
8 令和元年（2019年）6月1日号

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

ピアカウンセリング
６月11日㈫ 
● 午前９時15分～10時
● 10時30分～11時15分
※時間は相談に応じて調整
障害者総合支援センターフレンドリー

　障害児の親や障害者が相談員となっ
て同じ立場からお話を伺い、一緒に考
えます。
d・e就学前～中学生の障害児の保護
者・各回１人
※グループでの相談も可。代表の方が
お申し込みください。
i電話・ファクスで下記へ
j相談支援センターえぽっく
　p042－452－0075
　l042－452－0076

子ども日本語ボランティア入門講座
公開講座 「外国籍市民との
コミュニケーション」
６月18日㈫ 午後２時～４時
田無庁舎２階

　外国人にも分かるように配慮された
「やさしい日本語」を用いた外国人との
コミュニケーションについて学びます。
e10人（申込順）
f土井佳彦さん（NPO法人多文化共生リ
ソースセンター東海）
i６月14日㈮午後５時までに、電話・
メールで氏名・電話番号を下記へ▲

文化振興課o
　p042－438－4040
　mbunka@city.nishitokyo.lg.jp

ほっとネット推進員登録研修会
６月25日㈫ 午後２時～３時30分
イングビル

　日々の生活の中で感じた疑問、気づ
いたこと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」
を募集しています。「地域をよくした
い」「地域を知りたい」「学びたい」という
方であれば、どなたでも登録できます。
c ● ほっとネット事業の説明
● ほっとネット推進員からの活動報告
● ほっとネット推進員の登録
e30人（先着）
i６月20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op042－438－4024

男女共同参画週間事業と講演会
①６月22日㈯～30日㈰
②30日㈰ 午前10時～正午
住吉会館ルピナス

　今年度のキャッチフレーズは『「男女
共同参「学」」「知る 学ぶ 考える 私の人
生 私がつくる」』となりました。本市
でも、週間事業を開催します。
c①パネル展示
②講演会「ディズニーアニメのヒロイ
ンから考える現代の女性像～メディア
の女性の描き方を考える～」
　夢見るプリンセスたちの幸せ像の変
化をとおして現代女性の生き方を考え
ていきます。

多摩北部広域子ども体験塾
「たまろく自然と都会の
サバイバル！」
　自然界を楽しむテクニックや、防災
に関するさまざまな知識・技術を学ぶ
体験をします。
　夏は野外でロープワーク・火おこし
など、秋は災害時を生き抜くためのス
キルを学ぶプログラムを実施します。
□夏季プログラム　「自然の中のサバ
イバル」
a７月29日㈪・30日㈫、８月７日㈬・ 
８日㈭・９日㈮のうちいずれか１日 
各日午前８時～午後６時（予定）
b都立舎人公園
□秋季プログラム　「防災体験施設　
そなエリア東京」見学
a９月15日㈰・16日㈷のうちいずれ
か１日
b防災体験施設　そなエリア東京
d多摩六都地域（小平・東村山・清瀬・
東久留米・西東京市）に在住または在
学の小学１年生～中学３年生で、夏季
プログラムと秋季プログラムの両方に
参加できる方（定員の都合により、夏

f治部れんげさん（ジャーナリスト）
e40人　※保育あり：生後６カ月以
上の未就学児15人（申込順）
i６月３日㈪午前９時から、電話・
メールで件名「男女参画講座」・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

協働のまちづくりワークショップ
７月４日㈭ 午後１時30分～４時30分
田無庁舎５階

　市民と市職員がテーマについて学び
ます。一緒に理解を深めませんか？
c講演およびワークショップ「全ての
ひとにやさしい『こどもにやさしいま
ちづくり』」
d協働に関心のある市内の市民活動団
体・企業・自治会の方など

e30団体30人（申込順。１団体１人まで）
f林大介さん（首都大学東京特任准教授）
i６月27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
「協働のまちづくりワークショップ」係へ
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

たまエコライフ探訪
西東京市の井戸を探る
７月６日㈯ 午後１時30分～４時
※雨天実施
集合：保谷庁舎ロータリー（１時15分）
下保谷の個人宅の井戸・旧高橋家屋
敷林の井戸・明保中学校の震災用井
戸・エコプラザ西東京

　３カ所の井戸を見学して地下水につ
いて学びます。
d・e在住・在勤・在学で18歳以上
の方・15人（申込順）
h筆記用具・雨具・飲み物・虫よけ
※移動は、市のマイクロバス利用
i６月７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

女性のための自分史講座
７月９日㈫ 
午後２時～４時
住吉会館ルピナス

　あなたの半生を振り返る中でいろい
ろなことに気づき、またあなたの人生
を大切な誰かに伝えるために、自分史
を作ってみませんか。
e30人　※保育あり：生後６カ月以
上の未就学児15人（申込順）
f遠藤裕行さん（自分史活用アドバイ
ザー）
i６月３日㈪午前９時から、電話・
メールで件名「自分史講座」・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

季プログラムのみの参加となる場合あり）
e各日60人程度（応募多数は抽選）
ijのk専用フォームまたははがき
で、夏季・秋季プログラムともに第１・
第２参加希望日・住所・氏

ふり

名
がな

・性別・
学校名・学年・電話番号をjの「多摩
北部広域子ども体験塾」係へ
※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。
※食事あり。参加者には改めて食品ア
レルギーの有無を伺います。
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n
　p042－460－9800

もっと知ろう！
楽しもう！イベントNEWS

NPO市民フェスティバル実行委員募集
　１月に開催予定の「第11回NPO
市民フェスティバル」の企画・運営
を通してまちとつながり、充実した
時間を過ごしませんか。
※実行委員会は、毎月１回開催予定
□第１回実行委員会
a６月27日㈭午後６時30分～７時
30分
bイングビル
e15人（経験・年齢・性別など不問）

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の「NPO市民フェスティバ
ル実行委員」係へ
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

西東京市民文化祭展示の部 
個人参加者（出品者）募集
　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：７月10日㈬午前10
時・柳沢公民館
※作品の持参不要
● 最終打ち合わせ：９月下旬（予定）
●  展示：10月19日㈯～21日㈪・柳

沢公民館
●  作品搬入：18日㈮午後１時～５時
 搬出：21日㈪午後４時～５時
d在住・在勤・在学の方で、上記

日程全てに参加できる方
※１人１～３作品展示予定
i６月27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（保谷庁舎３階）へ郵送・
ファクス・メール・持参▲

文化振興課o
　p042－438－4040
　l042－438－2021
　mbunka@city.nishitokyo.lg.jp

究極のエコハウス 土蔵の魅力
　夏は涼しく、冬は暖かいといわれ
る土蔵を見て、その役割や構造を学
びます。
a６月15日㈯午後１時30分～３時
30分　※雨天決行
b下保谷四丁目特別緑地保全地区
集合：屋敷林正門前（１時15分）
d在住・在勤・在学で小学生以上の
方（小学生は保護者同伴）
e20人（申込順）
f鈴木賢次さん（西東京市文化財保護
審議会会長）
h筆記用具・懐中電灯・汚れても
いい服装・雨具・飲み物・虫よけス
プレー・タオル・マスク
i６月３日㈪午前９時から、電話・
ファクス・メールで氏名・住所・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

旧高橋家の土蔵

（正）毎週㈮午後６時～９時

お詫びして訂正します

　５月15日号の６面「自習室を利用し
てみませんか？」の記事において、田
無児童館の夜間開館日に誤りがありま
した。正しくは次のとおりです。


