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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

多摩郷土誌フェア
１月18日㈯ 午前10時～午後５時
　　19日㈰ 午前10時～午後３時
立川市女性総合センターアイム

（立川市曙町２－36－２）
　多摩地域の25市町が一堂に会し、
郷土の歴史や民俗、文化財などに関す
る書籍を展示販売します。
□主催　東京都市社会教育課長会文化
財部会▲

社会教育課o
　p042－438－4079

児童・生徒作品展のお知らせ
①１月18日㈯～20日㈪
午前９時～午後４時30分（最終日は
午後１時まで）
②24日㈮～27日㈪
午前９時10分～午後４時50分（初日
は午後５時30分～７時、最終日は午
後１時50分まで）
きらっと

①中学校生徒作品展
②小学校児童作品展
c図工・美術・技術・家庭・書写・
総合的な学習の時間などの作品
※車での来場はご遠慮ください。▲

教育指導課o
　p042－438－4075

西東京市要配慮者セミナー
～要配慮者支援のためにできること～
１月24日㈮ 
午後１時30分～３時30分
防災センター　※当日、直接会場へ
c要配慮者支援の方法や自助共助と
してどのような準備が必要かなど今で
きることを考えます。
d・e在住・在勤の方で、医療福祉
関係者・防災関係者・避難所運営協議
会関係者など・90人（先着）
f高橋洋さん（災害福祉広域支援ネット
ワークサンダーバード）▲

危機管理室o
　p042－438－4010

NPO市民フェスティバル
～まず一歩！ のぞいてみよう 
地域の活動～
１月25日㈯・26日㈰ 
午前10時30分～午後４時
フレスポひばりが丘

　市内で活躍しているさまざまな活動
団体の皆さんが、日頃の活動成果を発
表や展示などで紹介します。
cパネル展示・ステージパフォーマ
ンス・ワークショップなど

j市民協働推進センターゆめこらぼ
p042－497－6950・l042－497
－6951▲

協働コミュニティ課o
　p042－438－4046

NPO等企画提案事業
講演会「放課後カフェから考
える中学生の居場所づくり」
１月26日㈰ 
午前10時～正午（９時30分開場）
コール田無　※当日、直接会場へ

　地域の大人が中学校に入ることで、
どんな変化が起こっているのか、事例

報告を交えながら、高校内カフェを通
じて若者支援をされている石井正宏さ
んに青少年をとりまく状況やどんな支
え合いが必要かをお話ししていただき
ます。
e150人（先着）
f石井正宏さん（NPO法人パノラマ理
事長）
j西東京子ども放課後カフェ
　古林p090－3525－7949▲

協働コミュニティ課o
　p042－438－4046

合同就職面接会in西東京
１月31日㈮ 午後１時～４時
（受付：午後０時30分～３時）
※受付時間中 入退場自由
きらっと　※当日、直接会場へ

h履歴書（面接を希望する企業数分）
※共催市を中心とした地域の正社員求
人企業10社程度が参加予定。参加企
業および求人内容は、開催日約１週間
前にjのkに掲載
□共催　小平・武蔵野・三鷹・東村山市
j東京しごとセンター多摩
　p042－329－4524▲

産業振興課o
　p042－438－4041

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
２月６日㈭ 午前10時～正午
住吉会館ルピナス

　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）
の相互援助活動です。ファミリー会員
に登録希望の方は出席してください。
e20人（申込順）
※保育あり。１歳以上５人まで

i・j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

着物地でテディベアを作ろう！
２月７・14・21日㈮ 
午前10時～午後３時
エコプラザ西東京

　大切にしていた着物をぬいぐるみの
テディベアにリメイクしましょう。
d在住・在勤・在学の18歳以上で、
３日間とも参加できる方
e12人（申込順）
h着なくなった着物または反物・化
繊綿（300グラム以上）・接着芯（薄地）・
方眼用紙・目のボタン（直径1.2㎝の
もの２個・色は黒または茶系）・鼻（共
布で作成）・胴体に腕と足を付けるボ
タン（直径1.2～1.5㎝のもの４個・色
は布地に合う色合いのもの）・首に付
けるリボン（共布で作成または市販の
ものでも可）・裁縫道具一式・昼食
※着物地は細かい柄のものを推奨
i１月18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

いっしょに読もう やさしいにほんご！
２月８日㈯ 午後２時～４時
田無公民館

　日本語が母語でない方のために、日
本語の本を楽しくたくさん読むワーク
ショップを行います。ひらがなが少し
読めれば参加できます。
d日本語が母語でない人
e20人
i１月15日㈬午前10時から①氏名・電
話番号　②日本語の本を読んだことが
あるか　③日本語のレベル（初級・中級・
上級）を開館時間中に電話・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

図書館縁
ゆかり

講演会
「西東京市ゆかりの 文化人・
尾
お

崎
ざ き

秀
ほ

樹
つ き

の業績」
２月11日㈷ 
午後２時～４時（１時40分開場）
柳沢公民館　※当日、直接会場へ

　西東京市ゆかりの文化人・尾崎秀樹
さんが亡くなって20年がたった今、
彼が文芸評論家として活躍する原点に
なった時代を顧みつつ、その先駆的な
業績を市在住の講師が再評価します。
f石井正己さん（東京学芸大学教授）
e80人（先着）▲

中央図書館p042－465－0823 

キャッシュレス・ポイント還元事業における
キャッシュレス使い方講座
２月12日㈬ 午前11時～正午
田無庁舎２階

　消費者や関心のある店舗の方向けに、
キャッシュレス決済について基本的な
使い方の説明や実際のアプリ導入の伴
走支援などを行います。
e50人（申込順）
i２月10日㈪午後５時までに、電話・
メールで氏名・電話番号を下記へ
□共催　キャッシュレス・ポイント還
元事務局▲

産業振興課o
　p042－438－4041
　m sangyou@city.nishitokyo.lg.jp

労働者向けセミナー
基礎からじっくり学びたい
働く人のための企業分析
～労働条件交渉などに役立て
るために～
①２月13日㈭
②　　14日㈮ 
午後６時30分～８時30分
国分寺労政会館

c①経営分析の基礎知識、ケースを
用いた財務諸表の読み方
②ケースによる比率分析、総合企業評
価と組合活動への生かし方
d労働組合役員・労働組合員・働い
ている方・テーマに関心のある方
e100人
f山口不二夫さん（明治大学大学院教授）
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
　p042－323－8511
　l042－323－8512
　kTOKYOはたらくネット▲

男女平等推進センター
　p042－439－0075

山仕事体験会と伐採木等の配布
２月15日㈯ 午前10時～正午

（伐採木の配布は午後１時～３時まで）
西原自然公園　※雨天翌日

　西原自然公園の更新雑木林の樹木間
伐と枝切りをします。直径10㎝程度
の樹木を手

て

鋸
のこぎり

で切る作業です。コナ
ラ・クヌギ・ヒノキ・サワラなどの伐
採木を配布します。
d・e小学３生生以上（小学生は保護
者同伴）・20人（申込順）
h作業のできる服装・靴・軍手
i２月13日㈭までに、メール・電話
で住所・氏名・電話番号を下記へ
□共催　西原自然公園を育成する会▲

みどり公園課
　p042－438－4045
　mkouen@city.nishitokyo.lg.jp

ココスポ避難所開設訓練
２月15日㈯ 午後１時～３時
東伏見小学校体育館

　総合型地域スポーツクラブ「ココス
ポ東伏見」が、地域貢献事業として避
難所開設訓練を実施します。訓練に参
加して防災意識を高めましょう！
c自衛隊車両展示、備蓄庫公開・展示、
非常食炊き出し訓練・試食、避難所設
置体験など　※訓練には、自衛隊員も
協力参加します。
j総合型地域スポーツクラブ「ココス
ポ東伏見」p042－452－3446　
※㈪休館
□共催　東伏見小学校避難所運営協議会▲

スポーツ振興課o
　p042－438－4081

女性起業家に聞くワーク・
ライフ・バランス～仕事と
家庭の両立について～
２月25日㈫ 午前10時～正午
住吉会館ルピナス

　子育てをしながら市内で起業し、経
営のかたわら女性起業家育成塾でも教
えている講師に、家庭と仕事の両立に
ついてお話を聞きます。
e30人　※保育あり。生後６カ月以
上未就学児まで・15人（申込順）
f宮本真帆さん（ネイルサロン経営者）
i１月15日㈬午前９時から、電話・
メールで件名を「ワークライフバラン
ス講座」・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

思春期の「自己肯定感」を高め
る育て方～女の子を中心に～
２月29日㈯ 午前10時～正午
住吉会館ルピナス

　自己肯定感は現代の子育てにとって
最大のキーワードです。特に大切な思
春期の親の接し方について、女子教育
に長年携わってきた講師によるお話です。
e30人　※保育あり。生後６カ月以
上未就学児まで・15人（申込順）
f吉野明さん（鷗友学園女子中学高等学
校名誉校長）
i１月15日㈬午前９時から、電話・
メールで件名を「子育て講座」・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


