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日本語ボランティア入門講座公開講座
難民問題を知る・考える
６月16日㈯ 午後２時～４時
田無庁舎２階

　地域に暮らす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入門
講座を開講しています。その中の１講
座を公開講座として実施し、難民の方
の日本での暮らしや、日本での難民の
受け入れについて学びます。
e15人（申込順）
f鶴木由美子さん（認定NPO法人難民支
援協会）
i６月11日㈪までに、メールで件名

「６/16公開講座」・住所・氏名・電話
番号・メールアドレスを下記へ▲

文化振興課op042－438－4040・
mbunka@city.nishitokyo.lg.jp

先輩ママに話してみませんか？
教えて！ペアレントメンター

（座談会）

６月18日㈪ 
午前10時～11時30分
住吉会館ルピナス

c発達障害のある子を育てた親（ペア
レントメンター）に相談したり経験談
を聞くことができます。
d幼児・小学生のお子さんの親
i６月15日㈮までに電話で下記へ
※当日参加も可▲

障害福祉課op042－438－4034

男女共同参画週間事業と講演会
①６月22日㈮～29日㈮　
②　　28日㈭ 午前10時～正午
住吉会館ルピナス

　平成30年度のキャッチフレーズは
「走り出せ、性別のハードルを超えて、
今」になりました。本市でも、週間事
業を開催します。
c①パネル展示（男女共同参画川柳）
②講演会「女性の生きにくさを考える
～母娘関係、産後のしんどさ、母がキ
レちゃう、その他いろいろ考えます～」
f田房永子さん（漫画家）
e40人　※保育あり：生後６カ月以
上未就学児15人（申込順）
i６月１日㈮午前９時から、電話・メー
ルで件名「男女共同参画講演会」・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

武道体験会
６月24日㈰ 
午後１時～５時（受付：０時30分）
スポーツセンター　
※当日、直接会場へ

　日本伝統の武道を体験しませんか？
　初心者大歓迎です。
□種目　剣道・柔道・弓道・空手・躰
道・少林寺拳法・太極拳・なぎなた
d在住・在勤・在学の小学生以上
※種目によっては幼児も可
h上履き・飲み物・タオル
※詳細は、jのkへ
jNPO法人西東京市体育協会
　p042－425－7055▲

スポーツ振興課o
　p042－438－4081

環境に優しいエコ素材
クラフトバンドでかごを編もう！
６月25日㈪ 午前10時～正午
エコプラザ西東京

　再生紙を使ったクラフトバンドで、
すてきなかごを編みましょう。
d在住・在勤・在学で18歳以上の方
e20人（申込順）
g500円（材料費）
h木工用ボンド（速乾性）、はさみ、定
規（15～30㎝）またはメジャー、洗濯ば
さみ５個、ぬれ布巾（ボンド拭き取り用）
i６月６日㈬午前９時から、電話・
ファクス・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・
mecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp▲

環境保全課p042－438－4042

※実際の色と異なる場合があります

絵本の読み聞かせ講座（全２回）

６月29日㈮、７月６日㈮ 
午前10時～正午
谷戸図書館

d両日参加できる在住の方で、次の
いずれかに該当する方
●  現在小学校・保育園・図書館などで

絵本の読み聞かせを行っている（始
めて１年以内の方）・行う予定がある

●  小学校・保育園での読み聞かせに関
心がある
c絵本の選び方・読み聞かせの実演
e20人（現在読み聞かせを行っている
方・行う予定のある方を優先し、申込
者全員に６月19～21日ごろ結果を電
話で通知）
i６月５日㈫～14日㈭午前10時～午
後６時に下記へ直接または電話▲

谷戸図書館p042－421－4545

西東京市民文化祭展示の部
個人参加者募集 事前説明会
７月５日㈭ 午前９時30分
柳沢公民館

　今までに制作した絵画、写真、手工
芸品などの作品を展示しませんか？
※事前説明会へは作品の持参不要
● 最終打ち合わせ：９月下旬（予定）
●  展示：10月27日㈯～29日㈪・柳沢

公民館
●  作品搬入：26日㈮・搬出：29日㈪
d在住・在勤・在学で、上記日程全
てに参加できる方
□点数　お１人１～３作品展示予定
i６月28日㈭（消印有効）までに、住所・
氏名・年齢・電話番号・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・メール・持参（保谷庁舎３階）▲

文化振興課op042－438－4040・
l042－438－2021・mbunka@
city.nishitokyo.lg.jp

もっと知ろう！
楽しもう！イベントNEWS キッズルーム

子育て世代向け情報
※市からの連絡帳（２・３面）も

ご覧ください。

　学童クラブは、就労・病気などで昼
間家庭にいない保護者に代わり、生活
指導などを行います。今回は通年の募
集とは別に夏休み中だけの期間限定募
集です。
※保護者が就労しておらず、求職活動
中の場合は申請不可
□入会期間　７月23日㈪～８月31日㈮
d小学１～４年生（障害児は６年生まで）
□申請用紙　６月１日㈮より市k・児
童青少年課（田無庁舎１階）・市民課（保
谷庁舎１階）・児童館・学童クラブで配布
i６月４日㈪～22日㈮に、必要書類
を児童青少年課へ持参
※６月21日㈭・22日㈮は午後８時まで

※児童青少年課以外での申請は不可

※施設の利用状況および申請状況によ
り、希望の学童クラブにならない場合
や入会できない場合があります。
※現在、入会申請し待機中の方も、別
途入会申請手続きが必要です。
※詳細は入会案内・市kをご覧くだ
さい。▲

児童青少年課np042－460－9843

夏休み期間限定 学童クラブ入会者募集

おいしいお菓子作り

　　　　赤ちゃん集まれ～♪

▲

保育課np042－460－9842

　地域子育て支援センターでは、毎月
赤ちゃんと保護者の方が気軽に楽しめ
る集いを行っています。ぜひご参加く
ださい！
　センター・児童館・
公 民 館 な ど、 市 内
14カ所で開催して
います。詳細は、セ
ンターkをご覧ください。
a午前10時～11時30分
※１ ７月のみ午後３時30分～４時30分
※２ ７月のみ午後１時45分～３時
d８カ月までの乳児と保護者、妊婦

□赤ちゃんのつどい日程（６・７月）
会場（同保育園内） 日程

センターすみよし ６月25日㈪
７月13日㈮

センターけやき ６月22日㈮
７月20日㈮

センターやぎさわ ６月18日㈪
７月 ９日㈪

センターなかまち
※１

６月12日㈫
６月26日㈫
７月26日㈭

センターひがし
※２

６月 ４日㈪
７月 ２日㈪

　西東京市体育協会では東京都体育
協会の支援を受けて、シニア（60歳
以上）とジュニア（高校生以下）を対
象とした事業を行っています。

※詳細はjへお問い合わせください。
jNPO法人西東京市体育協会p042
－425－7055・l042－439－3395▲

スポーツ振興課o
　p042－438－4081

シニアスポーツ振興事業・
ジュニア育成地域推進事業

□シニアスポーツ振興事業
種目 日時 場所 問い合わせ

ソフトボール
親睦大会

８月５日・12日㈰
午前９時

市民公園
グラウンドほか

吉田p090－2630－0622

ティーボール大会 11月24日㈯午前９時 ひばりアム 小川p042－465－1226

卓球練習会 ９月８・22・29日㈯
午前９時 総合体育館 体育協会事務局

バドミントン
交流会 １月27日㈰午前９時 総合体育館 佐藤p042－469－9166

バレーボール大会 11月３日㈷午前９時 スポーツセンター 望月p042－427－3456
ダンスパーティー

（ダンス講習と
ミニコンペ）

７月16日㈷、
11月11日㈰
午前９時

きらっと 蛯谷p090－9150－9907

ターゲット
バードゴルフ
講習会

９月20・27日㈭
正午 ひばりアム 大西p042－461－9084

グラウンド
ゴルフ大会

10月18日㈭
午前９時 向台運動場 体育協会事務局

バドミントン・
トリプルス講習

８月４日㈯
正午 きらっと 姉松p042－463－6334

ソフトボール
SC大会

９月19日㈬
午前９時

市民公園
グラウンド 吉田p090－2630－0622

□ジュニア育成地域推進事業（教室）
種目 日時 場所 問い合わせ

小・中学生
ソフトボール

８月２日㈭・３日㈮
午前９時

市民公園
グラウンド 吉田p090－2630－0622

陸上競技 ８月５日㈰・11日㈷・
12・26日㈰午前９時

市内中学校
グラウンドほか

保谷p042－421－1873

中学生
バドミントン

７月26日㈭・27日㈮、
８月２日㈭・３日㈮
午前９時

総合体育館 佐藤p042－469－9166

バレーボール ７月22日㈰、
10月14日㈰午前９時

総合体育館・
スポーツセンター 望月p042－427－3456

なぎなた ６月17日㈰午前10時 田無小学校 鈴木p042－422－6969


