
　深い洞察とにじむユーモア
で独特の作品世界を築いた佐
藤真監督（1957 ～ 2007 年）
は、一時期を西東京市内に
暮らしました。代表作「阿賀
に生きる」の公開から 30 年、
早すぎる死を惜しまれて 15
年を経た今、その歩みをたど
ります。残された作品の先見
性と、本質を問うまなざしか

ら、混迷する現代を読み解く鍵が見つかるかもし
れません。最終回に公開上映会あり。
時 ��������９月 11 日、10 月２日・23 日、11 月 13 日
日曜日　14時～ 16時　全４回

場 �ひばりが丘公民館
対 �市内在住・在勤・在学者
定 20人（申込順）
講 �畠山容平（映画監督）、筒井武文（映画監督、東
京芸術大学大学院教授）、神谷丹

に

路
じ

（翻訳家・佐
藤監督の妻）、旗野秀人（映画「阿賀に生きる」
協力）

申 �８月３日（水）10時から電話かメールでひばり
が丘公民館へ

　ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、クラリネッ
ト、ピアノの室内楽アンサンブルをお届けします。
夏の暑さを忘れて、生演奏をお楽しみください♪
時 �����８月 21日（日）　14時～ 15時
場 �芝久保公民館
対 �小学生以上の市内在住・在勤・在学者
定 25 人（申込順）
プログラム

・�モーツァルト�:�ク
ラリネット五重奏
・�サン =サーンス�:�
白鳥
・�エルガー�:�愛のあ
いさつ�ほか
演奏 �西東京ジュニア・ユースオーケストラ団員
申 �８月２日（火）10時から電話で芝久保公民館へ

芝久保

クラシック音楽で夏の思い出を

サロンコンサート

　条文をもとに、日頃ありがちな出来事を使って
西東京市子ども条例が守られているかどうか、楽
しく遊びながら子ども自身が確認できるすごろく
づくりにチャレンジします。中高生の参加歓迎�!!�
時 �����８月 28日、９月４日・11日　日曜日
　�10 時～ 12時　全３回
場 �保谷駅前公民館
対 �中学生以上の市内在住・在勤・在学者
定 �25 人（申込順）
内 ��①�子どもの権利条約関西ネットワーク制作の
「子どものけんり�なんでやねん！�すごろく」
で遊ぼう。国連子どもの権利条約を知ろう。

　�②西東京市子ども条例を知ろう。
　�③�西東京市子ども条例すごろくをみんなでつ

くろう！�
講 �①③木村真実（西東京市子どもの権利擁護委
員・弁護士）②野村武
司（東京経済大学教授・
弁護士）

申 �８月８日（月）10 時か
ら電話かメールで保谷
駅前公民館へ

保谷駅前

子どもの権利を考える
～西東京市子ども条例すごろくをつくろう！ ～

人権講座

　「災害対策しなきゃ！�」と思いつつ、後回しにし
ていませんか？�後悔しないために、災害に必要
な備えをみんなで考えましょう。どんな備えをす
るかは、あなた次第です。
時 ����８月28日、９月11日　日曜日　14時～16時　
全２回

場 �保谷駅前公民館
対 �市内在住・在勤・在学者
定 20 人（申込順）
内 �①オンラインで熊本地震の被災体験を聞こう！�
　�②あなたの災害対策の達成度は何％ですか？�
　��③�ワークシートを使って明日への備えを可視

化してみよう！
講 �小野修平（ジョージ防災研究所代表・防災ア
ドバイザー）、伊藤暢

のぶ

章
あ き

（熊本市政策局危機管
理防災総室副室長・他県の被災地のサポート
もしてきた）

申 �８月２日（火）10時から電話かメールで保谷
駅前公民館へ

※�「東京学芸大学教育支援専攻生涯学習コース」
で学ぶ学生有志との共同企画です。

今月号に掲載の講座一覧は、市ホー
ムページでもご覧いただけます。
詳細情報やチラシを掲載している講
座もありますので、ぜひご確認くだ
さい。
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柳沢公民館　  柳沢1ｰ15ｰ1　　 ☎042・464・8211　  kouminkan@city.nishitokyo.lg.jp

田無公民館　  南町5ｰ6ｰ11　　 ☎042・461・1170　  tana-kou@city.nishitokyo.lg.jp

芝久保公民館　芝久保町5ｰ4ｰ48 ☎042・461・9825　  shiba-kou@city.nishitokyo.lg.jp

谷戸公民館　  　 谷戸町1ｰ17ｰ2　　☎042・421・3855　yato-kou@city.nishitokyo.lg.jp

ひばりが丘公民館  ひばりが丘2ｰ3ｰ4  ☎042・424・3011　hibari-kou@city.nishitokyo.lg.jp

保谷駅前公民館 　東町3 1ー4ｰ30　　☎042・421・1125　ekimae-kou@city.nishitokyo.lg.jp
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声の「公民館だより」をお届けしています。知り合いで希望される方がいらっしゃいましたら、谷戸図書館（電話042-421-4545）へお問い合わせください。
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８月�１日
市ホームページをご活用ください！西東京市

アドレス：１面上部参照
件名：講座名
本文：氏名（ふりがな）・電話番号・住所・年代

メールでの講座申し込み方法

電話での講座申し込みは、
平日9 時～17時にお願いします。

※後日確認メールを送ります。届かない場合はお手数
　ですが、電話でお問い合わせください。

No more 後悔！ 
被災経験者から学ぶ明日への備え

　武蔵野台地の地形、湧き水、小川にすむ魚につ
いて勉強します。落合川に入って、親子で一緒に
川遊びを楽しみながら水辺の生物を観察して、公
民館ロビーに壁面水族館を作りましょう。
時 ����8 月 20 日（土）、21日（日）、9月 4日（日）
10時～ 12時　全 3回

場 �落合川、田無公民館
対 �市内在住の小学４～６
年生とその保護者

定 �10 組（申込順）
講 �豊福正己（東久留米・川クラブ）、
　�北村沙知子（多摩六都科学館）
持 �8 月 20日（土）落合川観察会
　�小川に入れる服装、帽子、水筒、着替え、タ　　
　�オル、水にぬれてもよい靴、虫よけスプレー
申 �８月２日（火）12時半から電話で田無公民館へ

水辺の生物
田無 小学生と保護者で楽しむ講座

防災講座

ドキュメンタリー映画作家
佐藤真を知る

教養講座ひばりが丘

芝久保

エシカルの基礎と
海洋プラスチック問題
～今私たちにできること～

子育て世代も参加できる講座公開講座

　2050 年には地球上の魚の重さより海洋プラス
チックの重さの方が重くなる？�さあ、お買いも
ののものさしにエシカルの視点を取り入れましょ
う！�
時 �����９月６日（火）　10時～ 11時 45分
場 �芝久保公民館
対 �市内在住・在勤・在学者
定 �会場受講５人、オンライン受
講 15人（申込順）

講 �山口真奈美（一般社団法人�日
本エシカル推進協議会副会長、
一般社団法人�日本サステナブル・ラベル協会
代表理事）

申 �８月４日（木）10時から電話かメールで芝久
保公民館へ

保谷駅前

月曜活動サークル
一日ロビー見学体験会

田無

　あなたの「何か始めてみようかな」を実現でき
るサークルに出会えるかもしれません。
時 �����８月 29日（月）
内 �����10 時…西東京ハングルの会／ 10時半…アフ
ガン編グループ田無／11時…太極拳ＴＪＱ／　
14時…女声合唱コールファミリア

場 �田無公民館
対 �市内在住・在学・在勤者
定 �１団体の見学体験９人（申込順）
申 �８月３日（水）10時から電話か窓口で田無公民
館へ

※�９月 27日（火）は火曜活動サークルの見学体験
会を開催します。その後は、10月 26日（水）、
11月10日（木）、12月23日（金）、１月28日（土）、
２月 26日（日）の予定です。

オンライン
受講可能
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