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≪申込時の注意≫ ● メール：申込先アドレスからの返信のためドメイン設定を　 ● 往復はがき（126円）：記載面誤り、返信面の宛先記入漏れにご注意を

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市報に掲載されている情報などについて、
変更し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。

JA保谷直売会 ６周年イベント
７月６日㈫ 午前９時～午後１時
JA東京みらい保谷支店農産物直売所
※売り切れ次第終了

c新鮮野菜の販売と食品などのPR販売
※購入者にプレゼントを予定（数量限定）
※エコバッグ持参にご協力ください。
※車での来場はご遠慮ください。
j JA東京みらい保谷支店
　p042－421－6479▲

産業振興課np042－420－2820

先輩ママとお話しする会
７月８日㈭ 
● 午前９時15分～10時15分
● 10時30分～11時30分
障害者総合支援センターフレンドリー

　障害児の親が相談員となって、同じ
立場から相談を受け、一緒に考えます。
d／e就学前から高校生の障害児の
保護者／各回１人
j／i基幹相談支援センターえぽっく
　p042－452－0075▲

障害福祉課np042－420－2805

新聞ブローチとエコキャップの
マグネットミニ帽子を作ろう！
７月17日㈯ 
午後１時30分～３時30分
防災・保谷保健福祉総合センター２階
d／e在住・在勤・在学で18歳以上
の方／12人（申込順）
h新聞紙のカラー広告紙面２枚・30㎝
の定規・エコキャップ２個・はさみ・筆
記用具・お手拭きタオル・持ち帰り用袋
i７月２日㈮午前11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

障害者サポーター養成講座（中級編）
７月24日㈯ 午後２時
保谷障害者福祉センター

　受講者には、障害者サポーターとし
て登録し、障害者支援などの活動をし
ていただきます。

※サポートリストバンドを贈呈
d初級編をすでに受講している方
h初級編でお渡ししたサポートバン
ダナまたはキーホルダー
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

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
７月27日㈫ 午前10時～正午
住吉会館ルピナス

　ファミリー・サポートは、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。
e20人（申込順）
※同席の子どもを含む　※子どもが
いる場合は保護者のもとで参加可
i説明会前日の午後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

シニア大学 単科講座（１期 全５回）
自分でできる、カラダのゆがみ改善
７月28日㈬、８月４・11日㈬、
９月１・８日㈬ 
午後２時～３時30分
住吉老人福祉センター
c膝や腰の痛みにつながるゆがみを
自分で正していく方法の理論と実技
d在住の60歳以上で全日出席できる方
e15人（申込多数は、初めての方を優
先し抽選）
i７月10日㈯（消印有効）までに、往
復はがきで講座名・住所・氏

ふ り

名
が な

・年齢・
電話番号・利用証（福祉会館・老人福
祉センター）の有無を明記し、〒188
－0011田無町５－５－12西東京市社
会福祉協議会福祉支援課へ
※医師より運動制限の指示がある方
は、相談のうえお申し込みください。
※結果は７月21日㈬から返信はがき
で通知
※はがき１枚につき１人のみ

j社会福祉協議会p042－497－5136▲

高齢者支援課np042－420－2811

i専用kから

❖個別相談
　専属コーディネーターが、子育てしながらの働き方や、起業・経営に関す
る相談に応じます。
i専用kから

❖ハンサム・ママフェスタ出店者募集
　「商品開発」「販売」「接客」などのスキル向上を目指す方を募集します。
a・b10月26日㈫午前10時～午後3時30分・アスタセンターコート
c物販・ワークショップ・体験・サービス紹介など

d出展をとおして①または②を目指す女性創業者
①商品開発・販売、サービススキルの向上
②自身の運営する教室やサロン、サービスの販路開拓

〈参加条件〉　次の3つのサポート講座への参加が必須
□サポート講座

※９月30日㈭の講座はオンライン開催になる場合があります。
g１ブース（約90㎝×120㎝×（長机半分））1,000円
※１組につき２ブースまで申込可
i７月15日㈭午後５時までに、専用kから▲

産業振興課np042－420－2819　  ハンサムママ

　子育てしながらの「理想の働き方実現」を目指しませんか？ 子連れで楽し
く学べる講座や同じ志をもつ仲間との交流できるプログラムを用意していま
す。プロジェクト詳細・お申込みは専用kをご確認ください。
※オンライン講座はZoomを用いて開催します。参加には、各自通信機器と
インターネットへの接続環境が必要です。
❖７月開催講座

内容 日時 場所・方法
交流講座 －創業－
ワンランクup! 楽しく学ぶ簡単写真術
e15人

７月12日㈪
午前10時～11時30分

田無第二庁舎
３階

専門講座
脱ぼんやり!事業展開の「見える化」手法
e20人

７月15日㈭
午前10時～午後０時30分 オンライン

交流プログラム
集まる力・つながる力　ハンサムママ交流会
e15人

７月16日㈮
午前10時～11時30分

田無第二庁舎
３階

内容 日時 場所・方法

１
講座
脱自己流！売り場づくりは法則を知ると
楽になる

９月３日㈮
午前10時～正午 オンライン

２ ディスカッションプログラム
イベント出展の基礎とディスプレイ技術

９月３日㈮
午後１時～２時30分 オンライン

３ ディスカッションプログラム
目指せ！売上UP！接客・集客勉強会

９月30日㈭
午前10時～11時30分

田無第二庁舎
４階

西東京市女性の働き方サポート推進事業
「ハンサムMamaプロジェクト」

□応募資格　18歳以上33歳未満の方
□試験　１次：９月18日㈯・19日㈰
※いずれか１日を指定されます
□受付期間　７月１日㈭～９月６日㈪
※詳細はjのkへ
j自衛隊西東京地域事務所
　p042－463－1981

c保育や子育て支援分野で従事する
うえで必要な知識や技能などの習得
□募集コース　①地域保育コース　
②地域子育て支援コース　③放課後児
童コース　④社会的養護コース
i７月１日㈭～15日㈭(書留・必着）
　※詳細はjへ
□募集要項　jのkから入手可能
※７月１日㈭から、田無第二庁舎２階
保育課、防災・保谷保健福祉センター
１階市民課でも配布（配布数に限りあり）
j①…(公財)東京都福祉保健財団（k
あり）p03－3344－8533
②～④…㈱東京リーガルマインド（k
あり）p03－5913－6225
そのほか研修全般…東京都福祉保健局
少子社会対策部計画課p03－5320
－4121

自衛隊一般曹候補生募集（陸・海・空）

東京都子育て支援員研修（第２期）

□効能　
疲れた肌を爽やかに引き締めます。
a７月４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
j西東京市公衆浴場会
　庚申湯p042－465－0261

J：COMチャンネル
西東京市PR親善大使
JUN SKY WALKER(S)のライブ
を放送します
　バンドのメジャーデビュー日であり
日 本 記 念 日 協 会 認 定 の「JUN SKY 
WALKER(S)の日」である５月21日に
ライブが開催されました。
　ジュンスカとしては２年ぶりである
ライブの模様を、J：COMチャンネル
で放送します。バンドゆかりの街 西
東京市で認定式をおこなった「JUN 
SKY WALKER(S)」の日についてのメン
バーからのメッセージもご紹介します。
a ● J:COMチャンネル： ７月３日㈯午後８時
● J:COMテレビ：24日㈯午後10時30分
※詳細はjのk
j㈱ジェイコム東京p042－427－
0727　※㈫・㈬を除く

７月の薬湯 ～ハッカ湯～

剪
せ ん

定
て い

枝のリサイクルにご協力を
　市では剪

せ ん

定
て い

枝・草・落ち葉を回収
しリサイクルしています。
□出し方
　可燃ごみの収集日に長さ１ｍ・太
さ５㎝以内を１回３束、３袋まで

※５束、５袋以上出る場合や５㎝を超
える場合は右記へご相談ください。
□注意点
●  木材、木の箱などは収集不可（可

燃ごみまたは粗大ごみへ）
●  たばこの吸い殻、軍手、ビニール

ひも、紙類などを混入させない
●  園芸業者などに依頼して出た剪

せ ん

定
て い

枝は処理費用を含めた契約を
●  土砂類は回収不可（処理業者を紹

介します。）▲

ごみ減量推進課
　p042－438－4043

女性を狙った性犯罪などにご注意を
　被害に遭わないように、日ごろか
ら防犯意識を高めましょう。
□防犯対策
①明るく人通りの多い道路を通る
②携帯電話の操作などの「ながら歩
き」をしない

③自宅に入るまで周囲を警戒

少しでも不安を感じたら、
迷わず110番通報してください！

j田無警察署p042－467－0110▲

危機管理課op042－438－4010


