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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。

≪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

東伏見ふれあいプラザ
地元農産物の即売会
毎週㈮ 午前９時（完売次第終了）
東伏見ふれあいプラザ

　空き店舗を活用し設置された「東伏
見ふれあいプラザ」は、地元市民の方
を中心とした運営団体によって地域活
性化を目的とした事業を行う拠点と
なっています。地元農業者ご協力の下、
収穫したての野菜や鉢花の即売会を開
催しています。
□次のサービスもご利用ください
●  市の行政サービス機器（図書貸出端

末・公共施設予約管理システムロ
ビー端末）、図書返却BOX設置

●  サークルなど団体への事業スペース貸
出（約７ｍ×４ｍ・会議机など備品あり）
j東伏見ふれあいプラザ
　p042－466－1347▲

産業振興課np042－420－2819

ゴーヤの緑のカーテン
市民モニター
６月３日㈮～５日㈰ 
午前９時～午後５時
エコプラザ西東京

　地球温暖化対策として効果が期待さ
れる「緑のカーテン」に取り組んでいた
だけるモニターを募集します。
cゴーヤを４苗配布
d在住・在勤・在学で、アンケート
と写真送付にご協力いただける方
e50人（申込順）
iメールで件名「ゴーヤの緑のカーテ
ン」・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
　mecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp▲

環境保全課p042－438－4042

賢い暮らしを賢く選択

いろいろなことばで
たのしむおはなし会

● ６月12日㈰中国語
● 　　25日㈯英語
各回午前11時30分（15分程度）
谷戸図書館

c絵本のよみきかせ
d／e３歳以上／親子５組（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

教えて！ペアレントメンター
６月14日㈫ 
午前10時～11時50分
田無総合福祉センター

　障害があるお子さんの悩みを話して
みませんか。障害があるお子さんの子
育て経験を活

い

かして、同じような悩み
をもつ保護者の方が話を聞いたり、情
報提供などを行います。
d／e18歳以上の発達障害があるお
子さんの保護者／10人
i６月７日㈫までに電話で下記へ▲

障害福祉課n
　p042－420－2805　

コーフボール体験会
６月18日㈯ 午前10時～正午
総合体育館

　コーフボールは、オランダで生まれ
た、バスケットボールとハンドボール
を組み合わせたような競技です。
　コーフボール日本代表の講師とコー
フボールの楽しさを体験してみませんか。
d在住・在勤・在学の方
e20人（申込順）
h室内用運動靴・靴入れ袋
i ６月15日㈬までに、Web申込フォー
ムまたは電話で住所・氏名・年齢・電話番
号・メールアドレスを下記へ▲

スポーツ振興課n
　p042－420－2818

子ども日本語ボランティア
入門講座
　市内で暮らす日本人と外国籍市民が
互いの文化などの違いを理解し、助け
合いながら暮らせるよう、外国にルー
ツを持つ子どもの日本語学習を支援す
る日本語ボランティアの入門講座をオ
ンラインで開催します。
□講座の内容　a午後２時～４時

日時 会場 内容

① ６月23日㈭

オンライン

外国につながる子
どもの状況～多文
化共生の視点から

② ６月30日㈭ 市内で活動する
NPOとボランティア

③ ７月 ５日㈫ ことばの学習とし
ての日本語学習

④ ７月14日㈭
外国につながる子
どものために地域
ができること

⑤ ７月21日㈭ 子どもたちの状況
と学習支援の現場

⑥ ７月28日㈭ 各種教材、教具、
使い方

⑦ ９月 １日㈭
子どもや保護者と

「やさしい日本語」で
コミュニケーション

９月 ８日㈭
～21日㈬

各日本語教室
開催場所 教室見学（２週間）

⑧ ９月22日㈭ オンライン 今後の活動に向けて

d ● 外国にルーツをもつ子どもを対
象とした支援活動に関心があり、講座
修了後の活動が可能な方
● 全８回の講座のうち、６回以上出席
できる方
e40人（申込多数は抽選）
❖講演会「外国につながる子どもの状況
～多文化共生の視点から」
　日本に暮らす外国人の子どもたちへ
の日本語学習支援がどのように行われ
ているか、知ってみませんか。
a６月23日㈭午後２時～４時
bZoomによるオンライン開催
e60人
f野山広さん（国立国語研究所）
□共通
i６月15日㈬までに、メールで件名

「講演会申込」・①参加者の氏
ふ り

名
が な

②電
話番号③メールアドレス④住所⑤志
望動機や経歴⑥資格⑦自己PR（講演会
のみ参加の場合は、①②③のみ）を文
化振興課へ
□共催　NPO法人西東京市多文化共
生センター（NIMIC）▲

文化振興課np042－420－2817
　mbunka@city.nishitokyo.lg.jp

※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。

NPO等企画提案事業
防災まち歩き（オンライン併用）

①６月25日㈯／富士町市民集会所
午後１時30分～３時30分
②７月 ２日㈯／集合東伏見駅南口
午前10時～正午

　台風シーズン前に水害に備えた防災
のポイントを学びましょう（２日間
コース）。
※荒天中止
c

①事前学習：ジオラマで学ぶ地形と水害
②防災まち歩き
d在住・在勤・在学の方
e①②現地参加は20人・オンライン
参加は40人（申込順）
i６月１日㈬午前９時～19日㈰に、
下記申込フォームまたはメールで住
所・氏

ふ り

名
が な

・電話番号・メールアドレス・
現地参加希望の有無・①②または両
方の参加希望を明記し下記へ
f・j西東京レスキュー
　バード荘
　mnishitokyo.rb@gmail.com▲

協働コミュニティ課n
　p042－420－2821　　  

障害者サポーター養成講座
（初級編）

６月25日㈯ 
午後２時30分（受付：２時）
保谷駅前公民館

　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
ポーターの養成講座（初級編）を開催し
ます。　※参加者にはサポートキーホ
ルダーを贈呈
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

男女雇用平等セミナーⅡ
男性が育休を取得する前に
知っておきたい基礎知識
～育児・介護休業法の改正を受けて～
７月１日㈮・６日㈬
午後６時30分～８時30分
国分寺労政会館（国分寺市南町３－22－10）
c ● 法改正で何が変わるのか？ポイント解説
●  男性が育休を取得する前に知ってお

くべきこと
d／e使用者・企業の人事労務管理
担当者・テーマに関心のある方／50
人（申込順）
f新田香織さん（特定社会保険労務士）
ijのkまたは電話・ファクスでjへ
　  TOKYOはたらくネット→　
j東京都労働相談情報
　センター国分寺事務所

申込
フォーム

　p042－323－8511
　l042－323－8512▲

男女平等推進センター
　p042－439－0075

NPO市民フェスティバル
実行委員募集
７月５日㈫ 午後７時～８時
Zoomによるオンライン開催

　来年１月の開催に向けて、NPO市
民フェスティバル（通称：Nフェス）の
実行委員会を立ち上げます。企画・運
営に携わっていただける方を募集しま
す。経験・年齢などは問いません。ぜ
ひご参加ください。
※月１回程度開催
i７月２日㈯までに、メールで氏

ふ り

名
が な

・
電話番号をjの「NPO市民フェスティ
バル実行委員」係へ
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

広島平和の旅
～平和記念式典と原爆ドーム等を見学～
８月５日㈮～６日㈯ （１泊２日）

　市では毎年、原爆犠牲者を慰霊し、
平和への決意を新たにする平和記念式
典に市民を派遣しています。
　被爆地である広島を訪れ、記念式典
への参列・平和記念資料館などの見学・
被爆体験者の講話を受け、戦争とは何
か、平和の意義とは何かについて考え
ます。
□コース
５日：東京駅集合～広島駅～平和記念
資料館～ホテル
６日：記念式典参加～市内見学～東京
駅解散
□交通　新幹線
d在住・在勤・在学の小学生以上（小
学生は保護者同伴）
※参加の際の注意点などは市kをご
確認ください。
e６人程度（申込多数は抽選）
g２万5,700円（小学生とその保護者
の場合は２人で３万6,000円）
※参加確定後に取り消しをすると、取
消料が発生する場合があります。詳細
は下記へお問い合わせください。
i６月20日㈪（必着）までに、往復は
がきまたはメールで住所・氏名・年齢・
性別・電話番号・勤務先または学校名

（在勤・在学の方）を〒188－8666市
役所協働コミュニティ課「広島平和の
旅」係へ▲

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

※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。


