
7令和４年（2022年）１月１日号 広報
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。

市役所の郵便番号は個別番号です。田無庁舎敷地内：〒188-8666、保谷庁舎敷地内：〒202-8555で、この記入があれば、住所（所在地）は省略できます。

「COOL CHOICE」行動しよう！ ～家庭でできる身近な取り組み～
　手塚治虫さん制作の「ガラスの地
球を救え！」のビデオを視聴後、家
電の使用時間や消費電力を減らす工
夫など、省エネ対策のポイントを学
びます。 
a①１月16日㈰　②１月23日㈰
③１月30日㈰
午後１時30分～４時30分
b①・②エコプラザ西東京　

③住吉会館ルピナス
d在住・在勤・在学の18歳以上
e各回20人（申込順）
h筆記用具
i①１月５日㈬　②１月12日㈬　
③１月19日㈬午前11時から、電話・
ファクス・メールで住所・氏名・年
齢・電話番号を下記のjへ

知っておきたい！省エネ住宅 ～新築・リフォームのポイント～
　新築・リフォームにおける省エネ
技術・省エネ化のポイントなど役立
つ情報を住宅設計・施工の専門家が
分かりやすくご紹介します。
※１回目と同内容
a１月29日㈯午後２時～４時
b住吉会館ルピナス

d在住・在勤・在学の18歳以上
e各回20人（申込順）
f池田浩和さん（一級建築士）
h筆記用具
i１月６日㈭午前10時から、電話・
ファクス・メールで住所・氏名・年
齢・電話番号を下記のjへ

親子でマーマレード作りを楽しもう！
　市内で収穫された夏みかんを使い
親子でマーマレードを作ります。
a／b２月６日㈰午前10時～午後
０時30分／消費者センター分館
f豊住徹さん（元小学校教員）
d在住の小学生とその保護者
e８組（16人）（申込多数は抽選）

hエプロン、三角巾、手ふき用タ
オル、マーマレードを入れるびん・
容器、マイカップ
i１月８日㈯午前11時～午後３時に、
電話・ファクス・メールで住所・氏名・
学年・電話番号を下記のjへ

jエコプラザ西東京　p042－421－8585（午前９時～午後５時まで）
　l042－421－8586／mecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp▲

環境保全課p042－438－4042

めぐみちゃん
農産物等販売会（マルシェ）
①１月８日㈯／
田無駅北口ペデストリアンデッキ
②１月15日㈯／
保谷駅南口ペデストリアンデッキ
午前10時～午後３時
※売り切れ次第終了（荒天中止）

　市内産の農産物や加工品を販売しま
す。ぜひお立ち寄りください！
cめぐみちゃんメニュー参加農業者
と認定提供店が出品する即売会（出店
数・品目は、収穫状況などにより決定）
※エコバッグなどの持参にご協力くだ
さい。▲

産業振興課np042－420－2820

いろいろなことばで
たのしむおはなし会

● １月 ９日㈰中国語
● 　　23日㈰英語
各回午前11時30分～（15分程度）
谷戸図書館
c多言語で絵本のよみきかせ
d／e３歳以上／10人（申込順）
※未就学児は保護者同伴にて可
i各回前日までに、電話・メールまた
は直接下記へ▲

谷戸図書館p042－421－4545
　m lib-uketsuke@city.nishitokyo.lg.jp

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
１月19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）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。
e20人（申込順）
※保育あり。１歳以上５人まで

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

認知症サポーター
養成講座・ステップアップ講座
　認知症になっても安心して暮らし続
けるためには地域での見守り、ちょっ
とした手助けが必要です。認知症とは
何か、学んでみませんか？
❖養成講座
a／b１月22日㈯午後２時～３時30
分（１時45分開場）／住吉会館ルピナス
c ● 認 知 症 に つ い て　 ● 認 知 症 サ
ポーター100万人キャラバンについて
● 認知症の方を地域で支えるためには
d／e在住・在勤の方で、当講座を受
講したことのない方／30人（申込順）
※参加者にはサポーターカード贈呈
i１月17日㈪までに、電話・メール
で件名「１月22日認知症サポーター養
成講座申込」・住所・氏

ふ り

名
が な

・年齢・電
話番号を高齢者支援課へ
※メール申込は満員時のみ返信
※５人以上集まれば、市内出張講座可

❖ステップアップ講座
a／b１月19日㈬午後２時～４時（１
時45分開場）／田無庁舎５階
c認知症サポーター養成講座の復習、
対応方法を学ぶ（認知症の方への声掛
けの仕方についてなど）
d在住・在勤の方で、認知症サポー
ター養成講座を受講したことがある方
e50人（申込多数は抽選）
※抽選にもれた方のみ連絡
i１月12日㈬までに、電話・メールで
件名「ステップアップ講座」・住所・氏

ふ り

名
が な

・年齢・電話番号を高齢者支援課へ
□共通▲

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

障害者サポーター養成講座（初級編）
１月22日㈯ 午後２時30分
新町福祉会館

　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」を要請する講座です。
c「ヘルプカード・ヘルプマークと 
は」など（約１時間）
※参加者にはサポートバンダナ・キー
ホルダーを贈呈
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

NPO市民フェスティバル
～支えあう気持ちでまちづくり～

１月22日㈯・23日㈰
午前10時30分～午後４時

　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成果を紹介しま
す。オンラインと一緒に開催します。
①パネル展示（bフレスポひばりが丘）
② 市 民 活 動 団 体 紹 介 ３ 分 動 画、パ
フォーマンスなどの配信

（ゆめこらぼk・Zoom・Facebook・
Youtube）
※市民活動団体紹介３分動画は１月
22日㈯から３月末まで配信
j市民協働推進センターゆめこらぼ
　p042－497－6950
　m yumecollabo@ktd.biglobe.ne.jp▲

協働コミュニティ課n　  
　p042－420－2821

講演会「高次脳機能障害者とその家
族が社会参加する際に感じる障壁」
１月29日㈯ 
午後２時30分（２時開場）
コール田無

　病気や外傷により脳が損傷し、会話
や思考などに支障をきたす高次脳機能
障害の特徴を知り、暮らしやすくする
ための方法を皆さんと一緒に考えます。
e120人（申込順）
□１部　基調講演
　「高次脳機能障害のある方、その家
族が感じる困難を理解し、支援のあり
方を考える」
f上田敏さん（元東京大学リハビリテー
ション科教授）
□２部　トークセッション当事者の声
　「就労までの障壁・就労での障壁・
生活の中で感じる障壁」

※オンライン開催事業は、通信機器とインターネットへの接続環境が必要です。

f緑川晶さん（中央大学教授）、当事者
４人ほか

i１月27日㈭までに電話でjへ
□主催　北多摩北部地域高次脳機能障
害者支援ネットワーク協議会・国立病
院機構東京病院
□協力　東京都心身障害者福祉センター
j東 久 留 米 市 障 害 福 祉 課p042－
470－7747（平日午前９時～午後５時）▲

障害福祉課np042－420－2805

子ども条例市民講座 
地域みんなで応援する「子ども
にやさしいまち」プロジェクト
～まち全体で子どもたちを見守り支えていく～

２月５日㈯
● 第１部：午後１時～２時20分
● 第２部：　　２時30分～４時
コール田無

●  第１部：子どもの権利擁護委員令和
２年度活動報告会
f野村武司さん・井利由利さん・谷川由
起子さん（西東京市子どもの権利擁護委
員（CPT））
●  第２部：座談会 子どもの居場所と

学習支援
f浅野恭子さん（住吉小学校施設開放運
営協議会管理者）・岸田久惠さん（NPO
法人猫の足あと代表）・保谷柳沢児童

館長・子どもの権利擁護委員（CPT）の
皆さん
e165人（申込順）
※保育あり。生後６カ月以上未就学 
児まで・６人（申込順）
i１月４日㈫午前９時～２月２日㈬
に電話・メール・ファクスで、氏名・
住所・電話番号・メールアドレス・保
育を希望の場合はお子さんの氏名・生
年月日を下記へ▲

子育て支援課p042－439－6645
　mkosodate@city.nishitokyo.lg.jp
　l042－439－6646

西東京市創業セミナー
２月９日㈬ 
午後６時30分～８時30分
田無庁舎５階

　事業を成長させるために重要な「人
材」の雇用、労務管理に関する疑問に
お答えします。
d／e創業を検討している方、
創業して間もない方／20人（申込順）
i市k申込フォームまたは下記QR
コードから

□企画・運営　多摩信用金庫
j多摩信用金庫 価値創造事業部
　p042－526－7766▲

産業振興課np042－420－2819

※特に記載のないものは、無料です。
※内容についてのお問い合わせ
は、各サークルへお願いします。

　「みんなの伝言板」（サークル紹介）は、
　個人情報が含まれているため、
　削除してあります。


