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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

　この大会は、多摩六都の市民の皆さ
んが、スポーツを通じて相互に交流
し、理解を深める目的で開催していま
す。
　今年度は各市の代表の方によるゲー
トボール大会を開催しますので、皆さ
んの応援をお願いします。
　問 東村山市市民スポーツ課
（札０４２－３９３－９２２２）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　
　東京都指定有形文化財である田無神
社本殿は、安政５（１８５８）年、彫工・
 島  村  俊  表 、大工・ 鈴  木  内  匠 によって建
しま むら しゅん ぴょう すず き ない しょう

築されたものです。明治８
（１８７５）年に建築され
た拝殿とともに円
熟した彫刻の
技量と堂宮建
築の卓越し
た大工技
術を見る
ことがで
きます。
また、公
開に合わ
せ、境 内
の土俵に
江戸の見世
物小屋を仮設
し、浅草雑技

団・みんわ座によ
る江戸期の大見世物が

催されます。どうぞこの機
会に江戸の娯楽、歴史、文化に触れて
みてはいかがですか。
　￥ 見世物小屋入場料・大人８００円・小
中高５００円
※詳細は田無神社（札４６１－４４４２）に
お問い合わせください。
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

　
　歩け歩け会を実施します。
　国分寺駅を出発し、日立中央研究所
の庭園を散策し、お 鷹 の 道 遊歩道等を

たか みち

抜け、 殿  ヶ  谷  戸 庭園まで８灼、４時間
との が や と

程度のコースです。
　解散場所は 殿  ヶ  谷  戸 庭園です。

との が や と

　対 市内在住の６０歳以上の方
　定 ５０人（受付順）
　￥ 参加費は無料ですが、交通費などは
自己負担となります。
　申 １１月５日捷午前９時～９日晶に、福
祉会館・老人福祉センター・老人憩い
の家・高齢者支援課（田無庁舎１階・

保谷庁舎１階）へ直接（※電話による
受付はしません）
□持ち物　昼食・水筒・雨具・敷物・
健康保険証等
※高血圧の方・心臓に疾患のある方は、
主治医にご相談のうえ、お申し込みく
ださい。
　問 高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

　

　
　かわいい観葉植物を使ってお部屋に
「小さな森」を作りましょう。
　定 各回６～７人
　￥ １５００円
　講 丸末智子さ

ん

　申 往復はがきに、住所・氏名・電話番
号・希望の時間・「寄せ植え教室受講希
望」と明記し、１１月１０日（土）（必着）
までに、〒２０２－００１１泉町６－８－２２
－１１２ 大  森  有  采  子 宛て

おお もり う た こ

※応募者多数の場合は、抽選。
※希望の時間にそえないこともありま
す。
◆みどり公園課 保（札４３８－４０４５）

　
　この作品は３年生の教科書に採用さ
れていますが、図書館では小学生ばか
りか幼児にもよく知られています。 李 

リ

 錦玉 さんにお話を書いたきっかけや、
ク ム オ ギ

エピソードをお話いただきながら、子
どもたちとのフリートキングをしま
す。
　対 ・　定 市内在住・在学の小学校３、４
年以上（保護者同伴可）・５０人
　申 １１月６日昇から柳沢図書館へ直接ま
たは電話で（開館時間内）
◆柳沢図書館（札４６４－８２４０）

　
　

　江戸時代中期以降の田無村の世襲名
主である下田家の見学会です。代々の
名主は水車を作り、製粉脱穀を営み地
域の農商業の経営や救済用穀物として
 穀  櫃 の建築、 養  老  畑 を定め収穫物で得
こく びつ よう ろう はた

たお金を村の老人に贈るなど数多くの
業績を残しています。この役宅では明
治１６年に明治天皇が昼食をとられ小休
止されたことがありました。今回は、
その歴史的な史跡として、また旧田無
では最も古い民家である下田家を見学
します。ぜひご参加ください。
□期間　１１月２６日捷～３０日晶各日午前
１０時と午後２時の２回
（見学時間は２０分程度）
　場 旧下田名主役宅（田無町２丁目）
　定 各区分２０人程度
□見学方法　建物の外からの見学にな
りますが、現地にて簡単な説明を行い
ます。
　申 １１月１日昭～１６日晶まで電話受け付
け
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

　
　やさしさとふれあいのまち～新しい
かたちのコミュニケーション社会の創
出～
　場 保谷庁舎
　対 一般市民・学生（情報化に関心のあ
る方）
　申 はがき・ファックス、メール、　HP で
申込みください。
〒１８８－８６６６市役所情報推進課「情報
化シンポジウム・イン・西東京」へ
胃４６４－１３７８
死j-seisaku@city.nishitokyo.lg.jp
※いずれの申込みも、氏名・住所・連
絡先を必ず明記してください。
□注意事項　応募者多数の場合は申込
み先着順とさせていただきます。
　詳細は、両庁舎の情報公開コーナー
で配布しているパンフレットをご覧く
ださい。
◆情報推進課 　田 （札４６０－９８０６）

多摩六都スポーツ大会
「ゲートボール大会」

117浄
午前９時３０分～午後４時
東村山市ゲートボール場公園
（東村山市廻田町１－２６－１）

　１２月２日掌の「りさいくる市」フリ
ーマーケット出店者募集
□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）
□募集出店数７５店舗（申込多数の場合
は抽選）
　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）を記入し、１１月１
日昭～１０日松（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・生き物等の販売はできませ
ん。
※出店場所の選択はできません。
◆ごみ減量推進課 　保 （札４３８－４０４３）

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。◆おはなしおばさんのおはなし会　４日掌午

前１１時から。
◆にこにこおはなし会　１６日晶午前１１時から。
１～２歳児とその保護者対象。
◆おはなし会　毎週木曜日。午後３時３０分から。

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

◆はじめてのページ　　１日昭午前１１時から。
下保谷児童館で。絵本の読み聞かせ、紙芝居、お
もしろい本の紹介など。どなたでも。（下保谷児
童館共催）

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

◆おはなし会　毎週木曜日。午後４時から。
芝 久 保
緯４６５－９８２５

火～日午前１０時～午後６時

◆おはなし会（３歳～小学生対象）　１４・２８日
昌午後３時３０分から。
◆ちびっこおはなし会（１歳～３歳児までと
その保護者対象）　７・２１日昌午前１１時から。

谷 戸
緯４２１－４５４５

火～日午前１０時～午後６時

◆ちいさなおはなしひろば　２日・９日晶午前
１１時から。絵本コーナーで。どなたでも。
◆おはなしひろば　２１・２８日昌午後３時から。
◆ドキドキわくわく紙芝居　１０日松午前１１時か
ら。いずれも絵本コーナーで。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

◆ちいさなおはなしひろば　２日晶午前１１時か
ら。絵本コーナーで。どなたでも。
◆おはなしひろば　２１日昌午後３時から。講座
室で。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

◆おはなしひろば　１４日昌午後３時３０分から。
新町児童館で。どなたでも。

新 町 分 室
緯０４２２－５５－１７８３
水～土午後１時～５時

３日松　５日捷　１２日捷　１９日捷　２３日晶　２６日捷
＊新町分室は、毎週火・日曜日も休館日です。休 館 日

１１月

高齢者のための歩け歩け会
～国分寺の街並みを歩く～

1118擾 午前１０時～午後２時
集合・ＪＲ国分寺駅北口
※雨天中止

　　情報化シンポジウム・
　　イン・西東京

1127杖 午後１時３０分～４時３０分
保谷庁舎

講演会「さんねん峠」の作家・
 李  錦玉 さんと話そう
リ ク ム オ ギ

11
24穣

午後１時３０分～３時
保谷公民館

　多摩六都科学館の構造設計に携わっ
た設計事務所が、横浜市内の建築物に
ついて構造計算書を偽造していたこと
が判明しました。
　多摩六都科学館では、関係諸機関と
連携し、現在構造計算の偽装の有無と
耐震性の検証を進めているところで
す。
　当館は多くの子どもたち、そして地
域のみなさまにご利用いただいている
ことをかんがみ、まず安全が第一と考
え、平成１９年１０月１９日晶より安全が確
保されるまでの間、一時休館すること
といたしました。
　ご利用を計画されていらっしゃる皆
様並びに関係者の皆々様におかれまし
ては、多大なるご不便、ご迷惑をおか
けすることになりますが、何卒ご理解
ご協力を賜りますようお願い申し上げ
ます。
平成１９年１０月１９日
　
　　　多摩六都科学館組合
 管理者　坂　口　光　治
　HP http://www.tamarokuto.or.jp
　問 多摩六都科学館（札４６９－６１００）

多摩六都科学館
一時休館のお知らせ

           寄せ植え教室

1123常 午前１０時、１１時、正午、
午後１時（計４回）
東大農場正面入口広場

1123常 午前１０時、１１時、正午、
午後１時（計４回）
東大農場正面入口広場

東京文化財ウィーク２００７
「都公開事業（田無神社本殿）」

11
23常

午後６時～９時
見世物は午後３時から
田無神社

11擾・

旧下田名主役宅の見学会

11
30畳 ①午前１０時②午後２時

旧下田名主宅
26条～

１１月４日掌

田無庁舎市民広田無庁舎市民広場場
※来場者の駐車場はありません※来場者の駐車場はありません。。

午前９時～正午前９時～正午午


