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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

　

　田無警察署と交通安全協会が中心と
なり、９月２１日～３０日まで、秋の交通
安全運動を実施します。
　それに先立ち、交通安全教育、高齢
者の事故防止、安全講話、映画による
事故発生原因・事故防止等の交通安全
講習会を開催します。
　問 田無警察署（札４６７－０１１０）／西東
京市交通安全協会・清水（札４６１－２２１０）
◆道路管理課 　保 （札４３８－４０５５）

　田無警察署・飛鳥ドライビィングカ
レッジ・西東京市が共催で、交通安全フ

ェスティバルを開催します。
　自転車実技訓練、田
無工業高校生の交
通安全標語の看
板作り、武蔵
野女子学院
学生によ
るブラス
バンド演
奏とバト
ン演技、
交通少年
団の自転
車模範走
行、交通安
全ポスター
表彰、模擬店を
行います。

　問 田無警察署交通課
（札４６７－０１１０内線２２１）／

飛鳥ドライビィングカレッジ（札４２１
－８６２９）
◆道路管理課 　保 （札４３８－４０５５）

　あの「パスワード」シリーズでおな
じみの、児童文学作家・松原秀行先生
と実際にお話しできるチャンスです！
　対 ・　定 市内在住、在学の小学５、６年生
以上・５０人
　申 ９月２日掌午前１０時から来館・電話
受付（開館時間内）
※この事業は「多摩島しょ子ども体験
塾助成金」により実施するものです。
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

　圏域５市を代表する現在活躍中の著
名な美術家の作品（絵画・版画）を展
示します。圏域在住の美術家の作品を
ご鑑賞ください。
□主催　多摩北部都市広域行政圏協議会
　問 清瀬市郷土博物館
（札０４２－４９３－８５８５）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　誰にでも楽しめる「ユニカール」と、
人気の「ダーツ」を体験しませんか。
　時 ９月２３日掌、１０月２８日掌、１１月２４日
松、１２月２３日掌、１月２７日掌、２月２４
日掌　各日午前９時３０分～１１時３０分
　場 きらっと
　対 ・　定 市内在住・在勤・在学者（小学
生以上）・各日３０人
　￥ 施設使用料　碓大 ２５０円・碓小 １００円
　申 当日、会場にて受付（先着順）
※運動しやすい服装、室内シューズ
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　圏域５市の皆さんが雑木林、自然公
園、史跡、公共施設等を訪れ、自然環境
の状況、緑地保全や水辺環境等につい
て相互理解を深める体験型の催しです。
　定 １００人
□持ち物　弁当・飲み物・雨具等
□コース　小平駅南口→狭山・境緑道
→小平ふるさと村→新小金井街道→玉
川上水→小金井公園→狭山・境緑道→
西原自然公園→多摩六都科学館
　申 ９月３日捷午前８時３０分から電話受
け付け（定員を超えた場合、抽選）
　問 清瀬市建設部緑と公園課
（札０４２－４９２－５１１１内線３９２）
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

　近くの公園等に花を植えたいと思わ
れている方を対象に、花壇づくりを進
めているボランティア団体による、実
践的な養成講座を開催します。
　時 ９月～平成２０年２月（毎月第４土曜
日・午後１時～４時・全６回）
　場 いこいの森公園
　対 市内在住・在勤の方で、受講後「花
いっぱい運動」のボランティア活動に
参加を希望される方
　定 ３０人（先着順）
　内 公園等の花壇の計画・植え付け・管
理の基礎知識講義と実習

　￥ ４，０００円（参考書・テキスト代・教材
費含む）
　申 はがきに、住所・氏名・電話番号・
「花いっぱい運動ボランティア養成講
座希望」と明記し、９月１６日松までに、
〒２０２ー００１２東町４ー１０ー１７ー１０４
ＮＰＯ法人西東京花の会「花いっぱい
運動ボランティア養成講座」係へ郵送
　問 ＮＰＯ法人西東京花の会・小野
（札４２４－６０２０）
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

　時 ９月～１１月まで各クラス８回
□一般（火・水・金クラス）
Ａ午前９時～１０時３０分（初心者）
Ｂ午前１０時４０分～午後０時１０分（初
級）・各クラス８人
□ジュニア（小学４年生～中学生）
毎週日曜日午前９時～１０時３０分・１６人
　場 にしはらスポーツクラブ
　￥ ８回８，０００円（前納）※保険自己負担
□指導者　日本テニス協会上級指導
者ほ

か

　申 ９月３日捷までに直接にしはらスポ
ーツクラブ窓口へ
　問 にしはらスポーツクラブ
（札４６７－９９１９）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　体育の日に行う市民のスポーツの祭
典。スポーツを通じて、市民の健康づ
くりと交流を深める楽しい運動会で
す。どなたでも参加できます。
～フリーマーケット（スポーツまつり）
出店募集～
□出店数　１００店舗（１団体または個人
で１区画）※申込多数の場合は抽選。
飲食店不可。
□出店協力金　１区画（２．５ｍ×２．５ｍ）
５００円
　申 往復はがきに、申込者氏名・住所・
電話番号・出店物を明記し、９月１８日
昇（必着）までに、〒２０２－８５５５市役
所スポーツ振興課へ郵送。
～出店説明会～
　時 ９月２７日昭午後７時
　場 田無庁舎
※必ず出席してください。
　問 フリーマーケット担当・吉田（札４６１
－９１７８）／大会実行委員長・雲野（札
４２３－０６３７）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　移動式プラネタリウムとＣＧシアタ
ー「バーチャリウム」の出張投影を行
います。天文クイズ大会やオリジナル
星座作りのワークショップも併せて実
施します。
　対 ・　定 小平市・東村山市・清瀬市・東
久留米市・西東京市在住の小学３～６
年生・２００人
　申 はがきに、「１０月２０日きらっと会場
希望」・郵便番号・住所・氏名・年齢・
学年・電話番号を明記し、１０月１日捷
（必着）までに、〒１８８－００１４芝久保町
５－１０－６４多摩六都科学館内　多摩・
島しょ子ども体験塾共同事業事務局へ
郵送（応募多数の場合、抽選。当選者
のみ通知）
　問 多摩六都科学館内　多摩・島しょ子
ども体験塾共同事業事務局
（札４６９－６１０６・胃４５１－１６７０）
糸 tamatousho@tamarokuto.or.jp

　７回目を迎えた小学生のサッカー大
会を開催します。
　時 １０月２１日掌・２８日掌・１１月３日抄・
４日掌・１１日掌
　場 ひばりが丘運動場ほ

か

　対 市内在住・在学・在クラブの小学５、
６年生で構成されたチームで、審判員
２人以上、大会運営委員１人以上を選
出できるチーム※西東京市サッカー協
会に所属していないチームは申し込み
をしてください。
　申 所定の用紙で９月２８日晶までにスポ
ーツ振興課へ持参。
～責任者会議・組合せ抽選会～
　時 ・　場 １０月５日晶午後７時・スポーツ
センター
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

ユニカールとダーツの集い

にしはらスポーツクラブ
　「硬式テニス教室（第４期）」

花いっぱい運動ボランティア
養成講座・受講生募集

第７回西東京市少年サッカー
大会・参加チーム募集

第５３回交通安全フェスティバル

916擾 午前９時
飛鳥ドライビィングカレッジ
※雨天決行

講演会
「作家・松原秀行先生と語る！」

922穣 午後１時
きらっと

多摩六都フェア
「第２０回圏域美術家展」

9
30擾

午前９時～午後５時
清瀬市郷土博物館
※２５日昇は休館

22～

多摩六都共同推進事業
「第５回緑ウォッチングウォーク」

929穣 午前９時３０分小平駅南口集合
午前１０時出発
※雨天決行

スポーツまつり

108常
午前９時３０分～午後３時３０分
向台運動場
※雨天時は、隣接体育館

多摩・島しょ子ども体験塾共同事業
「ドラネコ星まつり　プラネタリウムがやってくる！！」

1020穣 午後２時～４時３０分
きらっと

１０月１４日（日）「りさいくる市」
フリーマーケット出店者募集

９月９日９月９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

□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（申込多数の場合、
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）を明記し、９月１
日松～１０日捷（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。
※飲食物・生き物等の販売不可。
※出店場所の選択はできません。
◆ごみ減量推進課 　保 （札４３８－４０４３）

秋の交通安全講習会

914畳 午後７時
スポーツセンター
※当日、直接会場へ

919浄 午後７時
市民会館
※当日、直接会場へ


