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ピアカウンセリング
①５月８日㈫ 
● 午前９時15分～10時
● 10時30分～11時15分
②５月９日㈬ 
● 午後２時～３時　 ● ７時～８時
※時間は相談に応じて調整します。
障害者総合支援センターフレンドリー

　親や障害者が相談員となり実体験を
基に、同じ立場から相談を受けます。
d・e①就学前～中学生の障害児の保
護者・各回１人
②中途失聴・難聴者または聴覚障害児
の保護者・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

平和事業についての話し合い
５月19日㈯ 午後２時
イングビル　※当日、直接会場へ

　市では、「非核・平和をすすめる西
東京市民の会」と共に毎年さまざまな
非核・平和事業を行っています。
c今年度の事業内容などの話し合い
e30人（先着）▲

協働コミュニティ課o
　p042－438－4046

女性のための経済・金融入門
～正しいお金の知識を身に付け
生活に生かそう～

５月27日㈰ 午後１時～３時
住吉会館ルピナス

　経済の仕組みやお金の流れを知り、
今後の生活に生かしてみませんか。
e30人
※保育あり：生後６カ月以上未就学児・
15人（申込順）
f清水洋介さん（㈱アルゴナビズ代表）
i５月１日㈫午前９時から、電話・
メールで「経済・金融入門」・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.nishitokyo.lg.jp

西東京市創業スクール（全５回）

６月２・９・16・23日、
７月７日の㈯
午後２時～６時
イングビル

　国の認定を受けた創業支援事業計画
に基づくスクールを開催します。創業
に必要な「４つの分野」を総合的に学び、
創業計画書の作成を目指します。
d創業に関心のある方、創業して間
もない方
g５回で3,000円（初回に集金）
j・i多摩信用金庫　創業支援担当
　 p042－526－7766（平日午前９時

～午後５時）▲

産業振興課op042－438－4041

女性が輝く職場づくりの処方箋
～キャリアとライフの両立支援について～

①６月８日㈮　②12日㈫ 
午後２時～４時
国分寺労政会館（国分寺市南町３－
22－10）

①女性活躍推進の基礎知識
c ● なぜ、女性活躍を推進するのか
● 女性活躍推進を支える法制度　
●「働き方改革実行計画」と女性活躍
f安中繁さん（特定社会保険労務士）
②先進企業の取組事例から～女性活
躍推進への取り組み～
c ● 女性のキャリア形成支援　 ● 仕
事と育児・介護の両立支援　 ● 管理職
の意識改革
f中村真悠子さん（㈱みずほフィナン
シャルグループ）
d・e使用者、企業の人事・労務管理
担当の方、テーマに関心のある方・各
75人
i電話・ファクス・kからjへ
j東京都労働相談情報センター
p042－323－8511・l042－323
－8512・kTOKYOはたらくネット
※手話サービスあり（必要な方は、セミ
ナー実施日の16日前までに申込）▲

男女平等推進センター
　p042－439－0075

大人のための朗読会
６月９日㈯ 午後２時～３時30分

（１時40分開場）
田無公民館　※当日、直接会場へ

c『焼けあとの白鳥』（長崎源之助作）・
『能州の景』眠る盃より（向田邦子著）ほか

e60人（先着）
□公演　田無朗読ボランティアの会▲

中央図書館p042－465－0823

小学生ドッジボール大会 
３・４年生
①７月７日㈯：４年生の部　
②　　８日㈰：３年生の部
午前９時～午後５時（予定）
スポーツセンター
d在住･在学の小学３・４年生各12～
23人で構成されたチーム
※試合人数12人（女子３人以上）
※ほかに成人の監督・コーチ・手伝い

（記録・タイマー）各１人
※試合人数12人
i各小学校、スポーツ振興課（保谷庁
舎３階）、市kで配布する参加申込書・
メンバー表を、６月11日㈪（必着）ま
でに、〒202－8555市役所スポーツ
振興課「ドッジボール大会」係へ郵送・
ファクス・持参
※ファクス申込時は、要送達確認
※審判・実技指導の派遣を、各小学校
２回（１回２時間まで）を上限に受け付け
ます（日程により受付不可の場合あり）。
※必ず実施要項をご確認ください。
□組み合わせ抽選会
a６月19日㈫午後６時30分
bスポーツセンター▲

スポーツ振興課op042－438－
4081・l042－438－2021

もっと知ろう！
楽しもう！イベントNEWS

日時 場所 内容
① ５月15日㈫

午後７時
　～９時

田無庁舎 多文化共生社会と地域日本語教育

② 22日㈫

イングビル

西東京市に見る外国人市民・
支援体制・市民活動

③ 29日㈫ 異文化コミュニケーション
ワークショップ

④ ６月５日㈫ 日本語
ボランティア
の活動

成人が日本語を
学ぶとき⑤ 12日㈫

⑥ 16日㈯午後２時～４時 田無庁舎 難民問題を知る・考える

⑦
21日㈭午後７時～９時 イングビル

日本語
ボランティア
の活動

外国につながる
子どもが日本語を
学ぶとは

19日㈫～７月９日㈪ 各日本語教室 日本語教室での見学・体験
⑧ ７月10日㈫午後７時～９時 イングビル 今後の活動に向けて

　市内には約4,300人の外国人住民
がいます。西東京市に暮らす日本人
と外国人住民が互いの文化などの違
いを楽しみ、理解し合いながら暮ら
せるよう、外国人住民の日本語学習
を支援する日本語ボランティアの入
門講座を開催します。
a・b・c下記参照
d外国人住民への支援活動に関心
があり、講座修了後の活動が可能で、
全８回の講座のうち、６回以上出席
できる方
e35人（申込者多数は抽選）
i５月15日㈫の講演会終了後に説

明会と受講申込受付
❖講演会「多文化共生社会と地域日
本語教育」
　日本に暮らす外国人をとりまく状
況や地域の日本語学習支援がどのよ
うに行われているか、知ってみませ
んか。
a５月15日㈫午後７時～９時
b田無庁舎　※当日、直接会場へ
e45人（先着）
f野山広さん（国立国語研究所）
□共催　多文化共生センター（NIMIC）▲

文化振興課op042－438－4040

日本語ボランティア入門講座

　認知症になっても安心して暮らし
続けるためには地域での見守り、
ちょっとした手助けが必要です。
□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のことです。
a５月19日㈯午後２時～３時30分

（１時45分開場）
b西原総合教育施設
c認知症の方を地域で支えるため
にはほか

d在住・在勤で、当講座を受講し
たことのない方
e30人（申込順）
※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
i５月14日㈪までに電話または
メールで住所・氏

ふり

名
がな

・年齢・電話番
号を下記へ▲

高齢者支援課op042－438－
4029・m f -kourei@city.nishi 
tokyo.lg.jp

認知症サポーター養成講座

　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・外出時の同行など
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。
□サポート会員になりたい方
　養成講習会を受講してください。
a・b・c下表参照
d・e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・30人（申込順）
i５月31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。
※11月に同様の講習会を開催予定
jファミリー・サポート・センター
事務局p042－438－4121　
※午前10時～午後５時▲

子ども家庭支援センター
　p042－425－3303

ファミリー・サポート・センター

■サポート会員養成講習会
日程 場所 内容

６月11日㈪
午前９時～正午

防災センター

オリエンテーション・
西東京市の子育て支援

午後１時～３時30分 子どもを預かる心構え

12日㈫
午前９時30分～正午 子どもの生活と遊び
午後１時～４時 子どもを安全に預かるために

13日㈬
午前９時30分～正午 子どもの心の発達とかかわり
午後１時～２時30分 緊急救命講習

14日㈭ 午前９時～正午 登録説明会・修了式


