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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

　１０月８日抄体育の日に、西東京市民
スポーツまつりを開催します。
　運営する実行委員会を立ち上げるた
めの第１回目の会議を行います。
　対 市内在住、在勤の方
◆スポーツ振興課 　保 （緯４３８－４０８１）

　季節のおはなしで、お子
さんと楽しい時間を
過ごしませんか。
「絵本と語りの
会」によるお
はなし会で
す。パ ネ
ルシアタ
ーや絵本
の読み聞
かせ、簡
単な工作
をします。
ぜひ参加
ください。
　対 おおよそ１
～３歳のお子さ

んと保護者
◆谷戸図書館

　　　　　（緯４２１－４５４５）

いずれも午後１時３０分～４時３０分
※申し込み多数の場合、市内在住・在
学の方が優先となります。
　申 ７月３日昇～１３日晶までに、直接希
望する図書館へ（１人１館）
※応募者全員に、決定内容を電話で連
絡します。
◆中央図書館（緯４６５－０８２３）

　

　野菜の収穫や花の植込みのほか、す

いか割りや、市内の農業についてのお
話もあります。
□集合　市立碧山小学校正門
※駐車場はありません。
　対 市内在住の小学生の親子３０組
□持ち物　お弁当、水筒、筆記用具、
ハサミ、帽子、軍手、レジ袋　
　申 ７月４日昌午前９時から、電話でＪ
Ａ東京みらい保谷支店指導経済課ちび
っ子農業教室担当（緯４２１－６４７９）へ
□主催　ＪＡ東京みらい西東京地区青
壮年部
◆産業振興課 　保 （緯４３８－４０４１）

　多数の著作があり、『クヌギ林のザ
ワザワ荘』、『小さな山神スズナ姫』で
は、数々の賞を受賞する等、子どもの
心を不思議な世界へ引き込む富安作
品。どのようにして生まれてくるのか
お話いただきます。
　講  富  安  陽  子 氏（児童文学作家）　

とみ やす よう こ

□共催　図書館・子どもの読書勉強会
◆中央図書館（緯４６５－０８２３）

　多摩六都ビッグバン
ド養成講座から誕生し
たバンドの演奏です。
□出演　アーリーモー
ニン・ラテンジャズオー
ケストラ、ＹＯＳＨＩ
□指揮　 伊  波  秀  進 さん

い ば ひで のぶ

　￥ ５００円（中学生以下無料）
　問  福  家 （緯０９０－９８５６－４７６０）

ふ け

◆生活文化課 　保 （緯４３８－４０４０）

　今、振り込め詐欺や様々な悪質商法
がまん延しています。
　これらの被害にあわないために、正
しい知識を身につけることが必要です。

寸劇や講演を通じ、悪質商法の撃退方
法を学びましょう。
　内 ①弁護士の講演
　②消費者センター相談員の話
　③悪徳商法撃退に関する寸劇【市民
　劇団「ひおーら」、落語（中央大学落
　語研究会）】
□共催　東京三弁護士会三多摩支部・
西東京市・西東京市社会福祉協議会
　問 西東京市権利擁護センター「あんし
ん西東京」（緯４２２－８８７７）

　夏休みを利用し
てレベルアップに
挑戦してみません
か。少人数で指導
します。
　時 ＜第１期＞
　７月２３日捷～２６日昭　
　＜第２期＞　８月２０日捷～２３日昭
　いずれも午前９時～１０時３０分
　場 にしはらスポーツクラブ・テニスコート
　対 小学４年生～中学生
　定 第１期・第２期　各８人
　￥ ４，２００円※保険代２００円含む（前納）
※応募多数のときは２クラス予定。
　申 ７月２日捷から直接にしはらスポー
ツクラブ（緯４６７－９９１９、胃４６７－９９２１）
窓口へ
◆スポーツ振興課 　保 （緯４３８－４０８１）

　対 市内在住の小学生以上の親子１２組
　￥ 親子７００円（１人３５０円）
□持ち物　エプロン、三角巾、ふきん
□メニュー　ライスピザ（ジャコ入
り）、スープ、フルーツサイダーポンチ
　講 斉藤恵美子さ

ん（管理栄養士）
　申 ７月２日捷から電話受け付け（定員
になり次第、終了）
◆消費者センター（緯４２５－４１４１）

　東京３９市町村は、次世代を担う子ど
もたちに様々な感動体験を提供する
「子ども体験塾」事業として、実験を
通して科学の楽しさを体感できる「で
んちまつり」を開催します。
　対 小・中学生とその保護者（小学１・
２年生は保護者同伴）
　内 手作り乾電池教室、電池エネルギー
体験教室、虎の子レースほ

か

※今年度は、東京都公認の「ヘブンア
ーティスト」が会場を訪れ、コメディや
ジャグリング、パントマイム、中国雑
技等様々なジャンルのパフォーマンス
で、会場内を盛り上げます。
※実験参加受付は、午後３時まで。１
回の実験時間は約６０分。混雑時はお待
ちいただくことがあります。
□主催　多摩・島しょ子ども体験塾運
営本部、東京都市長会、東京都町村会、
除東京市町村自治調査会、鋤電池工業
会、東京ＭＸテレビ叙
　問 多摩・島しょ子ども体
験塾「でんちまつり」事
務 局（緯０３ー５２１３ー
３２５０※平日午前１０時～
午後６時）
◆企画政策課 　田 （緯４６０－９８００）

「市民スポーツまつり実行委
員会」にご参加を！

7 3杖
午後７時から
田無庁舎５０２・５０３会議室
※当日、直接会場へ

おかあさんとお子さんの
おはなしかい

7 6畳
午前１１時から
谷戸図書館
※当日、直接会場へ

ジュニア・夏休みスポーツ塾
「レベルアップテニス教室」

“一日図書館員”になってみませんか？

富安陽子氏講演会
「物語が生まれる時」

721穣 午前１０時から
コール田無イベントルーム
※当日、直接会場へ

アーリーモーニン・ラテンジャズ
オーケストラ　コンサート

721穣 午後１時３０分開演
コール田無多目的ホール

講演会～これで撃退！悪質商法～

721穣 午後１時３０分～４時
保谷こもれびホール
※当日、直接会場へ

夏休み親子調理実習
「親子で楽しくライスピザを作ろう！」

726状 午前１０時～午後１時
消費者センター

多摩・島しょ子ども体験塾・科学体験事業
「でんちまつり」

8 4穣
午前１０時～午後４時
昭和記念公園みどりの文化ゾーン
※当日、直接会場へ

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。

７月

示おはなしおばさんのおはなし会　１日掌午
前１１時
示にこにこおはなし会　２０日晶午前１１時／１～
２歳児とその保護者対象
示おはなし会　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

示はじめてのページ　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）
示人形劇公演「こひつじとつの笛」　３１日昇午
後２時／集会室／※整理券は１０日昇午前１０時から
発行（定員１００人）直接下保谷図書館へ

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

示おはなし会　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

示おはなし会　１１・２５日昌午後３時３０分／３歳～
小学生対象
示ちびっこおはなし会　４・１８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

示ちいさなおはなしひろば　６・１３日晶午前１１
時／絵本コーナー／どなたでも
示なつのおはなしひろば　１８日昌午後３時／公
民館会議室／どなたでも
示ドキドキわくわく紙芝居　１４日松午前１１時／
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

示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
示なつのおはなしひろば　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

示おはなしひろば　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・１７日昇・２３日捷・３０日捷
※１６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

ちびっ子農業教室
親子でご参加を！

721穣 午前９時～午後２時
都築貞夫さんの畑
※雨天中止

□小学４年生～６年生
定員場所日にち
６人 柳沢図書館７月１９日昭 
６人 下保谷図書館２４日昇 
６人 ひばりが丘図書館２５日昌 

６人
４人

 中央図書館
 芝久保図書館

２６日昭 

３人
４人

 谷戸図書館
 芝久保図書館

２７日晶 

３人 谷戸図書館３１日昇 

□中学１年生～３年生

定員場所日にち
６人 柳沢図書館７月２０日晶 
３人 下保谷図書館２６日昭 

６人
６人

 中央図書館
 ひばりが丘図書館

２７日晶 

８月５日８月５日掌掌

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

出店者募集

□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（各４㎡）
※出店場所の選択はできません。
　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）を記入し、
７月１日掌～１０日昇（消印有効）ま
でに、〒２０２－８５５５市役所ごみ減量
推進課へ
※１世帯１通に限ります。
※申込多数の場合は抽選。
※駐車場は、ありません。
※飲食物・生き物等の出店物の販売
はできません。
◆ごみ減量推進課 　保 （緯４３８－４０４３）


