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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

　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・変更となっている可
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。

ENJOYニュースポーツ2022
12月25日㈰
午前９時30分～11時（受付：９時20分）
きらっと

　誰でもすぐにゲーム（ユニカール・
ボッチャなど）が楽しめます。普段運動
していない方、障害のある方もご参加
ください。
d在住・在勤・在学で小学生以上（小
学３年生以下は保護者同伴）
e30人（申込順）
h室内用運動靴・運動ができる服装・
タオル・飲み物など

i12月15日㈭から、電話で
下記または申込フォームへ▲

スポーツ振興課n
　p042－420－2818

先輩ママとお話しする会
令和５年１月12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

　障害がある子どもの保護者が相談員
となって、同じ立場から相談を受け、
一緒に考えます。地域の学校や医療機
関についての情報も聞けます。
d／e障害がある子ども（就学前～高
校生）の保護者／各回１人（申込順）
j・i基幹相談支援センターえぽっ
くp042－452－0075▲

障害福祉課n p042－420－2805

科学ワークショップ
「色のじっけん！
ペンの色を分けてみよう！」
令和５年１月14日㈯
午前10時30分　田無公民館

　身近な水性カラーペンを使って色を
分ける実験をします。
d／e小学生／30人
f多摩六都科学館
i12月20日㈫午前10時から、開館
時間中に電話または直接下記へ▲

中央図書館p042－465－0823

パリテ講座
幸せに生きるためのセルフコーチ
ング講座～未来の可能性を広げよう～

令和５年１月14日㈯
午前10時30分～正午
Zoomによるオンライン開催

　自分の可能性を信じて、人生を幸せ
に生きるヒントを見つけませんか？コー
チングの視点からお話しいただきます。
e50人（申込多数は抽選）
fみつはしあきこさん（ライフコーチ）
i12月15日㈭午前９時から、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・参加
時のニックネームを下記へ
※詳細は市kをご覧ください▲

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

講演会＆映画上映会
2022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～

令和５年１月14日㈯
午後２時～４時　コール田無

□講演会「何を選んで食べる？」＆上映
作品「タネは誰のもの」
e80人（申込順）
※保育あり。生後６カ月以上未就学児・
３人（申込順）
f纐纈美千世さん（日本消費者連盟事務局長）
i１月６日㈮（必着）までに、はがき・
メールで件名「消費生活展申込」・住所・
氏
ふ り が な

名・電話番号・保育希望の場合は子
どもの氏名・年齢を〒188－8666市
役所協働コミュニティ課へ　※当日参
加可
□企画・運営　第22回西東京市消費
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

外国から来た保護者のための
小学校入学前説明会
令和５年１月15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
るように学校で使う道具などについて
紹介します。
d／e小学校入学を控える子の保護
者のうち、外国から来た保護者／10人
i12月28日㈬までに、メールで件名

「説明会申込」・保護者の氏
ふりがな

名・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
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n p042－420－2817

NPO市民フェスティバル
「レッツゴー 好奇心!! 見つけてっ!! 
あなたにあった市民活動」
令和５年１月21日㈯・22日㈰
午前10時30分～午後４時

　市内のNPOや市民活動団体の皆さ
んが、パネル展示や動画配信などで日
頃の活動の成果を紹介します。市民活
動の新たな楽しみを見つけましょう。
①①パフォーマンスなどのライブ配信・
市民活動団体紹介３分動画（ゆめこら
ぼ特設k・YouTube）
※市民活動団体紹介３分動画は３月下
旬まで配信予定
②②パネル展示（フレスポひばりが丘）
※１月27日㈮まで掲示予定
j西東京市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

※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。

アーティストとのワークショップ
「探し物は、なんですか？」

令和５年
● １月22日㈰
午前９時30分～正午
● １月29日㈰
午後１時30分～５時
コール田無

　本市にゆかりのある、線画や水彩作
品などを多数手がけるアーティストの
O JUN（おー じゅん）さんと一緒に、
ボックスアートを作成するワーク
ショップを行います。２回目の最後に
展示を行い、全員で鑑賞します。
d在住・在勤・在学で両日参加でき
る小学５年生以上
e20人（申込多数は抽選）
i１月６日㈮までに、メールで件名

「探し物は、なんですか？」・参加希望
者全員の氏

ふ り が な

名・年齢・住所・電話番号
を下記へ
※詳細は市kをご覧ください。▲

文化振興課n p042－420－2817
　mbunka@city.nishitokyo.lg.jp

講演会
「高次脳機能障害と共に成長する」

令和５年１月28日㈯
午後１時～４時
ルネこだいら（小平市民文化会館）

　高次脳機能障害と共に生きる若年世
代に対する支援について考えます。
e120人（申込順）
□第１部　基調講演
　「高次脳機能障害におけるコミュニ
ケーション支援」
f立石雅子さん（日本言語聴覚士協会副会長）
□第２部　トークセッション
　「高次脳機能障害と共に成長する～
若年当事者と家族の歩み～」
f当事者と家族・支援者（医療機関・
学校・パラスポーツ・就労支援などの
関係者）
□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
i12月16日㈮から、下記QRコード・
電話・ファクスで氏名・住所・電話番
号・メールアドレス・希望する参加形
態（会場またはオンライン）・車いすの
有無を下記へ▲

障害福祉課n
　p042－420－2805
　l042－466－9666

消費生活親子講座
お金ってなんだろう？
令和５年１月29日㈰
午後２時～３時30分　田無第二庁舎４階

　クイズや貯金箱づくりをとおして、

親子で一緒に楽しくお金の大切さにつ
いて学びませんか。
d／e在住・在学の小学１～２年生
とその保護者／10組（申込多数は抽選）
f豊田眞弓さん（東京都金融広報委員会 
金融広報アドバイザー）
h筆記用具
i１月６日㈮までに申込フォームへ▲

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

ミニ手話講座（全５回）

令和５年１月31日㈫、
２月７・14・21・28日㈫
午後２時～４時　
イングビル

　初めて手話に触れる方を対象とした
講座です。手話を使ってコミュニケー
ションの幅を広げてみませんか。
d在住の20歳以上で手話学習経験の
ない方（手話講習会受講者・手話サー
クルに入っている方・過去に参加した
ことのある方を除く）
e15人（申込順）
i１月20日㈮までに電話で下記へ▲

障害福祉課n
　p042－420－2804

ドッジボールをやってみよう！
● 令和５年２月18日㈯
①①女子の部：午後１時30分～３時30分
● 　　　　　　19日㈰
②②男子午前の部：午前９時30分～11時30分
③③男子午後の部：午後１時30分～３時30分
スポーツセンター

　ドッジボールのルールやチームワー
ク、投げ方などを学んで仲間と一緒に
楽しみましょう。
cルール説明・動き方などの練習・
試合形式
d在住・在学の小学５･６年生
e①①４チーム、②②・③③各４チーム
※各チーム12～15人とし、当日責任
者（保護者などの成人）２人の付き添い
をお願いします。
※男子の部は②・③を指定しての申込
不可。男子の部に女子の参加可（ただ
し、参加申込は１回のみ）
※申込多数は抽選
h室内用運動靴・外履き靴を入れる袋・
運動ができる服装・飲み物・タオルなど

i１月13日㈮午後５時までに、参加
申込書を郵送・メール・ファクスまた
は直接下記へ（ファクスは、要送受信
確認）
※参加申込書は市kからダウンロード▲

スポーツ振興課n
　p042－420－2818
　l042－420－2893

市k

申込フォーム

「らしく」生きるを考えよう！
～ジェンダー平等に関する市民ワークショップ～ 
　これからのジェンダー平等につい
て一緒に考えてみませんか。ワーク
ショップを通して、皆さんの声をお
聞かせください。
a令和５年１月21日㈯午後１時～
３時（受付：午後０時30分）

b田無第二庁舎４階
d18歳以上の市民
e20人程度（申込多数は抽選）
i１月６日㈮までに、電話または
市kの申込フォームから▲

男女平等推進センターp 042－439－0075
j k

申込フォーム

申込フォーム

市k

市k


