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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

保育園保育士就職フェア
９月７日㈯ 午前10時～午後４時
田無庁舎２階

　市内の民営保育園が合同で保育士の
就職説明会を開催します。保育士とし
て市内で就職をお考えの方は、人事担
当や現役保育士と話せるチャンスです。
jきたしば保育園p042－465－7182▲

保育課np042－497－4926

認知症サポーター養成講座
９月14日㈯ 午後２時～３時30
分（１時45分開場）
下保谷福祉会館

□認知症サポーターとは
認知症を正しく理解し、地域で生活して
いる認知症の方や家族を見守り、自分
でできる範囲で支援する方のことです。
c認知症の方を地域で支えるためにはほか

d在住・在勤の方で、当講座を受講し
たことのない方
e30人（申込順）
※参加者にはオレンジリング贈呈
※５人以上集まれば市内出張講座可
i９月９日㈪までに、電話またはメール
で住所・氏

ふりがな

名・年齢・電話番号を下記へ▲

高齢者支援課o
　p042－438－4029
　m f-kourei@city.nishitokyo.lg.jp

障害者サポーター養成講座 初級編

９月28日㈯ 午後３時～４時
谷戸公民館

　障害のある方が困っているときに
ちょっとした手助けをする障害者サ
ポーター養成講座（初級編）です。
※参加者にはサポーターの証しである
サポートバンダナ・キーホルダーを贈呈
cヘルプカード・ヘルプマークとはなど

i前日までに電話でjへ
j社会福祉法人さくらの園・カノン
　p042－452－7062▲

障害福祉課op042－438－4033

秋のENJOY
ニュースポーツ交流会
９月29日㈰ 
午前９時20分～11時30分
スポーツセンター（受付：９時から）

cユニカール・ボッチャなど

ストーンやボールをいかに標的に近づ
けるかを競います。
d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）
e36人（申込順）
※チーム（１チーム３人）での申込も可
h室内用運動靴・タオル・飲み物など

i９月13日㈮までに、電話で住所・
氏名・年齢・電話番号を下記へ
※障害のある方は、ご相談ください。▲

スポーツ振興課op042－438－4081

大人の野外活動
小江戸川越七福神巡り
10月１日㈫ 
午前９時30分～午後３時
集合・解散：本川越駅（西武新宿線）
※小雨決行
d15歳以上（中学生以外）で８㎞以上
をウオーキングするのに問題のない方
e30人（申込順）
g3,500円（昼食・保険代）
i９月４日㈬から、スポーツセンター・
総合体育館・きらっと受付窓口へ参加
費を持参
jスポーツセンターp042－425－0505▲

スポーツ振興課op042－438－4081

犬のしつけ方教室（入門編）

９月18日㈬ 
午後１時30分～３時30分
エコプラザ西東京

　これから犬を飼うことを検討中の方
もご参加ください。
c犬の飼育方法、しつけ・飼育マナー
の基本的事項（飼い犬は同伴不可）
e50人（申込順）
f東京都動物愛護相談センター職員
i９月２日㈪～17日㈫に電話で下記へ▲

環境保全課p042－438－4042

くらしヘルパー養成研修（全２日）

９月28日㈯・29日㈰ 
午前９時～午後５時 / イングビル
c訪問介護の仕事をするための基礎研
修で、修了者は市独自基準の訪問サービ
ス（家事援助のみ）の従事資格が取得可能
d高齢者への家事援助の仕事に従事
する意欲のある18歳以上の方（高校生
を除く）
e20人（申込順）
i電話・はがき・メール・専用申込
書（市kより）で住所・氏

ふりがな

名・生年月日・
職業・電話番号・受講動機を〒202－
8555市役所高齢者支援課「くらしヘ
ルパー養成研修」係へ
※別日程（場所）での開催も予定
※詳細は市k・下記へ▲

高齢者支援課o
　p042－438－4029
　m f-kourei@city.nishitokyo.lg.jp

男女平等推進センター自立支援講座
Do it! ここから始まる。
わたしのトリセツ2019
①10月１日㈫　②８日㈫
③15日㈫　④28日㈪
⑤11月５日㈫
午前10時～正午 / 住吉会館ルピナス

①アロマセラピーでココロとカラダ、
わたしを整える～トリートメントオイ
ルをつくろう～
②知って得する法的知識～夫婦にま
つわる法律のはなし～
③わたしのチカラ発見！～セルフディ
フェンス～
④モラハラ・発達障害～夫婦や身近な
人との関係で息苦しくないですか～
⑤フェイスエクササイズで気持ちをup!
d・e�①・③・⑤：女性・20人（申込順） 

②・④：女性・30人（申込順）
□共通　保育あり：生後６カ月以上の未
就学児・15人（申込順）
i９月２日㈪午前９時から、電話・
メール件名「自立支援講座」・住所・氏
名・電話番号・希望講座・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

和布でしおりを作ろう
10月２日㈬ 午前10時～正午
エコプラザ西東京

d在住・在勤・在学で18歳以上の方
e20人（申込順）
h不用になった布

（ハンカチ大）（適
当な布がない場合
はjで準備します）
i９月４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

（午前９時～午後５時）・l042－421－
8586・mecoplaza@city.nisitokyo.lg.jp▲

環境保全課p042－438－4042

手作りのしおりの作品例

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 9 月

◦ おはなしおばさんのおはなし会　  
１日㈰午前11時

◦ にこにこおはなし会　５・19日㈭午前
11時／１～２歳児と保護者

◦ サンサンおはなし会　  
15日㈰午前11時／３歳児から

◦ おはなし会　  
毎週㈭午後３時30分／３歳児から

◦ ちいさなおはなしひろば　13・27日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなしひろば　  
13・27日㈮午後３時30分／３歳児から

◦ おはなしのへや　７・21日㈯午後３時
30分／５歳児～小学３年生

◦ ちびっこおはなし会　  
11日㈬午前11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなし会　  
毎週㈭午後４時／３歳児から

◦ ちびっこおはなし会　４・18日㈬午前
11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなし会　  
11・25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　６・13日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者

◦ わくわくドキドキ紙芝居　  
14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　６・13・27
日㈮午前11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなしひろばサタデー　  
14日㈯午前11時／３歳児から

◦ おはなしひろば　  
４・18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 　  

５日㈭午前11時／下保谷児童センター
◦ 新町おはなしひろば 　４日㈬午後３時

30分／新町児童館／３歳児から

２日㈪・９日㈪・17日㈫・
24日㈫・30日㈪

※ 中央・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘図書館は、20
日㈮休館

※芝久保・谷戸図書館は、16日㈷・23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。

NPO市民フェスティバル 参加団体募集
　来年１月に開催するNPO市民フェ
スティバルに参加し、パネル展示や
ステージ発表を通じて団体の活動紹
介や会員募集をしませんか。
□説明会
a９月28日㈯午前９時30分～11時
bイングビル
d主に市内で活動しているNPO法
人・市民活動団体
i９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
参加申込説明会募集」係へ
j市民協働推進センターゆめこらぼ
p042－497－6950・l042－
497－6951・myumecollabo@
ktd.biglobe.ne.jp▲

協働コミュニティ課o
p042－438－4046・l042－
438－2021・mkyoudou@city.
nishitokyo.lg.jp

おはなし会ボランティア募集
　図書館のおはなし会で、子どもへ
の絵本の読み聞かせをするボラン
ティアを募集します。
bいずれも谷戸図書館
□面接試験
a９月26日㈭午後１時～４時
□養成講座（全３回）
a10月10・17・24日㈭午後２時
～４時（最終日は４時30分まで）
d次の全てに該当する方

● 在住で20歳以上
●  当講座を全日受講し、11月から

継続的に活動できる
● 子どもへの読み聞かせ経験がある
i９月３日㈫～15日㈰に、申込書
を谷戸図書館へ直接提出
※申込書は図書館kよりまたは市内
図書館で配布▲

谷戸図書館
　p042－421－4545


