
a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金  h持ち物  i申込  j問い合わせ  lファクス  mメール  kホームページ  n田無庁舎  o保谷庁舎凡例

6 広報 平成30年（2018年）4月1日号

もっと知ろう！
楽しもう！イベントNEWS

①c「岩崎恭子物語」：ひとり芝居・漫談・
落語でもない、聞き手と一緒に作り上げ
る「かたり」の世界
e180人（申込順）
i４月10日㈫午後５時までに、スポー
ツセンター・総合体育館・きらっとへ直
接（窓口は４日㈬から）または電話
②cバルセロナオリンピック金メダリ
ストによる直接指導
d・e25m以上泳げるA小学生、B一般

（中学生以上）・各25人（抽選）
h水着・水泳帽・タオル・ゴーグル
i４月９日㈪までに、往復はがきで住
所・氏

ふり

名
がな

・年齢（学年）・電話番号・参加
希望枠（A・B）・泳力（４泳法それぞれの）・
①の参加希望の有無をjの「岩崎恭子水
泳教室」係へ
jスポーツセンター〒202－0013中町
１－５－１・p042－425－0505▲

スポーツ振興課op042－438－4081

　普段運動をしていない方・障害のある
方もすぐにゲームが
楽しめるニュース
ポーツ！
　初めての方も気軽
にご参加ください。
cカーリングから生
まれたユニカール、
ボッチャ・ソフトバ
レーボール・ミニテ
ニスなど

d在住・在勤・在学の小学生以上（小学
３年生以下は保護者同伴）
h室内用運動靴・タオル・飲み物など▲

スポーツ振興課op042－438－4081

①山田雅人かたりの世界
②岩崎恭子水泳教室
新指定管理者オープニングイベント
４月14日㈯ 
①午前10時15分～11時30分
保谷こもれびホール
②午後１時30分～３時30分
スポーツセンター

ENJOYニュースポーツ2018
（前期）

４～８月の最終㈰ 午前９時30分
～11時30分（受付：９時20分）
スポーツセンター　※当日、直接会場へ

カーペット上でストーンを
滑らせるユニカール

障害のある皆さん
スポーツを楽しみませんか
毎月第３㈯ 午前９時30分～11時30分
スポーツセンター

　障害者スポーツ支援事業として、障害
者スポーツ指導員や補助員と一緒に行う
スポーツレクリエーションです。　
cバルーン体操・ボッチャ・ボウリングなど

d在住または市内の障害者作業所など
に通所している方
※車椅子利用の方はご相談ください。
gスポーツ傷害保険料（１回50円または
年間12回まで500円）
i・jNPO法人ウーノの会
　p042－424－7775
　l042－439－4487▲

障害福祉課op042－438－4033

　同地区には竹林があり、放置しておく
と人が立ち入れなくなるほど繁茂して景
観が損なわれてしまいます。楽しくタケ
ノコ狩りをして、特別緑地保全地区の整
備活動に参加しませんか。
　掘ったタケノコは参加賞として持ち帰
れます。地元で取れた旬のタケノコをご
家庭で味わってください。
e20人（申込順）
h軍手・タオル・飲み物・長袖・長ズ
ボン・運動靴など

i４月16日㈪までに、電話・メールで
代表者の住所・電話番号、参加者全員の
氏名を下記へ（個人参加も可）
□共催　高橋家屋敷林保存会▲

みどり公園課p042－438－4045
　mkouen@city.nishitokyo.lg.jp

屋敷林で「タケノコ狩り」体験
４月22日㈰ 午前10時～正午ごろ

下保谷四丁目特別緑地保全地区
※雨天中止

◦�おはなしおばさんのおはなし会　  
１日㈰午前11時

◦ にこにこおはなし会　５・19日㈭午前11
時／１～２歳児と保護者

◦ サンサンおはなし会　  
15日㈰午前11時／３歳児から

◦ おはなし会　毎週㈭午後３時30分／３歳児から

◦ ちいさなおはなしひろば　13・27日㈮午
前11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなしひろば　  
13・27日㈮午後３時30分／３歳児から

◦ おはなしのへや　７・21日㈯午後３時30
分／５歳児～小学３年生

◦ ちびっこおはなし会　  
11日㈬午前11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなし会　毎週㈭午後４時／３歳児から

◦ ちびっこおはなし会　４・18日㈬　午前
11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなし会　  
11・25日㈬　午後３時30分／３歳児から

◦ 〈子ども読書の日記念〉春のおはなし会　
28日㈯午前11時／３歳児から

p042－465－0823
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

中  央  

p042－421－3060
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

保谷駅前  

p042－465－9825
火～日　午前10時～午後６時

芝久保   

p042－421－4545
火～日　午前10時～午後６時

谷  戸   

◦ ちいさなおはなしひろば　  
６・13日㈮午前11時／１～２歳児と保護者

◦ わくわくドキドキ紙芝居　  
14日㈯午前11時

◦ おはなしひろば　  
毎週㈬午後３時30分／３歳児から

◦ ちいさなおはなしひろば　  
６・13・27日㈮午前11時／１～２歳児と
保護者

◦ おはなしひろばサタデー　  
14日㈯午前11時／３歳児から

◦ おはなしひろば　  
４・18日㈬午後４時／３歳児から

児童館・児童センターとの共催行事
◦ はじめてのページ　  

５日㈭午前11時／下保谷児童センター

２・９・16・23日㈪
※ 中央・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘図書館は、 

20日㈮休館
※芝久保・谷戸図書館は、30日㉁休館

休館日

p042－464－8240
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

柳  沢  

p042－424－0264
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

 ひばりが丘  

乳幼児～小学生を対象としたおはなし会など、
いろいろな行事を行っています。お問い合わせは各図書館へ。

ようこそ としょかんへ 4月

「りさいくる市」フリーマーケット出店者募集
a５月６日㈰午前９時ごろ～正午
b田無庁舎市民広場　※雨天中止
□出店資格　成人で在住の個人・団体

（業としている方を除く）
□募集区画数　65区画（１区画約3.5㎡）
※出店場所の選択は不可
i４月10日㈫（消印有効）までに、往

復はがきで参加者全員の氏
ふり

名
がな

、代表者
の住所・年齢・電話番号、出店物（衣類・
雑貨など）を〒202－0011泉町３－12
－35ごみ減量推進課へ
※１世帯１通。申込多数は抽選
※飲食物・動植物などの販売は不可▲

ごみ減量推進課p042－438－4043

ふるさと名品
オブ・ザ・イヤー受賞

　本市の「めぐみちゃんメニュー事
業」が、「ふるさと名品オブ・ザ・イ
ヤー」（国の支援のもと、参画企業が
さまざまな地方創生の取組を表彰す
る制度）の「また行きたくなる『おもてなし』部
門」部門賞を受賞し、表彰を受けました。
　詳細はたっぷり畑の恵みkをご覧ください。▲

産業振興課op042－438－4044 丸山市長とめぐみちゃん

特別緑地
保全地区の

竹林
きれいにタケノコ掘れるかな？

　この運動をきっかけに、市民一人一
人が交通安全に関心を持ち、交通ルー
ルの順守と正しい交通マナーの実践を
習慣付けるとともに、道路交通環境の
改善に向けた取組を推進することによ
り、交通事故防止の徹底を図ることを
目的としています。

□運動の重点
●  子どもと高齢者の安全な通行の確保

と高齢運転者の交通事故防止
● 自転車の安全利用の推進
●  全ての座席のシートベルトとチャイ

ルドシートの正しい着用の徹底
● 飲酒運転の根絶

守ろう！交通ルール。広げよう思いやりの輪

　高齢運転者の交通安全対策推
進のため、加齢による認知機能
の低下に着目した制度などがあ
ります。詳細は、お近くの警察
署などにお問い合わせください。
●  高齢運転者（70歳以上）の運

転免許更新手続きの改正
●  臨時認知機能検査制度および

臨時高齢者講習制度の新設
●  臨時認知機能検査を受けない

場合などの取消など

（平成29年施行）
改正道路交通法

スローガン

▲

道路管理課op042－438－4055

４月６日～15日
春の全国交通安全運動

４月10日
交通事故死ゼロを目指す日
□保護者の方へ
安全に道路を通行することについて、日常
生活で幼児・児童へ教育をお願いします。
□高齢者の方へ
走行車両の直前・直後横断などの事故が
多く発生しています。信号無視や横断禁止
場所横断などルール違反はやめましょう。
□ドライバーの方へ
●  子どもや高齢者などに対し、思いやり

のある運転を行いましょう。
●  運転中のスマートフォン操作は交通違

反となります。

　二輪車の交通事故死者数は、全死者数の約２割を占
め、都内における交通事故の特徴となっています。
　二輪車の交通事故防止のため、ぜひご参加ください。
a４月８日㈰午前９時～正午（受付：８時30分）
※当日、バイクで直接会場へ
j・b田無自動車教習所（芝久保町４－４－４）
　p042－461－7111

バイク
スクール


