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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

多摩六都フェア
パラアート展覧会 絵画作品募集
　障害の有無に関わらず、誰もが文
化芸術に親しめるようパラアート展
覧会に飾る絵画作品を募集します。
□テーマ　「この街と生きる！」
募集した作品は圏域５市を順番に
回って展覧会を行い、表彰式も行い
ます。展覧会を彩るようなすてきな
作品をお待ちしています。
d圏域５市（西東京・小平・東村山・
清瀬・東久留米市）に在住・在学で
障害のある方
i９月２日㈪～11月29日㈮

❖展覧会
a令和２年１月28日㈫～２月２日㈰
bコール田無
※上記期間以外に、圏域５市の公共
施設でも展示します。
❖表彰式
a・b２月２日㈰・コール田無
※受賞者へは賞状と賞品を贈呈▲

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

市役所の仕事を知ろう！ 課題検討
型インターンシップの募集
８月22日㈭ ● 午前10時　 ● 午
後１時　 ● ３時15分（３回実施）
田無庁舎５階
d大学３年生、大学院１年生、短大・
専門学校１年生
e各回35人まで（申込多数は抽選）
※詳細は市kをご覧ください。▲

職員課np042－460－9813

NPO等企画提案事業 「親子で
藍染め体験」参加者募集！
８月22日㈭ 午前10時～正午
下保谷四丁目特別緑地保全地区
cハンカチの藍染め、藍の畑の見学
d在住の小学生と保護者
e15組（申込順）　
※子どもは３年生以上１人まで

h飲み物・タオル・帽子・防虫スプ
レー・ビニール手袋（可能なら）
※汚れてもいい服装、防虫のため服の
上に羽織るものをお持ちください。
i８月５日㈪午前９時から、電話・ファ
クスで住所・保護者氏名・子どもの氏
名と学年・電話（ファクス）番号をjへ
j下保谷の自然と文化を記録する会・
萩原p042－423－5796▲

協働コミュニティ課o
　p042－438－4046

コミュニティーガーデナー
養成講座（全６回）

９月３日～令和２年２月の
第１㈫ （11月のみ第１㈬） 
午後１時30分～４時
西東京いこいの森公園
c草花を育てる技術、ハーブの楽しみ
方、園芸福祉の理論と実践、プロナチュ
ラリストによる公園の楽しみ方など

d・e在住・在勤で、花いっぱい運動
に興味のある方・30人（申込順）
g4,000円（資料・教材費）
i８月23日㈮（消印有効）までに、は
がきで住所・氏名・電話番号を〒188
－0011西東京市田無町４－21－８－
103小山田勇治付NPO法人西東京花
の会「コミュニティーガーデナー養成
講座」係へ
□共催　NPO法人西東京花の会
　p090－5768－2744（横山）▲

みどり公園課p042－438－4045

創業スクール（全５回）

９月６・13・20・27日、
10月11日の㈮
午前９時30分～午後０時30分
住吉会館ルピナス

　国の認定を受けた創業支援等事業計
画に基づくスクールです。
　創業に必要な「４つの分野」を総合的
に学びます。
d・e創業に関心のある方、創業して
間もない方・30人
※保育あり（１回500円）満１歳～未就
学児・６人（申込順）
g５回で3,000円（初回に集金）
i電話でjへ
j西東京創業支援・経営革新相談セン
ターp042－461－6611▲

産業振興課op042－438－4041

選挙のポスターを描いてみよう！
d在住・在学の小学生～高校生
i９月６日㈮（必着）までに、作品の裏側
右下に学校名・学年・氏

ふり

名
がな

を記入し、〒202
－8555市役所選挙管理委員会事務局へ

（学校提出の場合は、各学校の期限まで）
□ 作品規格　
●  画材は自由（紙や布など、絵の具だ

けに限らない）
●  画用紙の四つ切り（542㎜×382㎜）、

八つ切り（382㎜×271㎜）、または
それに準じる大きさ

□そのほか
●  全応募作品を学校名および学年のみ

表記して市kへ掲載
●  応募作品の一部は、西東京市民まつ

りで模擬投票を行う際の対象作品と
する予定

●  応募作品の一部は、市の優秀作品と
して東京都選挙管理委員会へ推薦

※東京都で優秀作品に選ばれると学校
名・学年・氏

ふり

名
がな

が公表され、全国審査
に提出されます。▲

選挙管理委員会事務局o
　p042－438－4090

バラ栽培実践教室（全６回）

９月６日～令和２年２月の
第１㈮ （１月のみ第２㈮）
午後１時～３時30分
講義：西東京いこいの森公園
実践：保谷町ローズガーデン

　市内の公共花壇でバラ園を管理して
いるボランティア団体による講義（第
１～３）と実技（第４～６）の講座です。
e30人（申込順）
g5,000円（教材・資料代など）
i８月30日㈮（消印有効）までに、往復
はがきで住所・氏名・電話番号・バラ
栽培での悩みを〒188－0011田無町
４－21－８－103小山田勇治付NPO
法人西東京花の会「バラ栽培教室」係へ
□共催　NPO法人西東京花の会
　p080－5520－8842（小山田）▲

みどり公園課p042－438－4045

ねむっている着物で
チュニックを作ろう！
９月13・20・27日㈮ 
午前10時～午後３時30分
エコプラザ西東京

　たんすの中に眠ったままの着物や反
物をチュニックにリフォームして、も
う一度活用しましょう。
d在住・在勤・在学の18歳以上で、
３日間とも参加できる方
e15人（申込順）
h着なくなった着物（１枚分）または反
物（１反分）・ボタン（直径１～1.5㎝）１個

（くるみボタン可）・バイアステープ（市
販のものまたは共布でも可）・裁縫道具
一式・くけ台・かけはり（あれば）・昼食
※９月６日㈮午前９時30分～午後２
時に布地の確認を行います。
i８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
※午前９時～午後５時▲

環境保全課p042－438－4042

もっと知ろう！
楽しもう！イベントNEWS

ようこそ としょかんへ 8 月

◦ おはなしおばさんのおはなし会　  
４日㈰午前11時

◦ にこにこおはなし会　１・15日㈭午前
11時／１～２歳児と保護者

◦ サンサンおはなし会　  
18日㈰午前11時／３歳児から

◦ おはなし会　１・８・15・29日㈭午後
３時30分／３歳児から

◦ 蚊帳の中のおはなし会　  
22日㈭午後３時30分／３歳児から

◦ ちいさなおはなしひろば　９・23日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなしひろば　  
９・23日㈮午後３時30分／３歳児から

◦ おはなしのへや　10・24日㈯午後３時
30分／５歳児～小学３年生

◦ ちびっこおはなし会　  
14日㈬午前11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなし会　１・８・15・22日㈭午後
４時／３歳児から

◦ ちびっこおはなし会　７・21日㈬午前
11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなし会　  
14・28日㈬午後３時30分／３歳児から

p042－465－0823
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

中  央  

p042－421－3060
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

保谷駅前  

p042－465－9825
火～日　午前10時～午後６時

芝久保   

p042－421－4545
火～日　午前10時～午後６時

谷  戸   

◦ ちいさなおはなしひろば　２・９日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者

◦ わくわくドキドキ紙芝居　  
10日㈯午前11時

◦ おはなしひろば　  
毎週㈬午後３時30分／３歳児から

◦ ちいさなおはなしひろば　２・９・23
日㈮午前11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなしひろばサタデー　  
３日㈯午前11時／３歳児から

◦ おはなしひろば　  
７日㈬午後４時／３歳児から

◦ 夏のおはなしひろば　  
21日㈬午後４時／３歳児から

児童館・児童センターとの共催行事
◦ はじめてのページ 　  

１日㈭午前11時／下保谷児童センター

５日㈪・13日㈫・
19日㈪・26日㈪

※ 中央・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘図書館は、16
日㈮休館

※芝久保・谷戸図書館は、12日㉁休館

休館日

p042－464－8240
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

柳  沢  

p042－424－0264
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

 ひばりが丘  

乳幼児～小学生を対象としたおはなし会など、
いろいろな行事を行っています。
お問い合わせは各図書館へ。

英会話カフェ＠児童館
c英会話カフェとは、決まったカリ
キュラムがなく、外国人の方と気軽
に英会話を楽しむためのカフェのよ
うな空間です。この英会話カフェを

児童館で無料開催します！英会話が
初めての方大歓迎です。日本人スタッ
フがコミュニケーションをサポート
します。ぜひご参加ください！

d中・高校生年代
e各日10人
i期日までに、住所・氏名・学年・
学校名・電話番号・参加希望日程を
電話・メール（件名「英会話カフェ申
込み」）で
※申込期限を延長しました。

▲

児童青少年課n
　p042－460－9843
　m jidoukan@city.
　nishitokyo.lg.jp

　詳細はこちらから➡

場所 日時 申込期限
田無柳沢児童センター
p042－464－3844 ８月５日㈪

午後６時30分
　～７時45分

８月２日㈮

田無児童館
p042－462－6237 23日㈮ 21日㈬


