
声の広報をお届けしています
知り合いの方でご希望の方がいらっしゃいましたら
谷戸図書館（緯４２１－４５４５）・柳沢図書館（緯４６４－８２４０）
へお問い合わせを
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　初級者の教室です。少人数制。
　時 ①午前９時～１０時３０分②午前１０時
４０分～午後０時１０分
　対 ジュニア（小学校４年生～中学生）
日曜クラス・１６人／一般（高校生以上）
月、水、金曜各クラス・８人
　￥ 8,000円（全８回（前納））
　場 にしはらスポーツクラブ
　講 日本テニス協会上級指導員他
申４月７日松までに会費を添えて、直
接にしはらスポーツクラブへ（先着順）

※貸出用ラケットあります。（数に限
りがあります。）
※定員に満たないときは、実施しない
場合もあります。
　問 にしはらスポーツクラブ（西原町４
－５－６緯４６７ー９９１９　※木曜休み）
◆スポーツ振興課 　保 （緯内線２７１５）

　
　
　春の１日、玉川上水緑道から昭和記
念公園まで歩き、園内でニュースポー
ツのディスクゴルフや園内を散策し、
健康や体力増進を目的とします。（歩き
やすい靴・服装で参加してください。）
　対 ・　定 市内在住、在勤、在学者（小学
生以下は保護者同伴）・８０人
　￥ 交通費（大人４６０円）・入園料（大人
２８０円）他は各自負担
□コース
玉川上水駅～玉川上水緑道～残堀川緑
道～昭和記念公園（約2.8ｋｍ）～残堀
川緑道～武蔵砂川駅（約1.5ｋｍ）
□持ち物　ザック、昼食、飲み物、タ
オル等
申往復はがきに、参加者全員の住所・
氏名・年齢・性別・電話番号を明記し、
４月１２日昭まで（必着）に、〒２０２‐８５５５
市役所保谷庁舎スポーツ振興課　「玉
川ウォーキング参加申込」係へ郵送　
◆西東京市体育指導委員会
◆スポーツ振興課 　保 （緯内線２７１５）

　近隣大学で日本語や日本文化等を勉
強しているアジアの留学生を中心に、
世界各国の留学生と楽しく交流するた
めに、留学生を１日お宅に招いてくだ
さる受け入れ家庭を募集します。
　説明会を実施しますのでご参加くだ
さい。
□ホームビジット実施日
　時 ６月２４日掌午前１１時～午後６時まで
各家庭に滞在
午後６時３０分～８時まで合同パーティ
ー（田無庁舎食堂）
　場 田無庁舎で対面
※受け入れ家庭の応募は原則として説明
会に参加された家庭に限ります。参加で
きない場合は事前にご連絡ください。
　問 info@nimic.jp（山辺）または飯塚
（緯４６７－９２３１）
□主催　西東京市多文化共生・国際交
流センター（ＮＩＭＩＣ）
◆生活文化課 　田 （緯内線１４１２）

ル・ソレイユ
午後２時　ミニコンサート　出演Ｓｏ
ｆｔ　Ｖｏｉｃｅ
午後３時　紙芝居「はだしのゲン」

　市の平和事業は、市と市民が一体と
なり、創意工夫のもとに平和な世界の
実現に向け様々な活動を行います。
　行事の企画等に関心があり、スタッ
フとして参加をしてみたい方は、ご連
絡ください。
◆非核・平和をすすめる西東京市民の会
◆生活文化課 　田 （緯内線１４１２）

　対 都内在住小学校４年生～中学校１年生
　￥ ５００円　※昼食は用意します。　
　内 ・　定 狭山丘陵の自然観察と多摩湖の
堤体で水道教室・３０人
　締 ４月８日掌（当日必着）

　対 都内在住小学校４年生～中学校１年生
　￥ ５００円　※昼食は用意します。
　内 ・　定 昆虫博士と水辺の生き物探し、
春の里山丸ごと体験・５０人
　締 ４月１５日掌（当日必着）
申往復はがきに、①郵便番号②住所③
電話番号④参加希望者名（学年・性別）
⑤保護者名⑥代表者の名前（グループ
で参加の場合）を記入し、締め切り日ま
でに〒１７０－８６９１豊島郵便局私書箱５７
号『みどり体験交流事業（里の体験「東
大和市」か「あきる野市」）』係へ郵送
※締切後３日前後に当落選の通知。
　問 みどり体験交流事業事務局（緯０３ー
５９４９ー１３５６※土・日曜日・祝日を除いた午
前９時～午後７時、４月２日捷から開設）
◆企画課 　田 （緯内線１１２２）

　市では、平成１３年１月２１日に「西東
京市平和推進に関する条例」を制定し、
４月１２日を「西東京市平和の日」と定
めています。

　昭和２０年のこの日、Ｂ２９爆撃機の空
襲により、この西東京市域において多
くの尊い命が瞬時にして失われました。
　田無駅周辺では、昼時に爆撃を受

け、駅前周辺だけでも、５０人以
上の方々が犠牲になっ
ています。戦争の
体験を風化させ
ることなく、
平和の意義
を語り継ぐ
た め、毎
年「平和
の日」に
さまざま
な催しを
行ってい
ます。
　４月１２日
午後１時に
両庁舎および
アスタセンター

コートにおいて黙
とうを実施します。

◆生活文化課 　田 （緯内線１４１２）

■パネル展　市内の空襲と無差別爆撃
の系譜をたどる

午後１時　黙祷・紙芝居「タイムスリップ」
午後２時　空襲体験者のお話
午後３時　フラダンス

午後２時　折り紙教室
午後３時　空襲体験者のお話・紙芝居
「タイムスリップ」

■講演会「命の重さ感じたい…」
　～「タイムスリップ」の誕生まで～
　大戦末期における市内の空襲を題材
にした絵本「タイムスリップ」にふれ、
戦争の記憶を次の世代にどのように語
り継いでいくのか、考えてみましょう。
　講 高橋宏幸さ

ん（児童文学作家）
■朗読「西東京市の戦災」
■ミニコンサート　出演長谷川由美子さ

ん

午後１時　ミニコンサート　出演コー

西東京市総合型地域スポーツクラブ
「にしはらスポーツクラブ」
～硬式テニス教室第三期生徒募集～

平和事業の企画等に
参加してみませんか

乳幼児～小学生までを対象としたおはなし会等、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まで。

□出店資格　市内在住のリサイク
ルに関心のある個人・団体（業と
している方は除く）で成人の方
□募集店数　７５店舗（各４㎡）
※申込多数の場合は抽選
申往復はがきに、住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号・年齢・参加人
数・出店物を記入し、４月１日掌
～１０日昇（消印有効）までに、〒
２０２－８５５５市役所保谷庁舎ごみ減
量推進課へ郵送（１世帯１枚のみ。
電話・来庁での申込不可）
※飲食物・植木・生き物等の販売
はできません。
※出店場所の選択不可。
※駐車場はありません。荷物搬入
後、車は引き上げてください。

叶おはなしおばさんのおはなし会　１日掌午
前１１時／どなたでも
叶にこにこおはなし会　２０日晶午前１１時
叶おはなし会　毎週木曜日／午後３時３０分

中 央
緯４６５－０８２３

火～金午前１０時～午後８時
土・日午前１０時～午後６時

叶はじめてのページ　５日昭午前１１時／下保谷
児童館／絵本の読み聞かせ、紙芝居、おもしろい
本の紹介等／どなたでも（下保谷児童館共催）

下 保 谷
緯４２１－３０６０

火木土日午前１０時～午後６時
水・金午前１０時～午後８時

叶おはなし会　毎週木曜日／午後４時
芝 久 保
緯４６５－９８２５

火～日午前１０時～午後６時

叶おはなし会（３歳～小学生対象）　１１・２５日昌
午後３時３０分
叶ちびっこおはなし会（１歳～３歳児までとそ
の保護者対象）　４・１８日昌午前１１時

谷 戸
緯４２１－４５４５

火～日午前１０時～午後６時

「西東京市平和の日」のイベント

428穣 午前９時～午後４時
あきる野市横沢入里山保全地域
※ＪＲ武蔵増戸駅集合

叶ちいさなおはなしひろば　６・１３日晶午前１１時
叶おはなしひろば　１８日昌午後３時
叶わくわくドキドキ紙芝居　２１日松午前１１時／
※いずれも絵本コーナー／どなたでも

柳 沢
緯４６４－８２４０

火木土日午前１０時～午後６時
水・金午前１０時～午後８時

叶ちいさなおはなしひろば　６日晶午前１１時／
絵本コーナー／どなたでも
叶おはなしひろば　１８日昌午後３時／講座室／
どなたでも

ひ ば り が 丘
緯４２４－０２６４

火木土日午前１０時～午後６時
水・金午前１０時～午後８時

叶おはなしひろば　１１日昌午後３時３０分／新町
児童館／どなたでも

新 町 分 室
緯０４２２－５５－１７８３
水～土午後１時～５時

２日捷・９日捷・１６日捷・２３日捷・３０日捷
※３０日捷は中央図書館は開館しています。（午前
１０時～午後６時）
※新町分室は毎週火・日曜日も休館日です。

休 館 日

金曜クラス水曜クラス月曜クラス日曜クラス
１３・２０・
２７１８・２５１６・２３１５・２２4

月
１１・１８・
２５

９・１６・
２３・３０

７・１４・
２１・２８

１３・２０・
２７
5
月

 １・８ ６・１３４・１１３・１０・
１７
6
月

６／１５　
　    ２２

 ６／２０
　　 ２７

６／１８
　　２５

 ６／２４
 ７／１

振
替

4
15擾

午前１０時～午後９時
田無駅北口アスタセンターコート
※１５日は午後５時まで

12～

413畳 午後１時～
田無駅北口アスタセンターコート

414穣 午後２時～
コール田無

415擾 午後１時～
田無駅北口アスタセンターコート

春の里山で遊ぼう！
みどり体験交流事業　里の体験
ｉｎ東大和市・あきる野市

414穣 午前９時～午後３時
東大和市郷土博物館および多摩湖
※玉川上水駅集合

第１回『体力づくり教室』
～玉川上水緑道・
　　昭和記念公園ウォーキング～

421穣 午前９時～
田無駅北口ぺデストリアンデッキ
※雨天の場合２８日松

留学生のホームビジット
～受け入れ家庭募集説明会～

421穣 午前１１時～正午
田無庁舎（２０２会議室）
※申し込み不要、直接会場へ

412状 午後１時～
田無駅北口アスタセンターコート

４月

５月６日掌

午前９時～正午前９時～正午午
田無庁舎市民広田無庁舎市民広場場

ごみ減量推進ごみ減量推進課課　保保 （（緯緯内線２２２１～２２２３内線２２２１～２２２３））

出店者募出店者募集集


