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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

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。
１２月

　時 受付　午前１０時開始
　式典　午前１０時４５分～１１時３０分
建午後の部
□対象地域　田無第一・保谷・柳沢・
田無第四の各中学校区域在住者
　時 受付　午後１時３０分開始
　式典　午後２時１５分～３時
　場 保谷こもれびホール
　対 昭和６２年４月２日～昭和６３年４月１
日に生まれた方で、住民登録または外
国人登録している方
※案内状が、１２月７日晶までにお手元
に届かない場合は、社会教育課へご連
絡ください。
※現在市外に住民登録している方で成
人式に参加を希望される場合は、１２月
２１日晶までにご連絡ください。案内状
を発送します。
※市内転居等で卒業した中学校区域と
部が違う方は、希望される部に出席で
きます。
※車での来場は、ご遠慮ください。
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

興定期清掃・点検のお知らせ
　１２月１７日捷～２１晶は全館休館。
（上記期間中の公共予約システムは、
スポーツセンターにある端末のみ午前
９時～午後５時まで使用可能）
　プールは、１２月１７日捷～年内は、設
備工事のためお休みです。
　ご協力をよろしくお願いします。
興年末年始の休館のお知らせ
□スポーツセンター
　１２月２９日松～１月１日昇
□武道場・東町テニスコート・健康広
場・ひばりが丘運動場
　１２月２９日松～１月３日昭
（休館中は公共施設予約システムも使
用できません）
◆スポ－ツセンタ－(札４２５－０５０５）

　内容構造計算の偽装の有無と耐震性
の検証をするため休館していた多摩六
都科学館は、安全性が確認され運営を
再開しました。大変ご迷惑をおかけし
ましたことをお詫びします。
　今後とも、皆さんの来館をお待ちし
ています。
　なお、１２月の休館日は３日捷、１０日
捷、１７日捷～１９日昌、２８日晶～１月３
日昭です。
◆多摩六都科学館（札４６９－６１００）

　クリスマスにちなんだ英語の歌、ピアノ
の弾き語り、お話です。
　対 未就学児～大人
　講 城戸由美氏(絵本と語りの会)
◆谷戸図書館（札４２１－４５４５）

　定 先着５０人  ※１２月４日昇午前１０時か
ら図書館カウンターにて整理券を配布
◆芝久保図書館（札４６５－９８２５）

　２００８年の幕開けを七福神めぐりで！
□コース　八王子七福神（吉祥院・了
法寺・善龍寺・信松院・金剛院・伝法
院・本立寺）の約１０灼
　対 市内在住・在勤で健康な方
　定 ・　￥ 先着１６０人・交通費のみ各自負担
□持ち物　歩きやすい服装と靴、ザッ
ク、タオル、雨具、飲み物等
　申 往復ハガキに、参加希望の方全員の
住所、氏名、年齢、連絡先を記入のう
え、１２月１４日晶まで（必着）に〒２０２－
８５５５ スポーツ振興課「八王子七福神め
ぐり」参加申込係へ郵送。
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

建午前の部
□対象地域　田無第二・ひばりが丘・
田無第三・青嵐・明保の各中学校区域
在住者

京区春日１－１６－２１）
　定 先着１，８００人
※託児室（１歳以上、要予約）、手話通
訳・要約筆記あり
□主催　東京都人権啓発活動ネットワ
ーク協議会、文京区
□協賛　除東京都人権啓発センター
　問 東京都総務局人権部（札０３－５３８８－
２５８８・胃０３－５３８８－１２６６）
◆文京区総務課（札０３－５８０３－１１３９）
【２】トーク＆コンサートと映画の集い
①中島啓江（歌手）さんによるトーク＆コ
ンサート
②映画「Ｌｉｆｅ天国で君に逢えたら（字幕入）」
　時 ・　場 １２月１２日昌午後１時３０分～５時
（予定）・日野市民会館（日野市神明１
－１２－１）※託児室（１歳以上、要予
約）、手話通訳、要約筆記あり
　定 先着１，１００人
□主催　東京都人権啓発活動ネットワ
ーク協議会、日野市
□協賛　除東京都人権啓発センター
　問 東京都総務局人権部（札０３－５３８８－
２５８８・胃０３－５３８８－１２６６）、日野市市民
相談担当（札０４２－５８５－１１１１内線１６００
～１６０２）

　１２月３日～９日の１週間は『障害者
週間』です。障害者福祉についての皆
さんの理解を深めるイベントです。
　定 １６５人（車椅子席１７席）
　申 事前に障害福祉課へ電話申し込み　
（車椅子席の利用の有無についてもご
連絡ください。）
◆障害福祉課
　保 （札４３８－４０３３、胃４２３－４３２１）

　 芸能の台本であり文学である能本
（謡曲）を読み能の理解を深めます。
□講師　羽田 昶 氏（武蔵野大学文学部

ひさし

教授）
　定 先着１２０人
◆下保谷図書館（札４２１－３０６０）

　男女共同参画にまつわる日常生活の
中でのちょっとしたエピソードをユー
モアあふれるイラストで紹介します。
　時 ・　場 
建１２月１日松～２日掌・保谷公民館
建１２月４日昇～６日昭・田無公民館
建１２月８日松～９日掌・市民会館
※９日掌には、市民会館で男女平等参
画推進フォーラムも実施しています。
詳細は１１月１５日号の市報、市　HP で。
◆生活文化課男女平等推進係
　（札４５０－００５５）
【お詫びと訂正】市報１１月１５日号８面のフォ
－ラムの記事中「事前電話申し込み」は誤り
で、正しくは「当日直接来場」です。
　お詫びして訂正します。

　大気汚染と窒素酸化物の問題につい
て、大気中の二酸化窒素の測定を実際
に体験しながら考えてみましょう。
◆環境保全課 　保 （札４３８－４０４２）

　人権週間とは、「世界人権宣言」が
１９４８年１２月１０日に国連総会で採択さ

れたことを記念し定められた１２
月１０日「人権デー（Ｈｕｍ
ａｎ　Ｒｉｇｈｔｓ　Ｄａｙ）」を
最終日とする１週
間（１２月４日～
１０日）」です。
興人権パネ
ル展
　ハンセン
病、小学生
の人権メッ
セージ等を
展示します。
　時 ・　場 １２月
１０日捷～１１日
昇・田無庁舎
□主催　西東京市

人権擁護委員の会・
市

◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）
興相談窓口　『夜間人権ホットライン』
　弁護士による法律相談を夜間に電話
（札０３－５８０８－３１５２・０３－５８０８－３１５１）
で受付。秘密厳守。
　時 １２月７日晶午後５時～８時　※相談
時間は約１０分
　問 除東京都人権啓発センター
（札０３－３８７１－０２１２・０３－３８７６－５３７３）
興人権・身の上相談（予約制）
　日程等を「無料市民相談表」（８面）で
確認のうえお申し込みください。
　問 市民相談室 　田 （札４６０－９８０５）
　　　　　　　保 （札４３８－４０００）
興都内における事業
【１ 】講演と映画の集い
①タレント荒木由美子さんの講演
「家族の絆」～感謝の気持ちを言葉にしよう～
②映画「しゃべれどもしゃべれども（字幕入）」
　時 ・　場 １２月７日晶午後１時３０分～４時
５０分（予定）・文京シビックホール（文

   「なるほどジェンダー」    
             パ  ネ  ル 展

人　権　週　間

　 二酸化窒素簡易測定の
  　 　体　験　講　座

特別企画「英語でおはなし会
　　～クリスマス編～」

1215穣 午後２時３０分
谷戸公民館
※当日、直接会場へ

芝久保図書館　人形劇公演
劇団貝の火「こぶとりじいさん」

1216擾 午後２時４５分
芝久保公民館

　　市民体力づくり教室
　～八王子七福神めぐり～

1 5穣
午前８時３０分
ＪＲ武蔵境駅南口駐輪場
横広場集合 ※小雨決行

　スポ－ツセンタ－から

◆おはなしおばさんのおはなし会　２日掌午
前１１時から。◆にこにこおはなし会　２１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。
◆クリスマス会　１３日昭午後３時３０分から。

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

◆はじめてのページ　６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）　◆冬のおはなしひろば　２７日昭午前
１１時から下保谷図書館集会室で。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

◆おはなし会　毎週木曜日。午後４時から。
◆かにむかし・ロッキー文庫のクリスマス会
　１２月８日松午前１１時から。おはなしコーナー
で。どなたでも

芝 久 保
札４６５－９８２５

火～日午前10時～午後6時

◆おはなし会（３歳～小学生対象）　１２・２６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）　５・１９日昌午前１１時から。

谷 戸
札４２１－４５４５

火～日午前10時～午後6時

◆ちいさなおはなしひろば　７日、１４日晶午前１１
時から。絵本コーナーで。どなたでも。◆クリスマスお
はなしひろば　１９日昌午後３時から。保谷公民館会
議室　◆おはなしひろば　２６日昌午後３時から　
◆ドキドキわくわく紙芝居　８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
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

◆ちいさなおはなしひろば　７日晶午前１１時か
ら。絵本コーナーで。どなたでも。
◆クリスマスおはなしひろば　１９日昌午後３時
から。講座室で。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

◆おはなしひろば　１２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
札０４２２－５５－１７８３
水～土午後１時～5時

３日捷　１０日捷　１７日捷　２４日捷　２５日昇　２９日
松～１月４日晶
＊中央図書館は２４日捷は開館しています。（午前
１０時～午後６時）
＊新町分室は、毎週火・日曜日も休館日です。

休 館 日

12
7畳

午前9時
保谷庁舎 
※前日午後4時までに電話申し込み

6状～

　　　成　　人　　式

114常 午前の部／午後の部
保谷こもれびホール

　多摩六都科学館運営再開

      講演&シンポジウム
「～どうする随西東京市の障
害者支援～法内化に向けて」

128穣
午後１時３０分～４時１０分
コール田無
※駐車場はありません

         図書館文化講演会
「日本の芸能と文学」－特に
　　能の表現をめぐって

128穣
午後２時～４時
（受付は１時３０分から）
保谷公民館


