※イベント名は変更の可能性あり

a・b２月３日㈯午後２時30分～４
時30分（予定）・西東京市民会館
□リハーサル　１月19日㈮・20日㈯
d市内または近隣中学・高校の生徒、
市内在住・在勤の高校生年代の個人・
団体
※詳細はjへお問い合わせください。
i11月１日㈬～22日㈬に、電話・E
メールで件名「中高生イベントプロジェ

クト出演希望」・代表者氏名（学校名・
学年）・電話番号・パフォーマンスの
ジャンルや内容をjへ
※出演時間は１演目当たり約10分。
応募状況・内容によっては出演希望に
沿えない場合があります。
j中町児童館p042－422－8800・
m jidoukan@city.nishitokyo.lg.jp
◆児童青少年課np042－460－9843

中学・高校生年代イベントプロジェクト

パフォーマンス翔！ 笑？！SHOW!!!
出演者
募集

会場 日時
住吉老人福祉センター ㈪午前
ひばりが丘福祉会館 ㈪午後
下保谷福祉会館 ㈭午前

会場 日時
老人福祉センター ㈭午後
新町福祉会館 ㈮午前
富士町福祉会館 ㈮午後

多文化体験 with Kids　いろんな国の音で遊ぼう♪
　親子で楽しくいろいろな国の文化を体
験します。
a11月23日㈷午前10時30分～正午
bイングビル
c楽器演奏・絵本・工作など（予定）
d０歳児～小学校低学年の親子
e10組（申込多数は抽選）
g２歳児以上１人当たり100円（材料費）

i11月13日㈪までに、Eメールで親子の
氏名・子どもの年齢・電話番号をjへ
j多文化共生センターp042－461－
0381・mwithkids@nimic.jp
◆文化振興課o
　p042－438－4040


