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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

いろいろなことばで
たのしむおはなし会

（夏スペシャル）
８月６日㈯ 午前11時～正午
ひばりが丘図書館
c日本語・英語・中国語・韓国語で
絵本の読み聞かせ・ゲーム・工作など

d／e３歳以上／親子７組（申込順）
※未就学児は保護者同伴にて可
i前日までに、電話・メールまたは
直接下記へ▲

ひばりが丘図書館
　p042－424－0264
　m lib-uketsuke@city.nishitokyo.lg.jp

みんなの居場所（サードプレイス）展
～探してみよう! 自分の居場所、過ごす場所～

● ８月18日㈭ 午後１時～４時
● 　　19日㈮ 午前10時～午後４時
アスタセンターコート

　ほっとネットの活動紹介や地域情報
をまとめたパネル展示などを実施しま
す。当日はほっとネット推進員などが

『チラシ・コンシェルジュ』として地域
の活動をご紹介します。
j ● ほっとネット保谷ステーション
　p042－438－9205
● ほっとネット田無ステーション
　p042－497－4158▲

地域共生課np042－420－2807

NPO等企画提案事業
にじいろヒューマンライブラリー
８月21日㈰ 午後２時～４時
コール田無

　さまざまなLGBTQ当事者が本役（語
り手）となる少人数の対話型イベントで
す。心のバリアーを溶かすヒューマン
ライブラリーを体験し、多様なセクシャ
リティや生き方を知りましょう。
e20人（申込多数は抽選）
i８月15日㈪までに、氏

ふ り

名
が な

・電話番号・メールアド
レスを右記申込フォームへ
jレインボーコミュニティ西東京 星
　 m rainbow-community-nishi 

tokyo@outlook.jp▲

協働コミュニティ課n
　p042－420－2821

子どものための地域を知る講演会
「農民とサムライのあいだ ～江戸
時代の暮らしと田無村
名主・下田半兵衛～」
８月21日㈰ 
午後２時～４時（１時40分開場）
田無公民館
d小学４年生～高校生年代

e36人（申込順）
※付添者同伴可（付添者は人数に含む）
f行田健晃さん（成蹊中学・高等学校専
任教諭（社会科／日本史））
i８月２日㈫午前10時から、氏名・
学年・電話番号・参加人数を電話・メー
ルまたは直接下記へ▲

中央図書館p042－465－0823
　m lib-uketsuke@city.nishitokyo.lg.jp
※詳細は図書館kをご覧ください。

若年性認知症の家族会・
当事者会「かえるの会」
８月23日㈫ 午後１時30分～３時
田無第二庁舎

　若年性認知症の方への介護に関する
悩みや介護者同士でのアドバイスなど、
気軽に語り合ってみませんか。
※３カ月に１回程度開催
d  次のいずれかに該当する方
●  若年性認知症の方を介護している家

族の方（発症が65歳未満で現在65
歳以上の方の介護者の方も参加可）

●  若年性認知症と診断されているおお
むね70歳ぐらいまでの方
i８月19日㈮までに、電話・メール
で下記へ▲

高齢者支援課n
　p042－420－2811
　m f-kourei@city.nishitokyo.lg.jp

息子介護者の会・娘介護者の会
８月27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・娘さん同士で、同じ立場での悩み
やご苦労を語り合ってみませんか。
d高齢者の介護を担っている息子さ
ん・娘さん
i前日までにお住まいの地域を担当
する地域包括支援センターにご連絡く
ださい。▲

高齢者支援課n
　p042－420－2811

西東京市少年野球大会
参加チーム募集
９月４日㈰・11日㈰・18日㈰・
19日㈷・23日㈷・25日㈰ 
※予備日10月２日㈰・８日㈯・16日㈰
市民公園グラウンド・ひばりアム・
芝久保運動場

　小学生の軟式野球大会を開催します。
西東京市軟式野球連盟少年部に所属し
ていないチームは、申込が必要です。
d在住・在学の小学生で、１チーム
10～20人、リトル・ポニーの各リー
グに所属していないチーム
i所定の申込書で８月５日㈮（消印有
効）までに、jへ郵送・ファクス・メー
ルまたは直接持参
□代表者会議・組合せ抽選会
a８月６日㈯午後６時
bスポーツセンター
jNPO法人西東京市体育協会・〒202
－0013中町１－５－１スポーツセン
ター内

※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。

　p042－425－7055
　l042－439－3395
　 ※平日午前９時～午後４時（第１㈫

を除く）
　mnishitokyotaikyo@atbb.ne.jp▲

スポーツ振興課n
　p042－420－2818

外国から来た保護者のための
小学校入学前説明会
９月４日㈰ 午前10時～11時30分
Zoomによるオンライン開催

　日本の小学校を知らない外国から来
た保護者が、安心して入学準備ができ
るように説明会を開催します。
d小学校入学・転入を控える子の保
護者のうち、外国から来た保護者
e10人程度
i８月19日㈮までに、メールで件名

「外国から来た保護者のための小学校
入学前説明会」・保護者の氏

ふ り

名
が な

・子ど
もが行く小学校の名前・電話番号をj
の「外国から来た保護者のための小学
校入学前説明会」担当へ
□共催　NPO法人西東京市多文化共
生センター（NIMIC）
j西東京市多文化共生センター
　p042－461－0381
　mnimicwith@gmail.com▲

文化振興課np042－420－2817

パリテ講座
カンタン♪ 楽しい！ 
初めてのハーバリウム
～好きな色、好きなお花で世界に
一つだけのハーバリウムを作ろう！～

９月９日㈮ 午前10時～正午
住吉会館ルピナス

　人気のフラワーインテリア。あなた
だけのオリジナルハーバリウムを楽し
く作って、日頃の疲れをリフレッシュ
しませんか？ 市内女性起業家として
活躍するハンサム・ママを講師にお迎
えし、起業までのストーリーについて
もお伺いします！
e15人（申込多数は抽選）　
※保育あり(生後６カ月以上
未就学児まで・８人)
f南雲みささん（日本ハーバ
リウム協会認定講師）
g800円（材料費）
i８月１日㈪午前９時～21日㈰午後
９時に、市kの申込フォームまたは
メールで件名「パリテ講座」・住所・氏

名・電話番号・保育の有無を下記へ　
　　　　　　　　　　  市k▲

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

多摩六都フェアパラアート
展覧会絵画作品募集
募集期間
８月16日㈫～９月30日㈮

　障害の有無に関わらず、誰もが文化
芸術に親しめるよう、パラアート展覧
会に飾る絵画作品を募集します。
□テーマ　「感情のかたち～マスクの
下の喜怒哀楽～」
　募集した作品は圏域５市を順番に
回って展覧会を行い、表彰式も行います。
d圏域５市（西東京・小平・東村山・
清瀬・東久留米市）に在住・在勤・在
学で障害のある方
i下記提出先へ持参
□提出先　障害者総合支援センターフ
レンドリー・就労支援センター一歩・
cafeもぐもぐの森
❖展覧会
a11月29日㈫～12月４日㈰
bコール田無
※上記期間以外に、圏域５市の公共施
設でも展示します。
❖表彰式
a12月４日㈰
bコール田無
※受賞者へ賞状と記念品を贈呈（予定）▲

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

プールで泳いでみませんか
８月21日㈰ 
午後１時～３時
ひばりが丘中学校プール

　夏休みにひばりが丘中学校のプール
で障害児（者）対象の水泳教室を行いま
す。プールでのんびりと泳いでみませ
んか。
d在住・在学・在勤の障害児（者）
e20人（申込多数は抽選）
h水着・水泳帽・タオル・浮き輪（必
要な方）・飲み物
iあくあ・じょいl042－445－1173
　maqua.joy.contact@gmail.com
※申込用紙は障害福祉課（両庁舎１階）
または市kでダウンロード可▲

障害福祉課np042－420－2804

　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います。
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▲

幼児教育・保育課np042－452－6777
□赤ちゃんのつどい日程（8・9月）

会場 日程
センターすみよし ８月30日㈫

９月30日㈮
センターけやき ８月26日㈮

９月30日㈮
センターやぎさわ ９月16日㈮
センターなかまち ９月 ９日㈮

　   20日㈫
センターひがし ８月26日㈮

９月12日㈪
北町コミュニュティセンター ９月27日㈫
ひばりが丘北児童センター ９月22日㈭

会場 日程
谷戸公民館 ９月12日㈪
芝久保児童館 ９月 ８日㈭
田無公民館 ９月13日㈫
新町児童館 ９月20日㈫
柳沢公民館 ９月22日㈭
北原児童館 ９月20日㈫
下保谷児童センター ９月 ６日㈫
芝久保公民館 ９月20日㈫
田無児童館 ９月 ６日㈫

　　　　赤ちゃん集まれ～♪

市k

　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。


