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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

高尾での樹木発見ラリー等
　定 １００人
　対 都内在住小学４年生～中学１年生
　￥ ４，０００円
　申 ・　締 往復はがきの往信欄に、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）を明記
し、６月２４日掌（必着）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　八王子
市）」係へ
　問 みどり体験交流事業事務局
（緯０３－５９４９－１３５６※土・日曜・祝日
を除く午前９時～午後７時）
　
　

　市スポーツセンターのプールは、夏
に備えて水を入れ替えるため、６月１８
日捷～２２日晶までの５日間お休みしま
す。皆さんのご理解・ご協力をお願い
します。
◆スポーツセンター（緯４２５－０５０５）

　
　エコ・クッキングとは、食べ物やエ
ネルギーを大切にし、水を汚さず、ゴ
ミを減らしながら、おいしい料理をつ
くることです。
　市では、次のとおり、地球に優しい
エコ・クッキングの講習会を、東京ガ
ス㈱の協力で開催します。
　あなたもチャレンジしてみません
か。
□持ち物　かっぽう着またはエプロ
ン、三角巾またはバンダナ、手ぬぐい
またはタオル、持ち帰り用密閉容器
　定 先着２０人
　締 ６月１２日昇
※ただし、定員になり次第、締め切り
　申 電話で環境保全課へ
※当日、材料費として５００円が必要に
なりますので、お釣りのないようお持
ちください。
◆環境保全課 　保 （緯内線２２１２）

　
　

　当市も参加し、都内全市区町村が共
同実施する自然体験型の事業です。
１００人の仲間と高尾山に登ったり、星
を観察したりして、自然の大切さを学
びましょう。
□みどり体験交流事業　（里の体験　
八王子市）
　内 里山の探検とキャンプファイヤー、

　
　市では、ハローワーク三鷹および東
京労働局との共催により就職活動中の
皆さんへの支援事業の一環として、セ
ミナーを開催します。この機会に奮っ
てご参加ださい。

①１９日昇　
「就職活動準備と自己理解・職業理解」
（講義形式）
②２０日昌　
「応募書類の書き方」（講義形式）
③２１日昭　
　「面接の受け方」（講義形式）
　定 各回４０人先着順（定員内で①～③の
すべてのセミナーを受講可能）
□持ち物　筆記用具、雇用保険受給中
の方は「雇用保険受給資格者証」
　申 電話で申し込みください。　
プリマ・マネジメント・サービス叙
（運営委託先）（緯０１２０－５４９－３５０）
※受付時間：平日午前９時～午後５時

　
　
　詳細は６月１５日号でご案内します。
　問 ハローワーク三鷹　職業相談部門
（緯０４２２－４７－８６１７）
◆産業振興課 　田 （緯内線１４４１）

　高齢者大学の講座を公開し追加募集し
ます。
　時 ①６月２０日昌午後２時～４時…田
無・保谷の歴史（自然・原始から中世まで）
②７月４日昌午後２時～３時３０分…田
無・保谷の歴史（近世から現代まで）
　場 富士町福祉会館
　対 市内在住の６０歳以上の方
　定 ①、②とも各２０人（申込順。定員になりし
だい締め切り）
　講 下田五郎さ

ん（郷土史研究家）
　申 ①、②とも６月２日松午前９時～前
日までに富士町福祉会館へ直接、または
電話（緯４６５－９３５０）で。（※日曜日は除く）
　問 高齢者支援課 　保 （緯内線２３３５）

　

　毎年６月５日は「世界環境デー」で
す。日本でも、６月５日を「環境の日」、
６月の１か月間を「環境月間」と定めて
います。
　市では、環境月間行事として、環境
フェスティバルを開催しますので、ぜ
ひ、ご参加ください。
□常設展示
①小学生の環境図画・作文の展示
②東大農場移転にかかわる展示
□企画展示
①エネルギーの有効活用や省エネルギ
ーに関する展示
②地球温暖化対策に関する展示

暫植物の苗配付
暫「ＣＯ２ダイエット宣言」の紹介、「Ｅ
ＣＯサポートプラン」の紹介

暫ガス管からのオリジナルペン
ダント作り
暫「キャンドルナイ
ト」の紹介
　環 境 月 間
に、地球温
暖化防止の
ための「６
つ の 取
組」を提
唱 し ま
す。　も
う取り組
んでいる
方も多いと
おもいます。
まだの方は、こ
の機会に取り組ん

でみませんか。
陰温度　冷房は２８度、暖

房は２０度
隠水道　蛇口はこまめにしめよう
韻車　　エコドライブをしよう
吋買物　買い替えはエコ製品を選ぼう
右ゴミ　マイバック、風呂敷を利用しよう
宇電源　コンセントからこまめに抜こう
「キャンドルナイト」とは…
　２００３年に日本に入ってきた取り組
みで、「１日、電気を使わずにローソク
の明かりですごしましょう」というロ
マンチックでエコロジーなイベントで
す。日本では「夜の８時から１０時の２
時間だけ、電気を消しましょう」とい
う取り組みになっています。　
◆環境保全課 　保 （緯内線２２１２）

　
　組み合わせで美しい模様ができるユ
ニット折り紙で箱を作ります。ぜひご
参加ください。
※当日、直接谷戸図書館へ
◆谷戸図書館（緯４２１－４５４５）

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。

◆おはなしおばさんのおはなし会　３日掌午
前１１時
◆にこにこおはなし会　１５日晶午前１１時慨１～
２歳児とその保護者対象
◆おはなし会　毎週木曜日慨午後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

◆はじめてのページ　７日昭午前１１時慨下保谷
児童館慨絵本の読み聞かせ、紙芝居、おもしろい
本の紹介等慨どなたでも（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

◆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

◆おはなし会（３歳～小学生対象）　１３・２７日昌
午後３時３０分
◆ちびっこおはなし会（１歳～３歳児までとそ
の保護者対象）６・２０日昌午前１１時

谷 戸
緯４２１－４５４５

火～日午前１０時～午後６時

◆ちいさなおはなしひろば　１・８日晶午前１１
時/絵本コーナー慨どなたでも
◆おはなしひろば　２０日昌午後３時/絵本コーナ
ー /どなたでも
◆ドキドキわくわく紙芝居　９日松午前１１時慨
絵本コーナー慨どなたでも。

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

◆ちいさなおはなしひろば　１日晶午前１１時慨
絵本コーナー慨どなたでも
◆おはなしひろば　２０日昌午後３時/講座室で慨
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

◆おはなしひろば　１３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

４日捷・１１日捷・１８日捷・２５日捷
＊新町分室は、　毎週火・日曜日も休館日です。休 館 日

６月

「環境フェスティバル」(６月
は環境月間です)

6
10擾

午前１０時～午後８時
アスタビル２階「センターコート」
※４日捷は午後２時～

4～

6
10擾

イベント
詳細は環境保全課へ

9～

ユニット折り紙教室

616穣 午後２時～４時 
谷戸図書館読書会室 
講師＝渡辺健さ

ん(折り紙研究
家）

就職活動支援セミナー開催

就職面接会

高齢者大学公開講座
～田無・保谷の歴史～

「エコ・クッキング」講習会

626杖 午前１０時３０分～午後１時３０分
田無公民館実習室

“ふるさと発見！ふるさと探
検”里の体験参加者募集　（オー
ル東京６２市区町村共同事業）

プールお休みのご案内

　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）
□出店数　７５店舗　（申し込み多数の
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
（衣類・雑貨等）と、復信面に自分の
宛名を記入し、〒２０２－８５５５市役所ご
み減量推進課まで。
６月１日晶～１０日掌の消印有効（１世
帯１通に限られます）
※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）

７月１日（日）「りさいくる市」
フリーマーケット出店者募集

6
21状

午後１時30分～３時30分
田無庁舎５階502会議室
講　義※各回参加費無料

19～

628状 南町スポーツ・文化交流
センター「きらっと」

7
23条

２泊３日　宿泊先・八王
子市夕やけ小やけの里
（高尾駅集合予定）

21～

６月３日６月３日掌掌

※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～正午前９時～正午午
田無庁舎市民広田無庁舎市民広場場


