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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）
へお問い合わせください

 　　時 日時　　場 場所　　￥ 料金　　内 内容　　定 定員　申申し込み　　問 お問い合わせ先　　締 締切　　対 対象　胃ファックス　　HP ホームページ　　保 保谷庁舎　　田 田無庁舎凡例

　　
　

　この運動は、交通ルールの遵守と正
しい交通マナーの実践を習慣付けるよ
う呼びかけ、市民一人ひとりに交通安
全意識の普及・浸透を図るとともに、
市民自身による道路環境の改善に向け
た取り組みを推進し、交通事故防止の
徹底を図ることを目的に実施します。
　『運動の基本』
子どもと高齢者の交通事故防止
　《運動の重点》
○二輪車の交通事故防止
○飲酒運転の根絶
○自転車の安全利用の促進

○後部座席を含むシートベ
ルト・チャイルドシー
トの正しい着用の
徹底
　運 動 期 間
中、西東京
市・田無警
察 署・西
東京市交
通安全協
会が中心
となり、
市民全体
の運動と
なるよう推
進本部を設
置、街頭活動・

広報活動を実施し
ます。

◆交通計画課 　保 （緯内線２４７１）

　問 西東京市交通安全協会・清水
（緯４６１ー２２１０）
◆交通計画課 　保 （緯内線２４７１）

　

　市では、熱意あるボランティアの市
民で組織された「非核・平和をすすめ
る西東京市民の会」とともに毎年、映
画会やコンサートをはじめ、さまざま
な非核・平和事業を行っています。
　今年度の事業内容・運営方法等につ
いて市民のみなさんと話し合います。
平和事業について様々なプランをご提
案ください。たくさんの方のご来場を
お待ちしています。

※いずれも、講演またはワークショッ
プを交えた内容となります。

　申 左表の５月１９日松に行う講演会終了
後に、説明会および受講申込みの受付
を行いますので、必ず参加ください。
□共催　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）

取り巻く現状や課題等について、話し
を聞き、一緒に考えてみませんか。
講野山広さ

ん（国立国語研究所）、市職員
□共催　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）

　外国人の長期滞在化や定住化が言わ
れる中、小中学校等に在籍する日本語
を母語としない子どもたちが、勉強や
生活等のさまざまな場面で問題を抱え
るケースが増えてきています。
　そこで、１９年度の日本語ボランティ
ア養成講座は、「日本語を母語としな
い子どもへの日本語学習支援」をテー
マとして、学校や地域等で活動をして
いただくボランティアの養成講座を開
催します。

□受講条件
①日本語ボランティア活動の経験がある
方、または日本語教育について学んだ方
②外国語のできる方
③教員としての経験のある方
　等、いずれかの条件に当てはまり、
子どもへの学習支援活動に関心のある
方。講座終了後の活動が可能な方。
　定 ４０人程度（申込者多数の場合、参加
が可能な日数等により、調整させてい
ただくことがありますので、ご了承く
ださい。）

　定 ６０人
□主催　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）

　

　緑に囲まれた下保谷図書館で、文学作
品を聴いてみませんか。
　保谷朗読ボランティアの皆さんの朗読
で心地よい春の一日をお過ごしください。
◆中央図書館（緯４６５－０８２３）

　「昭和の日」を記念してパネル巡回展
を行います。懐かしい市内の写真を多
数展示しておりますので、ぜひ来場く
ださい。

５月１２日松～１９日松 郷土資料室
５月２１日捷～２４日昭 こもれびホール
６月６日昌～９日松 きらっと
７月２４日昇～３０日捷 保谷公民館
８月１日昌～１４日昇  ひばりが丘公民館
１０月１日捷～５日晶 田無庁舎
◆中央図書館（緯４６５－０８２３）
　

　

　日本語を母語としない子どもたちが
抱えるさまざまな問題、そしてそれを

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。
叶おはなしおばさんのおはなし会　６日掌午
前１１時／どなたでも
叶にこにこおはなし会　１８日晶午前１１時／１～
２歳児とその保護者対象
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　今月はお休みです。

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　９・２３日昌午後３時３０分／３歳～
小学生対象
叶ちびっこおはなし会　２・１６日昌午前１１時／
１歳～３歳児までとその保護者対象

谷 戸
緯４２１－４５４５

火～日午前１０時～午後６時

叶ちいさなおはなしひろば　１１日晶午前１１時
叶ドキドキわくわく紙芝居　１２日松午前１１時
叶おはなしひろば　１６日昌午後３時

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　１１日晶午前１１時／
絵本コーナーで／どなたでも
叶おはなしひろば　１６日昌午後３時／講座室で
／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　９日昌午後３時３０分／新町
児童館で／どなたでも

新 町 分 室
緯０４２２－５５－１７８３
水～土午後１時～５時

１日昇・３日昭・４日晶・５日松・７日捷・１４日
捷・２１日捷・２８日捷
※新町分室は毎週火・日曜日も休館日です。

休 館 日

５月

なつかしの田無・保谷
～昭和の日・記念写真展～

春の全国交通安全運動
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20擾

【スローガン】
やさしさが　走るこの街
この道路

11～

＜日程＞
講師日時・会場

国立国語研究所
野山　広さん
市職員

５月１９日松
午後２時～４時
コール田無

１

東京女子大学准教授
石井　恵理子さん

５月２５日晶
午前１０時～正午
田無庁舎

２

波多野ファミリスクール
大蔵　守久さん

６月１日晶
午前１０時～正午
田無庁舎

３

多文化共生センター
東京代表
 王 　 慧  槿 さん
おう ふい ぢん

６月１６日松
午前１０時～正午
コール田無

４

立教大学講師
谷　啓子さん

６月２２日晶
午前１０時～正午
田無庁舎

５

江戸川区立葛西中学校
日本語学級
小川　郁子さん

６月３０日松
午前１０時～正午
コール田無

６

東京外国語大学教授
伊東　 祐  郎 さん

すけ ろう

７月２日捷
午後２時～４時
イングビル

７

市職員
ＣＣＳ（世界の子ども
と手をつなぐ学生の会）
市内経験者の話

７月６日晶
午前１０時～正午
田無庁舎

８

519穣 午後2時～4時
下保谷図書館
※当日、直接会場へ

「大人におくる朗読会」

「平和事業についての話し合い」

512穣 午後2時～
田無庁舎（２０２・２０３会議室）
※当日、直接会場へ

講演会
「外国にルーツを持つ
こどもをとりまく教育の現場」

519穣 午後2時～4時
コール田無
※当日、直接会場へ

日本語ボランティア養成講座

５月６日掌

※駐車場はありませ※駐車場はありませんん
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））

午前９時～正午
田無庁舎市民広場

5 8杖
午後7時
スポーツセンター
※当日、直接会場へ

交通安全運転者講習会

510状 午後7時
市民会館
※当日、直接会場へ

□会場　田無庁舎市民広場
□出店資格　市内在住のリサイクルに
関心のある個人・団体で成人の方（業
としている方は除く）
□募集店数　７５店舗　（各４㎡）
　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、５月１日昇～１０日昭の消
印有効までに〒２０２－８５５５市役所ごみ
減量推進課へ（１世帯１通のみ。申込
多数の場合は抽選）
※飲食物・生き物等の出店物の販売は
できません。
※出店場所の選択はできません。
◆ごみ減量推進課 　保 （緯内線２２２１～
２２２３）

６月３日（日）「りさいくる市」

 出店者募集

昭和の授業風景


