
6 令和４年（2022年）２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

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。

着物地でミニチュアダックス
（ぬいぐるみ）を作ろう！

２月12日㈯・13日㈰・19日㈯
午前10時30分～午後３時
住吉会館ルピナス

　たんすの中にねむったままの着物や
反物を、ぬいぐるみのミニチュアダッ
クスにリメイクしてみませんか。
d／e在住・在勤・在学の18歳以上で、
３日間とも参加できる方／12人（申込順）
h着なくなった着物または反物を１
ｍ・化繊綿（150ｇ以上）・厚紙（菓子
箱など、段ボールは不可）・はさみ・
のり（でんぷんのり）・目のボタン（直
径１㎝のもの２個、色は黒か茶系のも
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）・ぬいぐるみ
用針（約20㎝ぐらいの長さ）・裁縫道
具一式・昼食
i２月１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（午前９時～午後５時）
　l042－421－8586
　mecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp▲

環境保全課p042－438－4042

いろいろなことばで
たのしむおはなし会

● ２月12日㈯英語
● 　　20日㈰韓国語
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

図書館多文化講座
日本語多読ワークショップ
２月13日㈰ 午後１時～３時
Zoomによるオンライン開催

　日本語を学習している人が、楽しく
読書ができるように工夫された本「日
本語多読の読み物」とその活用方法を
ご紹介します。
d日本語多読に興味がある方、日本語学習
者の方へ日本語の支援をされている方など

fNPO法人多言語多読
i前日までにメールで住所・氏名・
電話番号を下記へ▲

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

空き家にしない！させない！ 
今からできる空き家対策
セミナーと個別相談会
２月19日㈯
①セミナー：午後１時30分～３時
20分（２部構成）
②個別相談：３時30分～４時30分
コール田無

e①各30人②12組（いずれも申込順）
i２月18日㈮までに電話で下記へ▲

住宅課op042－438－4052

明保中学校　学校応援団　
玄関扉の塗装ボランティアを募集
２月23日㈷・26日㈯
午前９時～午後４時30分
明保中学校

　学校の顔である昇降口。卒業式や入
学式前にきれいな玄関扉に塗装をする
ボランティアを募集します。
e各日３～４人程度
※詳細は明保中学校kをご覧ください。
j明保中学校地域学校協働活動推進
員（小野）
　mmeihou.kyoudou@gmail.com▲

社会教育課np042－420－2831

はじめての対話型鑑賞
アートでおしゃべり（全２回）
※会場・日時は下表参照

　アートの知識は要りません。絵画や
写真を見て、感じて、自由に語り合い
ましょう。
d在住の60歳以上の方
e各回12人　※申込多数は抽選
i２月10日㈭（消印有効）までに、往
復はがきで申込番号・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
※両日参加できる方優先
※申込は、はがき１枚につき１人のみ

申込番号 会場 日時 時間
アート

①
老人福祉
センター

２月24日㈭
25日㈮

午後１時30分
～３時

アート
②

新町福祉
会館

３月 ３日㈭
７日㈪

午前10時
～11時30分

※２回連続講座となります。
j社会福祉協議会p042－497－5136▲

高齢者支援課np042－420－2811

平和映画会
２月25日㈮ 
午後１時（０時30分開場）
保谷こもれびホール

　原爆投下から８年後に製作された名
画「ひろしま」を通じて、戦争や平和に
ついて考えてみませんか。
□ 上映映画　 ●「忘れてはいけない記

憶～西東京市にもあった戦争」
●  「ひろしま」　※第５回ベルリン国際

映画祭長編映画賞受賞作品
i２月10日㈭までに、Web申込フォー
ム・メール・往復はがきで件名「平和
映画会」・住所・氏

ふ り

名
が な

・電話
番 号 を 〒188－8666市 役
所協働コミュニティ課へ
□共催　非核・平和をすすめる西東京市民の会▲

協働コミュニティ課n
　p042－420－2821
　mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp

野鳥観察会 ～早春の渡り鳥～

２月26日㈯ 午前10時～正午
※荒天時、翌日同時刻に延期
石神井川・武蔵関公園周辺

（集合：午前９時45分東伏見駅南口）
　身近な野鳥に親しむ講座です。双眼
鏡の使い方も説明します。
d在住・在勤・在学の小学校３年生

※イベントの開催方法に変更が生じる可能性があります。
※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。

以上（小学生は保護者同伴）
e20人（申込順）
h筆記用具・防寒具・雨具・双眼鏡（あ
れば、倍率８倍程度のもの）
i２月４日㈮午前11時から、電話・
ファクス・メールで氏名・住所・年齢・
電話番号をjへ
jエコプラザ西東京p042－421－
8585（午前９時～午後５時）
l042－421－8586
mecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp▲

環境保全課p042－438－4042

息子介護者の会・娘介護者の会
２月26日㈯ 
午前10時30分～正午
保谷駅前公民館

　高齢者の介護を担っている息子さ
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高齢者の介護を担っている息子さ
ん・娘さん
i前日までに電話でお住まいの地域
を担当する地域包括支援センターへ▲

高齢者支援課np042－420－2811

「知る!ゲノム編集食品って何～!?」
２月26日㈯ 午後２時～３時30分
Zoomによるオンライン開催

□2021くらしフェスタ西東京市～あ
したのためにくらしを考える～
　遺伝子組み換えとゲノム編集はどう
違うの？ 食品になったときには安全
なの？ 私たちのくらしにどのように
関係するか考えてみませんか。
d在住・在勤・在学の方
e30人（申込順）
i２月１日㈫～15日㈫に、メールで
件名「ゲノム編集食品講演会申込」・住
所・氏

ふ り

名
が な

・年齢・電話番号を下記へ
□企画・運営　第21回消費生活展実行委員会▲

協働コミュニティ課n
　p042－420－2821
　mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp

消費生活講座
健康食品・サプリメントの賢い利用法
３月１日㈫ 午後２時～３時30分
田無第二庁舎４階

　「これを飲めば安心！」こんなキャッ
チコピーにひかれたことはありません
か？健康食品やサプリメントを上手に
利用する方法を学んでみませんか。
d在住・在勤・在学の方
e30人（申込順）
f須田良和さん（日本臨床栄養協会理事）
i往復はがき・メールで件名「消費講
座：健康食品・サプリメントの賢い利用
法申込」・住所・氏名・年齢・電話番号
を〒188－8666市役所協働コミュニ
ティ課へ▲

協働コミュニティ課n
　p042－420－2821
　mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp

学校に登校していない児童生徒の
自分らしい成長を応援する講演会
３月７日㈪～25日㈮
YouTube（西東京市動画チャンネル）配信

　市内には、さまざまな理由で学校に
登校していない児童生徒が通う「ス
キップ教室」があります。その指導員が、
児童生徒や保護者の方とともに経験し

てきた、多様な生き方を主体的に選択
する力をはぐくむための指導や支援に
ついてお話しします。
i２月１日㈫～３月18日㈮にメール
で住所・氏

ふ り

名
が な

・年代を下記へ▲

教育支援課np042－420－2829
　mk-sien@city.nishitokyo.lg.jp

くらしヘルパー養成研修（全２日）

３月10日㈭・11日㈮ 
午前９時～午後５時
田無庁舎５階

　訪問介護の仕事をするための基礎研
修です。　※市独自基準の訪問サービ
ス（家事援助のみ）の従事資格が取得可
d／e高齢者への家事援助の仕事に
従事する意欲のある18歳以上の方（高
校生を除く）／10人（申込順）
i電話・はがき・メール・専用申込
書（市kから）で、住所・氏

ふ り

名
が な

・生年月日・
職業・電話番号・受講動機を〒188－
8666市役所高齢者支援課「西東京市
くらしヘルパー養成研修」係へ
※詳細は市kまたは下記へ▲

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

シニア大学（単科講座）
国際金融の最前線（全２回）

①３月10日㈭　②11日㈮
午後２時～３時45分
田無総合福祉センター

　現在、世界で起きている金融のさま
ざまな情勢について、分かりやすい説
明を聞きながら身近な経済に関する知
識を深めていきませんか。
d在住の60歳以上の方（１日のみの参
加の方は、参加希望日をお書きください）
e20人　※申込多数は抽選
f渡部訓さん（武蔵野大学経済学部教授）
i２月18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
※両日参加できる方優先
※はがき１枚につき１人まで

j社会福祉協議会
　p042－497－5136▲

高齢者支援課n
　p042－420－2811

パリテ講座 子どもの性を育てるとは
～親・保護者のための性教育～

３月12日㈯ 午前10時～正午
住吉会館ルピナス

　「おうち性教育はじめます」著者の一
人である講師と一緒に学びはじめま
しょう。
　詳細は市kをご覧ください。
d幼児～小学校低学年のお子さんの
保護者・テーマに関心のある方
e40人（申込順）
※オンラインに変更時50人
※保育あり(生後６カ月～未就学児)　
e８人
f村瀬幸浩さん（元一橋大学講師ほか）
i２月１日㈫午前９時から市k申込画
面またはメールで、件名「パリテ講座」・
住所・氏名・電話番号を明記
し下記へ▲

男女平等推進センター
　p042－439－0075
　mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp


