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凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎  o保谷庁舎

広報

二酸化窒素簡易測定の体験講座
参加者募集
５月24日㈮ 午前９時30分
エコプラザ西東京　
※当日、直接会場へ

　大気中の二酸化窒素の測定を体験し
ながら、大気汚染問題について学習し
ます。
　測定に使用するカプセルも作ります。▲

環境保全課p042－438－4042

地域活動紹介ゆめサロン あなたに
出来ること × こども食堂
６月１日㈯ 
午前10時～午後１時30分
田無公民館

　市内にはいろいろなこども食堂があ
ります。運営団体の皆さんから実際の
様子を紹介していただきます。こども
食堂を通して地域活動への扉を開けて
みませんか？
d在住・在学・在勤の方
e20人（申込順）
i５月23日㈭までに、電話・ファクス・
メールで住所・氏

ふり

名
がな

・電話番号をj
の「地域活動紹介ゆめサロン」係へ
※別途昼食代300円
j市民協働推進センター
　 p042－497－6950・l042－

497－6951・myumecollabo@
ktd.biglobe.ne.jp▲

協働コミュニティ課o
　p042－438－4046

語り部講演会 多磨全生園
「人権の森」を考える

６月１日㈯ 
午後１時30分～４時（受付：１時）
柳沢公民館　※当日、直接会場へ

　ハンセン病を正しく理解し、多磨全
生園の歴史や入所者の手によって植樹
され育まれてきた森、豊かな緑を後世

②在住･在勤･在学の中学生以上の方
で、１チーム４～７人の登録可（コー
ト内に男性１人まで）
e12チーム（申込順）
※競技方法は、ソフトバレーボール競
技規則に準ずる
※対戦組み合わせは大会当日に発表
i６月３日㈪（必着）までに、市k・
きらっとまたはスポーツ振興課（保谷
庁舎３階）で配布の申込用紙に記入し、
〒202－8555市役所スポーツ振興課

「ソフトバレーボール体験教室・大会」
係へ郵送・ファクス・持参
※ファクスで申込時は、要送達確認
※必ず実施要項をご確認ください。▲

スポーツ振興課op042－438－
4081・l042－438－2021

親子デイキャンプ参加者募集
６月16日㈰ 
午前10時～午後２時　※雨天決行
西原北児童館
d在住の４歳～小学３年生と保護者
e40組（申込多数は、５月31日㈮に
公開抽選）
□申込期間　５月16日㈭～30日㈭
※詳細は、市k・児童館で配布中の「親
子デイキャンプ申込書」をご覧ください。
j西原北児童館p042－464－3833▲

児童青少年課np042－460－9843

履いて快適！ 
布ぞうりを作ろう！（全２回）

６月22日㈯・29日㈯ 
午前10時～午後４時
エコプラザ西東京

　不用になった浴衣・シーツなどを細

に残していく「人権の森」構想について
考える機会として、語り部講演会を開
催します。
c ● 多磨全生園普及啓発DVD「ひい
らぎとくぬぎ」の上映　 ● 語り部講演
● 多磨全生園写真パネル展示
e120人（先着）
f平沢保治さん（多磨全生園入所者自治
会会長）
□共催　東村山市▲

協働コミュニティ課o
　p042－438－4046

親子自然あそびプログラム
６月15日㈯ 午前10時～正午
西東京いこいの森公園　※荒天中止

　自然と触れるあそびを楽しみながら、
乳幼児期の自然との関わり方を学びま
す。
d０～２歳児と保護者
e25人（申込順）
f（一社）遊心
g１組1,500円
※３人まで。１人追加500円（０歳児無料）
h飲み物・帽子・着替え・雨具・タオ
ル・虫よけグッズ・長袖・長ズボン・靴
i直接または電話でjへ
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

ソフトバレーボール
体験教室＆大会
６月16日㈰ 
① 体験教室：午前10時～11時30分
（受付：９時45分）

② 大会：午後１時～５時（受付：０
時45分）

スポーツセンター

d①在住･在勤･在学の小学生以上（小
学３年生以下は保護者同伴）
※個人・チーム不問

長く切り、編み台を使用する日本古来
の技法で布ぞうりを作ります。
※講座２日間の参加必須
d・e在住・在勤・在学で18歳以上
の方・20人（申込順）
f華工房
h土台・鼻緒・前

まえ

緒
お

用の木綿布、木
綿針、木綿糸（黒・白）、糸切りばさみ、
洗濯ばさみ５個、30㎝物差し、ゴム
通し、まち針５本、目打ち（お持ちの方）、
昼食
i５月17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
□事前説明会（いずれか１回参加必須）
６月15日㈯ ● 午前11時～11時30分

● 午後 １時～ １時30分
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

ハラスメントをめぐる課題と
対処法
～男女が共にいきいきと働くために～

６月24日㈪・27日㈭ 
午後２時～４時
国分寺労政会館

d労働者、テーマに関心のある方
e75人（申込順）
f新村響子さん（弁護士）
i電話・ファクス・市kからjへ
j東京都労働相談情報センター（国分
寺事務所）　※kあり

　p042－323－8511
　l042－323－8512▲

男女平等推進センター
　p042－439－0075

もっと知ろう！
楽しもう！イベントNEWS

　市と協働で市内の花壇41カ所に
花を植え管理をしている「西東京花
の会」では、ガーデニングの技術者
の募集をしています。西東京花の会
のメンバーと一緒に花と緑に包まれ
た安らぎのある地域環境づくりを実
践しませんか。
d花壇づくり・花苗づくり・バラ
栽培・ハーブ栽培・寄せ植え・園芸
福祉・コミュニティガーデン・ガー
デニング講座などに関しての知識や
技能（資格）・園芸の実務経験や関心

のある方
j西東京花の会 理事長 小山田勇治
　p080－5520－8842（kあり）▲

みどり公園課p042－438－4045

ガーデニングのボランティア技術者募集

西東京花の会では育苗センターで
花壇用に花苗を作っています。

地元農産物の即売会
　空き店舗を活用し設置された「東
伏見ふれあいプラザ」は、地元市民
の方を中心とした運営団体によって
地域活性化を目的とした事業を行う
拠点となっています。
　地元農業者ご協力
の下、収穫したての
野菜や鉢花の即売会
を開催しています。
a毎週㈮午前９時

（完売次第終了）

□ご利用ください
● 市の行政サービス機器（住民票等
自動交付機・図書貸出端末・公共施
設予約管理システムロビー端末）・
図書返却BOX設置　 ● サークルな
ど団体への事業スペース貸出（約７
m×４m・会議机など備品あり）
b・j東伏見ふれあいプラザ
　p042－466－1347　▲

産業振興課o
　p042－438－4041

東伏見
ふれあいプラザ

　児童館・児童センターの夜間開館
事業では、自習室を運営しています。

「習い事のあと」「保護者が帰宅する
まで」のスキマ時間に自習室を利用
してみませんか？

d中学・高校生年代
※学習イベントを実施
予定。詳細は市kをご
覧ください。
　　詳細はこちら →▲

児童青少年課np042－460－9843
a・b下表参照　※㈷を除く
田無柳沢
児童センター 毎週㈪ 午後

６時
～

９時

p042－464－3844

西原北児童館 毎週㈬ p042－464－3833
田無児童館 毎週㈮ p042－462－6237

自習室を利用してみませんか？
　姉妹・友好都市の福島県下郷町・
千葉県勝浦市・山梨県北杜市（須玉
町）の３都市の観光PRと特産品の販
売を行います。本物産展は、平成
14年から開催し、今年で18回目を
迎えます。この機会に３都市の魅力

に触れてみませんか。
□販売品目（予定）：別表参照
a５月19日㈰午前10時～午後４時
bアスタセンターコート▲

産業振興課o
　p042－438－4041 

姉妹・友好都市観光物産展

市町名 販売品目（予定）
福島県下郷町 じゅうねん味噌・くるみようかん・えごまごぼうなど

千葉県勝浦市 アジのひらき・勝浦タンタンメン（生麺）・サンマのひらきなど

山梨県
北杜市（須玉町） 花豆・ハチミツ・山菜など


