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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

 　　時 日時　　場 場所　　￥ 料金　　内 内容　　定 定員　申申し込み　　問 お問い合わせ先　　締 締切　　対 対象　胃ファックス　　HP ホームページ　糸メール　　保 保谷庁舎　　田 田無庁舎凡例

と市民との交流を図ります。
　対 市内在住の小学生以上の方。１人ま
たは２人組（親子・友人等）※小学生
は必ず保護者と２人で申し込み要
　対 ・　定 市内在住・３０組（１組１区画）
　申 往復はがきに①住所・氏名　②年齢
③電話番号　④連名での申し込みの場
合は、代表者氏名に（代表者）と記入
し、１０月１５日捷（消印有効）までに、
〒２０２－８５５５市役所産業振興課へ
※返信面の住所・氏名は代表者宛で記
入してください。
※１件につき１枚限り
※応募者多数の場合抽選
□持ち物　軍手、タオル、帽子、汚れ
ても良い服装、飲料水
　内 ・　時 
興第１回「昔の小麦作りについての話」
「小麦（種類：農林６１号）の種まき」
・１１月１７日松 午前１０時
興第２回「麦踏みの作業」     
・平成２０年１月２６日松  午前１０時
興第３回「小麦畑の草取りの作業」  
・平成２０年４月１９日松  午前１０時
興第４回「小麦の刈入れ・脱穀の作業」
・平成２０年６月１４日松  午前１０時
興第５回「小麦の製粉の作業」
・平成２０年９月６日松  午前１０時
興第６回「うどん作りの作業」
・平成２０年１０月４日松  午前９時
興第７回「麦わらで工作」       
・平成２０年１１月１５日松  午前１０時
※日程は気候により変更する場合があ
ります。
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

ネルギーを大切にし、水を汚さずゴミ
を減らしながら、おいしい料理を作る
ことです。第２回目のエコ・クッキン
グを東京ガス㈱の協力で開催します。
□持ち物　エプロン等、三角巾または
バンダナ、タオル、持ち帰り用密閉容器
　定 ２０人　※定員を超えた場合抽選
　申 １０月１２日晶までに環境保全課へ電話
※当日、材料費として５００円が必要に
なります。
◆環境保全課 　保 （札４３８－４０４２）

　世界各国の歌や名曲を、バイオリン
と一緒に歌い紹介する講座です。音符
を読めなくても大丈夫です。
　時 １１月１３日～平成２０年３月２５日の第
２・４火曜日・午後２時～３時３０分
　場 老人福祉センター（田無町５－５－
１２田無総合福祉センター３階）
　対 市内在住の６０歳以上の方
　定 ２５人（定員を超えた場合初めての方
を優先し、抽選。抽選結果は１０月２２日
捷～２６日晶まで老人福祉センター内に
掲示します。）
　申 １０月３日昌～１２日晶（土・日曜日、
祝日を除く）に老人福祉センター窓口
で直接（電話での申し込みはできませ
ん）
※「福祉会館・老人福祉センター利用
証」を必ず持参してください。お持ち
でない方は、生年月日・住所・氏名を
確認できる健康保険証等を持参してく
ださい。
　講  佐方 

さ か た

 恵  利  子 さん（バイオリニスト）
え り こ

　問 老人福祉センター（札４６６－１６８０）
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

　地域の食文化を伝承し、地産地消や
食育についての学習をします。
　また、農作業体験により、都市農業
についての理解を深め、災害時にはオ
ープンスペースとしても重要な役割を
担っていることを知るとともに、農家

※返信面には必ず住所・氏名を記入し
てください。
□共催　西東京市多文化共生・国際交
流センター（ＮＩＭＩＣ）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　東京都では、さまざまな理由で親と
一緒に暮らすことのできない子どもた
ちを一定期間（１か月以上）家庭に迎
え、家族と一緒に暮らし養育していた
だく「養育家庭制度」を推進していま
す。
　市では、里親月間（毎年１０月）にち
なみ、この制度を広く市民の皆さんに
知っていただくため、都と共催で養育
家庭体験発表会を開催します。
　内 体験発表ほ

か

　定 ８０人
　問 小平児童相談所（札４６７－３７１１）
◆子ども家庭支援センターのどか
（札４５１－０６００）

　東久留米市の『雑木林のみち』をた
ずねて落合川や湧水、緑地保全地域を
講師の説明を聞きながら歩く予定です。
□コース　たての緑道→竹林公園→落
合川→南沢湧水地→南町緑地保全地域
→西原自然公園→郷土資料室解散（午
後２時予定）※バスの使用はありません
　対 １８歳以上の市内在住・在勤者
　定 ４０人
　申 往復はがきに住所・氏名・年齢・性
別・電話番号を明記し、１０月１１日昭（必
着）までに〒２０２－８５５５　市役所保谷
庁舎みどり公園課「自然観察会参加希
望」係へ郵送（１枚の往復はがきで２
人まで、応募多数の場合抽選）　　　
※後日、結果および詳細を通知
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

　エコ・クッキングとは、食べ物やエ

　市の友好都市である山梨県北杜市の
須玉町では、「須玉甲斐源氏祭り」が開
催されます。
　今回も、多摩六都ビッグバンド養成
講座から結成された「ノーザンシック
ス・ビックバンド」が参加し、イベン
トを盛り上げます。
　内 ステージショー、各種イベント等
　問 須玉総合支所地域振興課
（札０５５１ー４２ー１１１３）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）　

　『来て、見て、考えて！いいことある
よ生活展』をテーマに、１０月１９日晶、
２０日松に消費生活展を開催するにあた

り、記念講演を行います。
※消費生活展詳細は
次号でご案内しま
す。
□テーマ　
『いのちと
心を守る
都市の森
～西東京
市から世
界へ～』
　講 宮脇昭
氏（国 際
生態学セ
ンター研究
所長、横浜国
立大学名誉教

授）
□企画・運営　消費生

活展実行委員会
◆消費者センター（札４２５－４１４１）

　魅力的で独特な音色を奏でる二胡
を、弾いてみませんか。

　講  楊 　
よ う

 智 さん（中国天津省出身で西東京
ち

市在住の二胡演奏家）
　定 １５人（申込多数の場合は抽選）
　￥ １，０００円（二胡レンタル料、実費）
　申 往復はがきに、住所・氏名・電話番
号を記入し、１０月１０日昌（必着）まで
に、〒２０２－８５５５　市役所生活文化課
「二胡体験講座」係へ　                  

自然観察会
～豊かなみどりと湧水をたずねて～

1025状 ひばりが丘駅南口
午前１０時集合・１０時１５分出発
※小雨決行

第７回市消費生活展記念講演

1015条 午後２時～４時
保谷こもれびホール
※当日、直接会場へ

養育家庭体験発表会

1024浄 午後２時～４時
コール田無
※当日、直接会場へ

優美な音色を体験！
「二胡体験講座」

1021擾 午後２時～４時
田無公民館

「エコ・クッキング」講習会

1031浄 午前１０時３０分～午後１時３０分
消費者センター

友好都市・山梨県北杜市須玉
町「須玉甲斐源氏まつり」

107擾
午前１１時
須玉ふれあい館広場

老人福祉センター教養講座
「音楽の旅」（後期）

1113杖 第２・４昇
午後２時～３時３０分
老人福祉センター

１０月１４日１０月１４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

１１月４日（日）「りさいくる市」
フリーマーケット出店者募集

□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 往復はがきの往信用に住所・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、返信面に
ご自分の宛名を記入し、〒２０２－８５５５
市役所ごみ減量推進課へ。１０月１日捷
～１０日昌の消印有効（１世帯１通に限
られます）。
※飲食物・生き物等は不可です。
※出店場所の選択はできません。
◆ごみ減量推進課 　保 （札４３８－４０４３）

小麦づくり食育事業

1117穣 全7回・土曜日開講
 高  田 
た か  だ

 長兵衛 氏宅
ち ょ う べ い

（下保谷３丁目）


