
8 令和３年（2021年）６月１日号広報

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田無庁舎敷地内  o保谷庁舎敷地内

赤ちゃん集まれ～♪
　下表の日程で赤ちゃんと保護者の
方が楽しめる赤ちゃんのつどいを
行っています。お近くの赤ちゃんのつ
どいに参加しませんか。詳細は各セン
ターkをご覧ください。
d８カ月ごろまでの乳児と保護者▲

保育課n
　p042－460－9842
　　　　　　　　　　  k➡
□赤ちゃんのつどい日程（６・７月）

会場 日程
センターすみよし ６月28日㈪ ７月26日㈪
センターけやき ６月25日㈮ ７月30日㈮
センターやぎさわ ６月18日㈮ ７月15日㈭
センターなかまち ６月11日㈮ ７月16日㈮
センターひがし ６月14日㈪ ７月  2日㈮
北町ふれあいセンター ６月22日㈫ ７月  8日㈭
ひばりが丘北児童センター ６月24日㈭ ７月14日㈬
谷戸公民館 ６月14日㈪ ７月12日㈪
芝久保児童館 ６月10日㈭ ７月  8日㈭
田無児童館 ６月  9日㈬ ７月14日㈬
新町児童館 ６月15日㈫ ７月13日㈫
柳沢公民館 ６月17日㈭ ７月  1日㈭
北原児童館 ６月15日㈫ ７月13日㈫
下保谷児童センター ６月  8日㈫ ７月13日㈫
芝久保公民館 ６月15日㈫ ７月20日㈫

障害者サポーター養成講座（初級編）
６月26日㈯ 午後２時から

保谷駅前公民館
　障害者サポーターは、障害のある方
が困っているときにちょっとした手助
けをする方です。参加者にはサポー
ターの証しであるサポートバンダナ・
キーホルダーを差しあげます。
c「ヘルプカード・ヘルプマークとは」
など（約１時間）
i前日までに電話でjへ
j（福）さくらの園・カノン
　p042－452－7062▲

障害福祉課np042－420－2804

認知症サポーター養成講座
６月26日㈯ 
午後２時～３時30分（１時45分開場）
柳沢公民館

　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の支援をする認知
症サポーターの養成講座です。
c ● 認知症について　
● 認知症の方を地域で支えるためには
d在住・在勤の方で、当講座を受講
したことのない方
e18人（申込順）
※参加者にはサポーターカード贈呈
i ６月21日㈪までに、電話またはメー
ルで住所・氏

ふり

名
がな

・年齢・電話番号を下記へ
※メール申込は定員を超えた場合のみ連絡
※５人以上集まれば市内出張講座可▲

高齢者支援課np042－420－2811
　m f-kourei@city.nishitokyo.lg.jp

シニア大学総合課程受講生募集
６月30日～令和４年３月２日
の第１・３㈬（初回を除く）
午後２時～３時45分（全16回）
富士町福祉会館

　楽しく学びたい、友達づくりのきっ
かけが欲しいという高齢者の方々のた
めに、シニア大学を開講します。
c講座内容・開催日など、各福祉会
館で内容を配布します。
d在住の60歳以上の方で、おおむね
全日程に出席できる方
e30人
g実費徴収の場合あり

i６月11日㈮（消印有効）までに、往
復はがきで住所・氏

ふ り

名
が な

・年齢・電話番
号をjの「シニア大学」係へ
※往復はがき１枚につき１人のみ

※申込多数は、初めての方を優先し抽
選。結果は返信はがきで通知
j社会福祉協議会〒188－0011田無
町５－５－12・p042－497－5136▲

高齢者支援課np042－420－2811

　台風や集中豪雨による被害は毎年
発生しています。被害を減らすため、
事前に備えておきましょう。
□事前の備え
●  側溝や排水溝は掃除して水はけをよ

くしておく…詰まっていると、浸水
被害が発生する可能性があります。

●  非常用品の確認
●  避難場所・避難経路の確認…万が

一に備えて確認するとともに、感
染症流行下のため、自宅２階への
避難や知人宅などへの早めの避難

を検討しましょう。
□台風などが発生したら
　テレビやラジオ、インターネット
を活用し、気象情報や警報を確認し
ましょう。東京都下水道局の「東京
アメッシュk」では、降雨情報を確
認できます。
j西東京消防署p042－421－0119
　東京都下水道局流域下水道本部計画課
　p042－527－4828▲

危機管理課op042－438－4010▲

下水道課op042－438－4059

浸水に備えよう！6月は浸水対策強化月間

□効能　水虫・荒れたお肌・皮膚のかゆみ
a６月６日㈰
※小学生以下は入浴無料（保護者同伴）
b庚申湯・松の湯・みどり湯・ゆパウザ▲

西東京市公衆浴場会
　庚申湯p042－465－0261

□事業計画書作成セミナー
a６月21日㈪午後６時30分～８時
b田無庁舎５階
c補助金や助成金、融資申請において、
求められることの多い事業計画書。「小
規模事業者持続化補助金」をサンプル
に作成ポイントについて学びます。
e15人（申込順）
□特別相談（要予約）
c中小企業診断士などが、創業・経営
全般の悩みなど、個別にご相談に対応

６月の薬湯 ～枇
び

杷
わ

の葉湯～

西東京創業支援・経営革新相談
センターのご案内

□創業資金融資あっせん制度事前診断
c申込時には、当相談センターの経
営診断を受けて創業計画書を作成する
必要があります。
□税務特別相談（要予約）
c税理士による税務に関する個別相談
※１人最大１時間まで

i・j西東京創業支援・経営革新相
談センターp042－461－6611
j西東京商工会p042－461－4573

　４月16日以降、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止の観点から確定申告
書の作成や相談は、全て事前予約制と
なります。まずは、電話で相談日時を
ご予約ください。
※提出のみは予約不要です。
j東村山税務署p042－394－6811
　（音声案内に従って「２」を選択）

東村山税務署からのお知らせ

６月は蚊の発生防止強化月間
　東京都では、蚊の発生が本格化す
る６月を「蚊の発生防止強化月間」と
しています。
　ウイルスに感染した蚊に刺される
とデング熱などの恐ろしい感染症に
感染する可能性があります。
　蚊が多くいるような場所ではでき
るだけ肌を露出しないように注意し、
同時にご自宅などで蚊が発生しない

よう次のような
対策も取りましょう。
□対処法
●  空き缶など不要な水たまりをなくす
●  草むらややぶは定期的に手入れを

する
●  長袖の着用や必要に応じて虫よけ

剤を利用し、刺されないようにする▲

環境保全課p042－438－4042

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、既に市報などで掲載されているものや例年行われているイベント・事業についても中止・延期となっている
可能性があります。事前にお問い合わせいただくようお願いします。また、参加される際には、マスクの着用など、感染症対策にご協力ください。

西東京市民まつりの休止について
　今年の西東京市民まつりは、新型
コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、昨年度に引き続き開催を休止す
ることとなりました。また、延期開
催もありません。

　来年度の西東京市民まつりの実施
に向けて、ご支援とご協力をお願い
します。
□共催　西東京市民まつり実行委員会▲

文化振興課np042－420－2817

　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）が会員となり、子ども
の預かりなどを有償で行う、会員同
士の相互援助活動事業です。
　ファミリー会員が支払う利用料金
が、サポート会員の活動報酬となり
ます。
❖子育てのお手伝いを希望する方

（サポート会員養成講習会）
a下表参照
b田無総合福祉センター
d在住で満20歳以上の心身ともに
健康で、全講座を受講後にサポート
会員として登録し、活動できる方
e30人（申込順）
i６月24日㈭までに電話でjへ

（後日決定通知を送付）
※養成講習会に保育は付きません。
※全日程の受講が難しい方はご相談
ください。
※子育て支援員研修（地域保育コー
ス）を修了した方は、免除可能な講
座があります。

❖ファミリー会員になりたい方へ
□利用内容　保育園・幼稚園の送迎、
習い事の送迎など

□利用時間・場所　毎日午前６時～
午後11時・サポート会員宅など

□利用料金（１時間当たり）　 ● 平日
午前８時30分～午後５時…800円
● 上記以外の曜日・時間帯…1,000円
□利用方法　説明会に参加し、ファ
ミリー会員として登録
□ファミリー会員登録説明会
a／b ● ６月12日㈯／田無総合福
祉センター
●６月24日㈭／住吉会館ルピナス
●７月３日㈯／田無総合福祉センター
午前10時～正午
e各回20人（申込順）
※同席の子どもを含み、保護者のも
とで参加
i各説明会前日の午後５時までに
電話で問へ
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

ファミリー・サポート・センター
子育てのお手伝いしてみませんか！

月日 時間 内容

７月６日㈫ 午前10時～正午 オリエンテーション・西東京市の子育て支援
午後１時～３時 子どもを安全に預かるために

７月７日㈬ 午前10時～正午 子どもの心の発達と関わり

７月８日㈭ 午前10時～正午 緊急救命講習
午後１時～３時30分 保育の心と子どものケア

７月９日㈮ 午前９時30分～正午 登録説明・修了式

□サポート会員養成講習会


