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椛朗読のひとときを、ふ

れあいけやきさろんで・田

無朗読ボランティアの会

　小説、民話、エッセイ等声
を通して味わってみませんか
／７月１９日昭午後１時３０分～
２時３０分／西原総合教育施設
／　問 池田（札４６３－７７１０）
椛みんなのコンサート・薫

風会山田病院コンサート

実行委員会　市内で活躍中
の交響楽団と混声合唱団の生
演奏／７月２０日晶午後６時３０
分開場、７時開演／山田病院
エントランスホール／　問 山田
（札４６１－０００５）
椛トコトン討論「核・憲法・

教育・格差」・平和が一番

の会＆だいすき西東京の

会　一日みんなで先生とト
コトン討論しましょう／７月
２１日松午前１０時～午後２時３０
分／田無公民館／　講  西  田  勝 さん

にし だ まさる

／　￥ １００円（大学生以下無料）
／　問 藤川（札４６１－０１８８）
椛柳沢フェスティバル・柳

盛会柳沢北口商店街　ラ
イブ（三又路出演ほ

か）フリー
マーケット、露天多数、子供
イベント、詳細はＨＰで／７
月２１日松午前１０時～午後１０時
※雨天順延２２日掌／柳沢駅前
郵便局前公園／　問 浜野（札４６１
－１２２３）
椛夏の市民ダンス大会・田

無ラテンダンス研究会（西

東京市社交ダンス連盟）　
　市民と関係者、約２００人ミ
ニコンペ有り／７月２２日掌午
後１時～４時３０分／きらっと
／　￥ １０００円／　問 大澤（札４６１－
２２６６）

椛第４回コンサート・コー

ル・ラベンダー　金子みす
ゞの詩と世界。日本の心にひ
びく歌を唄います／７月２５日
昌午後２時～４時／保谷こも
れびホール／　講 大西 進 さん／　問 

すすむ

 百  瀬 （札４２３－０７３７）
もも せ

椛夏休み子供会・東京第一

友の会・南沢方面　小学１
～４年生の先着３０人。緑豊か
な自由学園で生活のことや工
作をやりませんか／７月２６日
昭午前９時～午後３時３０分／
自由学園／　￥ １０００円（昼食代・
軽食込み）／　問 本橋（札０８０－
６６７６－３０３３）
椛講演会・西東京市茶華道

文化協会　華道を通し青少
年の育成と華道文化の発展に
資する演題のため、華道家の
聴講歓迎／７月２６日昭午前１０
時～正午／保谷こもれびホー
ル／　講 吉田 蹊  桃 先生／　問 山崎

けい とう

（札４７２－６１８７）
椛ふれあい手話教室・手話

の会めだか　市内小学１～
６年生（親子可）・２５人／７月
２８日松午前１０時～正午／保谷
公民館／　問 伊藤（札４６０－
３５５３）
椛コンサート・シャンソン

を楽しむ会　シャンソン歌
手 安  部  珂  代  子 さん。楽しいゲス

あ べ か よ こ

トも参加／７月２８日松午後６
時開場、６時３０分開演／コー
ル田無／　問 深澤（札４６２－
２６８９）
椛田無名物盆踊り・仮装大

会・田無商業協同組合　７
月２８日松総持寺音頭発表会、
８月１日昌仮装大会、団体・
個人各１２３位（参加賞有商品
券）／７月２８日松～８月１日
昌午後７時～９時３０分／総持
寺／　問 事務局（札４６１－３６２３）
椛第１２回西東京サマーフ

ェスティバル・西東京サマ

ーフェスティバル実行委

員会　市内と周辺の市民の
方対象／７月２９日掌午後４時
～８時／田無駅北口大通り／
　問 名 古 屋（札０９０－３２３０－
３５７５）
椛朗読劇・田無「この子た

ちの夏」を朗読する会　広
島・長崎の被爆者の手記や詩
歌をもとにした朗読劇（協力・
地人会）／７月２９日掌午後６
時１５分開場、６時３０分開演／
市民会館／　問 小野（札４６１－
２０７３）
椛夏休み親と子供の手づ

くり教室・東京手芸連合会

　手づくり工作と手芸を専門
講師が指導。プログラムは保
谷公民館ロビーにあり／７月
２９日～８月１９日毎週掌午前９
時～午後４時／保谷公民館／
　問 増田（札４５３－４０３５）
椛リトルベリーサマーコ

ンサート・大泉養護学校西

東京進路の会　障害のある
子もない子も一緒に楽しめる
コンサート／８月１日昌午後
１時３０分開演／保谷こもれび
ホール／　￥ １家族５００円／　問 
本間（札４２２－８７１９）
椛展示会・西東京サギ草愛

好会　サギ草愛好家の仲間
が山野草の寄せ植え作品を数
多く展示／８月１日昌～８日
昌午前１０時～午後６時（最終
日５時まで）／田無公民館／
　問  岩  出 （札４６２－９４１３）

いわ いで

椛OKI. DOKI. Rhapsody

努力しないで夢をつかむ

方法２・キッズダンスファ

ミリー　小学生～高校生に
よる（７０人）ミュージカル／
８月４日松①午後６時３０分②
午後２時・５日掌③午後５時
３０分／保谷こもれびホール／
　講 ごんどうけんさ

ん、泉岡まさ
よさ

ん／　￥ ５００（全席指定）／　問 
権藤（札４７８－８０２１）
椛第五福竜丸の航海はつ

づく～核兵器のない世界

をめざして～・核戦争の恐

ろしさを子どもらに伝え

る会　講演会・映画上映（パ
ネル展示８月１２日掌～１８日
松）／８月１８日松午後１時３０
分～４時３０分／保谷公民館／
　講 安田和也さ

ん／　￥ １００円（資料
代）※高校生以下無料／　問 奥
津（札４６１－３４１４）
椛体験教室・西東京市ゴル

フ連盟　ジュニアの方々、
ゴルフ体験してみましょう。
高校生以下先着３０人まで／８
月２１日昇午前９時～正午／保
谷ゴルフセンター／　申 ８月
１５日昌まで／　問 事務局（札４６１
－９６３２）
椛“ふれて、きかせて”親

子で楽しむ絵本とわらべ

うた遊び、保育付連続講

座・地域で育ち合う“すて

っぷの会”　乳幼児と母親、
乳幼児子育てに関心のある
方・１５人。保育（１２人）要予
約／８月３１日晶（顔合せ、説
明会）９月８日～２９日毎週松
（全５回）午前１０時～正午／
保谷柳沢児童館ほ

か／　講 福岡淳
子さ

ん／　￥ 実費（人形材料費
１０００円、保育おやつ代５０円）
／　問 小須田（札胃４６３－１３１５）

樺 養  神  館 合気道・ 春  陽  会 　
よう しん かん しゅん よう かい

　名人故塩田 剛  三 氏の技を再
こう ぞう

現。初歩からの合気道教室／
毎週掌午前９時～正午／きら
っと／　講  小  山  田  崇  之 さん／　月 冊大 

お やま だ たか ゆき

４０００円冊子 ３０００円　入 １０００円／　問 
梅崎（札０９０－１２６５－９８４３）
樺短歌会・ピアニッシモ　
　競わず楽しくがモットーの
会／第４松午後１時３０分～３
時３０分／武蔵野公会堂／　月 
５００円／　問 佐藤（札０４２２－５６－
２７４２）

樺 矍  鑠  書  道 クラブ　６０歳か
かく しゃく しょ どう

らの手習い、筆の持ち方から
基本点画、字形の疎密、余白
の美等／月２回捷午後１時３０
分～３時３０分／地区会館／　月 
５００円　入 ５００円／　問 高橋（札４２５
－６６７５）
樺伏見太極拳同好会　皆
で楽しみながら健康の維持向
上に太極拳を始めませんか。
初心者歓迎、無料体験／毎週
昌午後７時～９時／保谷小学
校ほ

か／　月 ２０００円　入 １０００円／　問 
 鴻  田 （札４６５－６０２６）
こう だ

樺リトミックサークル　
　１～４歳のお子さん。うた
ったり、おどったり、おえか
きしたり…／毎週昌・晶・松
／保谷こもれびホールほ

か／　講 
塚本美香さ

ん／　月 ３５００円　入 ２０００
円／　問 わたなべ（札４２４－
４８３２）
樺 篆  刻 同好会　石を彫り自

てん こく

分の印を作ってみませんか。
成語・吉語印も／毎月第２・
４昭午後１時～４時／ひばり
が丘公民館／　月 ２０００円　入 ５００
円／　問 森（札４２３－７１８６）
樺 詩  吟  神  風  流 ・ 詩  仙  会 　漢

し ぎん しん ぷう りゅう し せん かい

詩と和歌の吟詠。吟詠方法の
初歩からやさしく教えます／
月４回松午後１時３０分～５時
／東伏見コミュニティセンタ
ー／　講  吉  田  孝  一 さん／　月 ５００円

よし だ こう いち

／　問  馬  場 （札４２３－１３７９）
ば ば

樺混声合唱団コールフロ

イデ　初心者大歓迎。発声
訓練で伸びのある声作りをし
ています／毎週昭午後７時～
９時／保谷公民館／　講 菅野宏
昭さ

ん／　月 ３０００円　入 １０００円／　問 
西見（緯４６２－５４１２）
樺ＦＲサニー　皆輪になっ
て数種類のリズムのダンスを
踊る／毎週昌午後１時３０分～
３時３０分／市民会館／　講 中澤
律子先生／　月 １０００円／　問 小川
（緯４６８－０６０９）

凡

例

　講 講　師　　月 月会費
　年 年会費　　入 入会金

催 し も の

会 員 募 集

ださい（初診予約診療毎週火・木・
金曜日に限る。）
　問 公立昭和病院呼吸器科外来
　（札４６１－００５２ 内線２１０８※平日午
　前９時～午後５時）

■西東京消防署から

　西東京消防署管内では、６月中に
に火災が８件発生し、火災により１
人の方が亡くなっています。火災か
ら命を守るために、住宅用火災警報
器を設置し、高齢者等の寝具類は防
炎品を使用しましょう。
　問 西東京消防署（札４２１－０１１９）

■田無警察署から

　水辺で遊ぶ子供が多くなり、水の
事故が心配な季節になりました。
　市内では、石神井川の河川改修工
事が継続中で川幅が広くなり、川底
も深くなっています。
　転落したり、増水時に流されたり
すると大変危険ですので、ご注意く
ださい。
　問 田無警察署警備係（札４６７－０１１０）

相談
②各種事業の紹介
③次世代を担う若者たちへのものづ
くり普及啓発事業
　問 都立多摩職業能力開発センター
（立川市羽衣町３－２９－２６　札０４２
－５２２－６１５１）

 平成２０年春採用航空学生　　　
（パイロット）募集

　自衛隊は、来年春に採用予定の航
空操縦学生の採用を実施します。
□応募資格　来春１８歳（高卒）以上
２１歳未満の男女
□第一次試験　９月２２日松
□受付期間　８月１日昌～９月７日晶
　問 自衛隊西東京地域事務所
                        　　（札４６３－１９８１）

■公立昭和病院から

　当院呼吸器科では、７月より紹介
予約制を導入しました。
　初めて受診される方は、診療所、
病院等の紹介状を用意し、事前に呼
吸器科外来まで、電話予約をしてく

よう新たに「東京しごとセンター多
摩」を設置します。
□サービス概要
①民間就職支援会社のプロのアドバ
イザーによる支援
②セミナー・プログラム等の提供
※全てのサービスは無料です。
□利用時間　月～金曜日午前９時～
午後６時
　場 国分寺市南町３－２２－１０　東京都
労働相談情報センター国分寺事務所
２階
※駐車場はありません。
　問 東京しごと財団
（札０３－５２１１－２３１５※７月３１日昇まで）
（札０４２－３２９－４５１０※８月１日昌より）

 あなたの企業の人材育成・確保
を支援します！

　多摩職業能力開発センターは、従
来の技術専門校の機能に加え、中小
企業の人材育成・確保支援等の新た
な事業を行っています。
□事業概要
①人材育成や職業能力開発に関する

 シニア対象パソコン教室　　　
８月受講者募集

◎インターネット・メール講座　２
日昭／　￥ ４,０００円／　締 ７月２３日捷　
◎デジカメ教室　６日捷／　￥ ４,０００
円／　締 ７月２４日昇　◎パソコン入
門講座　７日昇・８日昌の２日間／
　￥ ７,０００円／　締 ７月２４日昇　◎ワー
ド初級講座　２２日昌・２３日昭の２日
間／　￥ ７,０００円／　締 ８月８日昌／い
ずれも午前９時３０分～午後４時／
　申 往復はがきで、希望講座名・受講
日・住所・氏名・年齢・電話番号を
明記し、申込締切日まで必着。応募
多数の場合は抽選※いずれも１０人・
入門講座以外は文字入力のできる方
　問 西東京市シルバー人材センター
（〒２０２－００１３　中町２－１－３
札４２５－６６１１）

 「東京しごとセンター多摩」　　
８月１日オープン！！

　東京しごとセンターのサービスを
より身近な地域でご利用いただける


