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「みんなの伝言板」（サークル紹介）は、
　個人情報が含まれているため、
　削除してあります。

胃がん検診申込期間の変更があります。詳細は市kまたは７月15日号でお知らせします。　

▲

健康課op042－438－4021

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
６月23日㈯、７月７日㈯ 
午前10時〜正午
防災センター

　地域の中で子どもを預けたい方
（ファミリー会員）と子どもを預かる方
（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。
e各20人（申込順）
※保育あり。１歳以上５人まで

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

早稲田大学野球教室の観覧
６月24日㈰ 
午前８時45分〜午後３時　
早稲田大学東伏見キャンパス 
安部球場ほか

※当日、直接会場へ。雨天中止

　市内少年野球チームを対象とした野
球教室です。迫力あるプレーを、ぜひ
ご観覧ください。
□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・早稲田大学野球部・早稲田大学
準硬式野球部など▲

スポーツ振興課o
　p042－438－4081

「ほっとネットを知ろう！」
〜住みよいまちづくりには、
あなたのちからが必要です！〜

６月30日㈯ 午後２時〜３時30分
コミュニティカフェ「仙人の家」

（東伏見５－９－６）

□ほっとネット推進員を募集します
日々の生活で感じた疑問や気づきを地
域福祉コーディネーターへつなぎ、解
決のために協力してくださる市民の方
＝「ほっとネット推進員」の話を聞いて
みませんか？ 
cほっとネットの活動紹介・登録につ
いて・ボランティア保険について
e20人
i６月25日㈪までに、電話・ファクス・
メールで住所・氏

ふりがな

名・電話番号をjへ
jほっとネット保谷ステーション
　p042－438－9205
　l042－421－4310
　mhot-net@n-csw.or.jp▲

生活福祉課o
　p042－438－4024

ワルナスビ抜き取り大作戦
７月１日㈰ 
午前９時30分〜11時30分
西東京いこいの森公園
※雨天中止。当日、直接会場へ

　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小学校高学年以上（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

障害児（者）対象の水泳事業
７月28日㈯、８月25日㈯ 
午後１時〜３時／けやき小学校
e各20人（応募多数は抽選）
g保険代（各回、参加者・介助者とも
に30円）
h水着・水泳帽・タオル・浮輪（必要
な方）・水筒
iあくあ・じょい尾崎l042－465
－1538（申込用紙は下記窓口またはk
でダウンロード可）▲

障害福祉課op042－438－4033

多摩北部広域子ども体験塾
空飛ぶたまろく調査団
①飛行機整備工場と所沢航空発祥
記念館の見学　
８月８日㈬・９日㈭・10日㈮・
12日㈰・16日㈭・17日㈮の
いずれか１日 
各日午前８時30分〜午後６時（予定）
羽田空港飛行機整備工場・所沢航空
発祥記念館
②紙飛行機ワークショップ 
９月15日㈯〜17日㈷ 
各日午前10時〜正午または午後１
時30分〜３時30分のいずれか１回
多摩六都科学館

　飛行場見学や熱気球制作などを通し
て空を飛ぶことのしくみを体験しよ
う！ 詳細はjのkまたは各小・中学
校に配布されるチラシをご覧ください。
d多摩六都地域に在住・在学で、①・
②ともに参加できる小学１年生〜中学
３年生
e各回30〜60人程度（申込多数は抽選）
i６月30日㈯までに、jのk専用
フォームまたははがきで、第１・第２
参加希望日（①は日付のみ、②は日付・
時間）・氏

ふりがな

名・性別・学校名・学年・
住所・電話番号をjの「多摩北部広域
子ども体験塾」係へ
j多摩六都科学館〒188－0014芝久
保町５－10－64・p042－469－6100▲

企画政策課np042－460－9800

ビジネスプランコンテスト
参加者募集
〜ここからはじまる私の挑戦〜
受付期間 ８月１日㈬〜９月30
日㈰ （必着）

　本コンテストは、意欲的な個人また
は事業者を発掘するとともに、地域の
起業・創業モデルとなる人材を育成す

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

着衣泳を学んで
水の事故を防ごう！
７月１日㈰ 午後３時30分〜５時
スポーツセンター

　着衣泳は服を着たまま水に落ちたこ
とを体験し、救助されるまで浮き続け
呼吸を確保する対処法です。夏の海や
川を楽しむためにも事前に学んで水の
事故を防ぎましょう。
d小学生以上（プールサイドでの保護
者の見学可）　
※小学３年生以下は保護者も入水
e50人（申込順）
hぬれてもよいきれいな運動靴（サン
ダル不可）と衣服（厚手の長袖・長ズボ
ン）・空の２ℓのペットボトル（キャッ
プ付き）・レジ袋・ゴーグル（任意）・
水着・タオル
i６月17日㈰からスポーツセンター・
きらっと・総合体育館の窓口にて
jスポーツセンター
　p042－425－0505▲

スポーツ振興課o
　p042－438－4081

しごとフェア in西東京
就職面接会＆対策セミナー
７月６日㈮／きらっと

　約10社が参加する合同就職面接会
です。当日午前中には面接対策セミ
ナーを開催します。受講して午後すぐ
に面接を受けることもできます。
　年齢制限はありません。就職相談
コーナーも開設しますので、お気軽に
ご参加ください。
❖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k・jのkなどで公開
※車での来場はご遠慮ください。
□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o
　p042－438－4041

ささえあい訪問協力員養成研修
７月19日㈭ 午後１時〜４時10分
田無総合福祉センター

c市内で一人暮らしをする高齢者の
見守り活動
d・e在住の方・20人（申込順）
h年齢確認書類（保険証など）・認め印
i７月18日㈬までに、電話・ファクス・
メールで住所・氏名・電話番号をjへ
j西東京市地域サポートりんく
p042－497－4163・l042－497
－4164・m seikatsu@n-csw.or.jp▲

高齢者支援課o
　p042－438－4029

ることを目的としています。実施期間
中、専門家によるビジネスプラン作成
およびプレゼンテーション技術に関す
るサポートを実施します。
d ● これから起業・創業を目指す方　
● 事業開始後３年以内の事業者　 ● 既
に事業を営み、新たな事業を開始予定
の方または開始後間もない方
□１次審査　書類審査
□２次審査　プレゼンテーション審査
□最終審査　公開プレゼンテーション
審査
□賞　 ● グランプリ15万円　 ● 準グ
ランプリ７万円　 ● オーディエンス賞
３万円ほか

※応募数・審査結果により、賞の内容
を変更する場合があります。
※詳細は、専用kをご覧ください。
i期間中に募集要項を専
用kよりダウンロードし、
申込用紙に必要事項を記
載の上、下記メールアド
レスへ
m jimu@nishitokyo-bizcon.com▲

産業振興課op042－438－4041

「はつらつサロン」に参加して
みませんか？
　閉じこもり予防を目的としたサロン
です。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

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
老人福祉センター

（田無総合福祉センター内） ㈭午後
新町福祉会館 ㈮午前
富士町福祉会館 ㈮午後
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・e外出機会の少ない、在住で65
歳以上の方・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

専用k

もっと知ろう！
楽しもう！イベントNEWS

※特に記載のないものは、無料です。
※内容についてのお問い合わせは、各サークルへお願いします。

  ごみの出し方 ワンポイント
■事業所から出るごみは自己処理を
　事業所から出る廃棄物については
西東京市一般廃棄物指定収集袋で出
すことはできません。西東京市一般
廃棄物処理業の許可を所持している
業者との直接契約になります。許可

業者一覧については市kの事業者
向け情報>お知らせ>事業系ごみの
処理について>一般廃棄物処理業許
可業者一覧で確認してください。▲

ごみ減量推進課
　p042－438－4043


