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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

猫の譲渡会
11月３日㈷ 午後１時～４時
エコプラザ西東京
　西東京市地域猫の会では、飼い主
がいない猫の新しい飼い主を募集する
ため、猫の譲渡会を開催します。
j西東京市地域猫の会
mnishinekotokyo@yahoo.co.jp▲

環境保全課
　p042－438－4042

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
①11月９日㈯ 田無総合福祉センター
②20日㈬ 住吉会館ルピナス
午前10時～正午
　地域の中で子どもを預けたい方
（ファミリー会員）と預かる方（サポー
ト会員）からなる会員同士の相互援助
活動を行っています。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歳以上各５人まで

i前日の午後５時までに電話でjへ
jファミリー・サポート・センター
事務局p042－497－5079▲

子ども家庭支援センター
　p042－425－3303

ピアカウンセリング
11月12日㈫ 
●午前９時15分～10時
●10時30分～11時15分
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、同じ立場から相談を受け、一緒に
考えます。
d・e就学前～高校生の障害児の保
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▲

相談支援センターえぽっく
　p042－452－0075
　l042－452－0076

高齢者福祉大会
11月13日㈬ 午前10時～午後４時
保谷こもれびホール　
※当日、直接会場へ

c式典・公演（●お笑い紙切り漫談「は
さみ家紙太郎」　●喜劇人情芝居「風林
火山」）・演芸（市内各高齢者クラブ）
d在住で60歳以上の方
j社会福祉協議会
　p042－497－5136▲

高齢者支援課o
　p042－438－4029

図書館講演会 
「成年後見と家族信託」
11月16日㈯ 
午後２時～４時（１時40分開場）
田無公民館
　誰もが老後の不安を抱えて生きてい
る現代。自身や家族を守る制度につい
て、弁護士の先生にお話しいただきます。
f加藤梓さん・森脇崇さん（弁護士：法テ
ラス多摩法律事務所）
e50人
i11月１日㈮午前10時から、開館時

り、気軽に語り合ってみませんか。３
カ月に１回程度開催しています。
d若年性認知症の方を介護している
ご家族の方（発症が65歳未満で現在
65歳以上の方の介護者の方も参加可）
i11月22日㈮までに、電話・メール
で初めて参加される方のみ下記へ▲

高齢者支援課op042－438－4029
　m f-kourei@city.nishitokyo.lg.jp

　

息子介護者の会・娘介護者の会
11月30日㈯ 午前10時30分～正午
イングビル　※当日、直接会場へ
　息子さん・娘さんならではの悩みや
ご苦労を同じ立場の方同士で語り合っ
てみませんか？ぜひご参加ください。
d介護をしている息子さん・娘さん
※通常の家族会も実施しています。お
住まいの地域包括支援センターにお問
い合わせください。▲

高齢者支援課op042－438－4029

こころがあたたかくなる
かみしばい
11月30日㈯ 午前11時～正午
中央図書館　※当日、直接会場へ
c・d紙芝居「ニャーオン」「仙人のお
くりもの」ほか・３歳以上
□公演　はとぽっぽ▲

中央図書館p042－465－0823

まちづくり円卓会議
参観者募集
11月30日㈯ 
午後１時30分～４時30分
障害者総合支援センターフレンドリー
　「再出発ができる社会へ…少年・少

間中に電話・メールまたは直接下記へ▲

中央図書館p042－465－0823
　 m lib-uketsuke@city.nishitokyo.
lg.jp

タイムスリップおはなし会
11月16日㈯ 午後２時～３時
下保谷四丁目特別緑地保全地区（旧
高橋家屋敷林）下保谷４－７－４
※当日、直接会場へ
　「旧高橋家屋敷林」（※）の中で、昔話
とドングリ遊びを楽しみましょう！
※保谷の駅近くにありながら、古き日本
の景観と豊かなみどりを有する屋敷林
c昔話の読み聞かせ・ドングリをつ
かった遊びなど

d３歳以上（３歳未満は保護者同伴で
可）▲

中央図書館p042－465－0823

NPO等企画提案事業 
「親子で藍染め体験（第２弾）」
参加者募集！
11月17日㈰ 午前10時～正午
下保谷四丁目特別緑地保全地区
　ハンカチを使った藍染め体験会の第
２弾！今回は、「白抜き染め」という手
法で藍染めをして、まちの歴史をたど
ります。
cハンカチの藍染
めなど

d在住の小学３年
生以上（保護者同
伴）と中学生
e30人（申込順）
hビニール手袋（可能なら）
※汚れてもいい服装でお越しください。
i11月１日㈮午前９時から、電話・
ファクスで住所・参加者氏名・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

リユース祭り
11月24日㈰ 午前10時～午後２時
エコプラザ西東京
cまだ新しいけど使う予定がないも
のや押し入れに眠っている贈答品、衣
類・食器・雑貨・かばん・DVD・
CD・おもちゃなど再利用可能な不用
品を譲り合うリユース活動
※当日１人５点まで受け取り可
※営利目的の利用は不可
□リユース品の受付・検品
a11月23日㈷午前10時～午後１時
d在住・在勤・在学の方（１人10点まで）
※修理が必要なものやリコール対象
品・リユース品として適当ではないと
判断したものは不可
jエコプラザ西東京p042－421－8585▲

環境保全課p042－438－4042

若年性認知症の家族会
「かえるの会」
11月26日㈫ 午後１時30分～３時
防災センター

　若年性認知症の方ならではの介護の
悩みを話したり、アドバイスし合った

女との伴走を考える」いろいろな立場
でサポートに関わっている人たちが集
まって、公開会議を開催します。参観
者も一緒に考え、意見交換を行います。
dまちづくり円卓会議に関心のある
市民や市内のNPO・市民活動団体・
企業・自治会などの方
e30人（申込順）　※参観だけも可
fファシリテーター合同会社Active 
Learners
i11月28日㈭までに、電話・ファク
ス・メールで氏

ふりがな

名・所属・連絡先をj
の「まちづくり円卓会議」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

初心者テニスイベント
①12月１日㈰ 
芝久保第二テニスコート
②15日㈰ ひばりアムテニスコート
d ●小学生：午前９時15分～10時15分
●15歳以上（中学生以外）：10時45分～
午後０時45分　※受付：各回開始15分前
e各回30人（申込多数は抽選）
hテニスラケット・運動靴・動きや
すい服装・タオル・飲み物
g１回710円
i11月19日㈫（必着）までに、往復は
がきで住所・名

ふりがな

前・年齢（学年）・電話
番号・参加希望日をjへ
※返信用はがきをご持参いただき、ス
ポーツセンター・総合体育館・きらっ
との窓口でも申込可
※２日間申し込みの場合は、返信用は

ようこそとしょかんへ 11月

● おはなしおばさんのおはなし会　 
３日㈷午前11時

● にこにこおはなし会　７・21日㈭午前
11時／１～２歳児と保護者
● サンサンおはなし会　 
17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　８・22日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者

● おはなしひろば　 
８・22日㈮午後３時30分／３歳児から

● おはなしのへや　２・16日㈯午後３時
30分／５歳児～小学３年生

● ちびっこおはなし会　 
13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　６・20日㈬午前
11時／１～２歳児と保護者

● おはなし会　 
13・27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　１・８日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者

● わくわくドキドキ紙芝居　 
９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　１・８・22
日㈮午前11時／１～２歳児と保護者

● おはなしひろばサタデー　 
９日㈯午前11時／３歳児から

● おはなしひろば　 
６・20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 　 
７日㈭午前11時／下保谷児童センター

● 新町おはなしひろば 　６日㈬午後３時
30分／新町児童館／３歳児から

    ５日㈫・11日㈪・
18日㈪・25日㈪

※ 中央・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘図書館は、15
日㈮休館
※芝久保・谷戸図書館は、４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。

イラスト／エクラアニマル


