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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（札４２１－４５４５）・柳沢図書館（札４６４－８２４０）
へお問い合わせください

　日本が唯一の被爆国となってから今
年で６２年目を迎えます。長崎に原爆を
投下したＢ２９爆撃機が柳沢周辺に原爆
模擬爆弾を投下したこともあり、西東
京市も原爆と無関係ではありません。
展示パネルを通して、核兵器の恐ろし
さと平和の意義について考えましょう。
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　

　縄文時代や考古学つい
て、知りたいことはあり
ませんか。展示品を
見ながら一緒に
考えてみましょ
う。当 日は、
縄文人が
好きだっ
た貝を使
用したア
クセサリ
ーづくりを
予定して
います。
　申 当日、直
接会場へ
　問 社会教育課
　保 （札４３８－４０７９）

◆郷土資料室（札４６７－
１１８３）

　
　木の実を使って、動物や人形を作り
ませんか。夏休みの自由研究にも使え
ます。道具や材料は用意します。
　対  市内に在住・在勤・在学の方（小学
生以下は父兄同伴）
　定  ５０人（①、②各２５人）
　申  はがきに、住所・氏名・年齢・電話
番号・希望時間を明記し、８月１０日晶
（必着）までに、〒２０２－８５５５市役所み
どり公園課へ
※応募多数の場合は抽選。後日、結果
を通知。
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

“ゾウとよく回るコマ”を折ります。
　対 折り紙に興味のある小学１～６年生
　定 ①、②各１５人（先着順）
　講 谷戸図書館折り紙ボランティアの会
員の方
　申 ８月３日晶から谷戸図書館カウンタ
ーにて整理券を配布。
◆谷戸図書館（札４２１－４５４５）

　
　皆さんの生活に欠かせないガスの様
子を体験します。
□見学先　がすてなーに「ガスの科学
館」（江東区）
　対 小学絞４年生以上のお子さん１人と
保護者・１０組
□持ち物　昼食、飲物、筆記用具（写
真撮影可）
　申 往復はがきに、住所・氏名・お子さんの
学校名・学年・電話番号を明記し、８月
１０日晶（消印有効）までに、〒２０２－０００５
住吉町６－１－５消費者センターへ
※応募多数の場合は抽選。
◆消費者センター（札４２５－４１４１）

　定  １，０００人
※定員を超えた
場合は、内外野
自由席等になり
ます。
　￥ 　１，０００円（大
人・子ども共）
　申  当日、午後３
時５０分～６時ま
でに、市報・チ
ラシ・郵便物等西東京市民であること

がわかるものを入り口特設テントの受
付にお持ちください。
　問 西東京市体育協会（札４２５－７０５５）

　定  １００人（子ども対象）
　申 ８月１４日昇午前１０時から柳沢図書館
にて整理券を配布。
◆柳沢図書館（札４６４－８２４０）

　定  ２０チーム（１チーム１０～１５人・成人
の監督１人）
※２人以上の女子が試合に出場するこ
と（男女混合チーム）
　申  所定の申込書に記入し、 ８月１３日
捷までに、スポーツ振興課・総合体育
館・きらっとのいずれかに提出（大会
要項・申込書は、市内各小学校に配布）
□代表者会議・組み合わせ抽選会 　
　時  ・　場  ８月２０日捷午後７時・きらっと
◆スポーツ振興課 　保 　（札４３８－４０８１）

　時 ９月２０日、１０月１８日、１１月１５日、１２
月２０日（毎月第３木曜日・全４回）
午後１時３０分から（２時間程度）
　場 高齢者センターきらら
　対 市内在住の満６５歳以上の方で「要支
援」、「要介護」の認定を受けていない
方・１５人（多数の場合抽選）
　￥ 各日１，０００円
　講 ＮＰＯ法人フラワーセラピー研究会
　申 はがきに、住所・氏名・年齢・電話番
号を明記し、８月９日昭（必着）までに、
〒２０２－８５５５市役所高齢者支援課地域
支援係「フラワーセラピー担当」へ
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

　時  ９月２３日掌・２４日抄・３０日掌・１０月
７日掌・１４日掌・２１日掌※予備日含む
　場  市民公園グラウンド・ひばりが丘運
動場・北原運動場
　対  市内在住・在学の小学生で、１チー
ム１０人以上２０人以内、リトル・ポニー
の各リーグに所属していないチーム
※西東京市軟式野球連盟少年部に所属
していないチームは申し込みください。
　申  所定の用紙で８月２４日晶までにス
ポーツ振興課へ
□代表者会議、組合せ抽選会　
　時  ・　場 ９月８日松午後６時・保谷庁舎
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

□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、８月１
日昌～１０日晶（消印有効）までに、〒
２０２－８５５５市役所ごみ減量推進課へ
※１世帯１通に限られます。
※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 （札４３８－４０４３）

原爆パネル展
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10畳 午前９時～午後５時

田無庁舎ロビー
1～

花を使って季節の作品を
作ってみませんか

第７回西東京市少年野球大会
参加チーム募集

９月９日（日）「りさいくる市」
フリーマーケット出店者募集

叶おはなしおばさんのおはなし会　５日掌午前１１
時
叶にこにこおはなし会　１７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
叶夏！蚊帳（かや）のなかのおはなし会　２３日昭午
後３時３０分／おはなしコーナー／蚊帳の中でおはな
しを聞いてみませんか？どなたでも

中 央
札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　２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）
叶夏のおはなしひろば　３０日昭午前１１時／どな
たでも

下 保 谷
札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
札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）　８・２２日昌
午後３時３０分
叶ちびっこおはなし会　１・１５日昌午前１１時／
１歳～３歳児までとその保護者対象

谷 戸
札４２１－４５４５

火～日午前１０時～午後６時

叶ちいさなおはなしひろば　３・１０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　１５日昌午後３時／絵本コー
ナー／どなたでも
叶ドキドキわくわく紙芝居　１１日松午前１１時

柳 沢
札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　３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　１５日昌午後３時／講座室／
どなたでも

ひ ば り が 丘
札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　今月はお休みです。
新 町 分 室
札０４２２－５５－１７８３
水～土午後１時～５時

６日捷・１３日捷・２０日捷・２７日捷
※新町分室は、毎週火・日曜日も休館日です。休 館 日

８月
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。

夏休み親子施設見学会
参加者募集

824畳 午前８時～午後３時
田無庁舎集合・解散
マイクロバス利用、雨天決行

折って遊ぼう！おりがみ教室

821杖 ①午前１０時３０分～午後０時３０分
②午後２時～４時
谷戸図書館　読書会室

第２回小学生ドッジボール交
流会３・４年生大会

9 1穣
午前９時～午後４時
きらっと

人形劇公演　　　　　　　　
「さんまいのおふだ」

829浄 午後２時
保谷公民館

夏休み 考古学にふれてみよう！
参加者募集

8
17畳

①午前１０時３０分～正午
②午後１時３０分～４時
郷土資料室

3・

西武ライオンズ
市民応援デーに行こう！

西武ライオンズ　対　　　　　
　　　　日本ハムファイターズ

826擾 午後５時　試合開始
グッドウィルドーム
１塁側内野指定席

８月５日８月５日掌掌

※来場者の駐車場はありませ※来場者の駐車場はありませんん

午前９時～正午前９時～正午午

田無庁舎市民広場

木の実クラフト教室

819擾 ①午前９時～１０時
②午前１０時３０分～１１時３０分
いこいの森公園セミナールーム


