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乳幼児～小学生までを対象としたおはなし会など、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。
叶おはなしおばさんのおはなし会　７日掌午前
１１時／どなたでも
叶にこにこおはなし会　１９日晶午前１１時／１～２
歳児とその保護者対象
叶サンサンおはなし会　２１日掌午前１１時／３歳児
から対象
叶おはなし会　毎週木曜日午後３時３０分／３歳児
から対象

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

叶はじめてのページ　４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
介など／どなたでも（下保谷児童館共催）
叶ちいさなおはなしひろば　１２・２６日晶午前１１時／
１～２歳児とその保護者対象
叶おはなしひろば　１２・２６日晶午後３時３０分／３歳
児から対象　
叶おはなしのへや　６日松・２１日掌午前１１時／５歳
児から小学校３年生対象

保 谷 駅 前
緯４２１－３０６０

火～金午前１０時～午後８時
土・日午前１０時～午後６時

叶おはなし会　毎週木曜日午後４時／どなたでも
芝 久 保
緯４６５－９８２５

火～日午前１０時～午後６時

叶おはなし会　１０・２４日昌午後３時３０分／３歳児か
ら対象　
叶ちびっこおはなし会　３・１７日昌午前１１時／１歳
～２歳児とその保護者対象

谷 戸
緯４２１－４５４５

火～日午前１０時～午後６時

叶ちいさなおはなしひろば　５・１２日晶午前１１時
／絵本コーナー／１～２歳児とその保護者対象
叶わくわくドキドキ紙芝居　１３日松午前１１時／ど
なたでも
叶おはなしひろば　毎週水曜日午後４時／絵本コ
ーナー／３歳児から対象

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

叶ちいさなおはなしひろば　５日晶午前１１時／絵
本コーナー／１～２歳児とその保護者対象
叶おはなしひろば　１３日松１１時・１７日昌午後４時
／講座室／３歳児から対象

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

叶おはなしひろば　１０日昌午後３時３０分／新町児
童館／どなたでも

新 町 分 室
緯０４２２－５５－１７８３
水～土午後１時～５時

１日捷・８日捷・１５日抄・１６日昇・２２日捷・２３日抄・
２９日捷
※中央図書館と駅前図書館は、１５日抄・２３日抄は開
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

９月
★全天周映画新番組

「グランドキャニオン」

　地球の歴史を刻む壮大な峡谷、
グランドキャニオン。世界遺産で
もあるこの地に挑む冒険を迫力の
巨大スクリーンでお楽しみくださ
い。
　時 ９月１７日昌～１２月１４日掌
※上映スケジュールについては、
お問い合わせを。
　場 サイエンスエッグ
　￥ 大人・１，０００円
　小人（４歳～高校生）・４００円
　問 多摩六都科学館（〒１８８－００１４
芝久保町５－１０－６４・札４６９－
６１００）

□受付期間　９月５日晶～２６日晶
　問 自衛隊西東京地域事務所
（札４６３ー１９８１）

■柳橋保育園から

①園庭開放　毎週水曜日
　　　　　　午前１０時～午後３時
②出前保育　９月１７日昌、１０月８日昌
③母親学級　１０月２日昭
④試食参観　１１月７日晶
※詳細は子育て支援たより、園の掲
示板で随時お知らせします。
　申 ②、③、④は要予約。電話または
直接受け付け。
　問 柳橋保育園（札４６１－３６７３）

■いずみ祭り

　時 ９月１４日掌午後２時～５時
　※雨天中止
　場 デイサービスいずみ
　内 バザー、模擬店、保谷太鼓、ソー
ラン踊り、盆踊りな

ど

　問 社会福祉法人悠遊・伊藤
（札４２４－８１０６）

■多摩小平保健所から

興在宅栄養士研修会
　時 ９月１９日晶午前１０時～正午
　場 多摩小平保健所
　対 管理栄養士・栄養士の資格を持つ
方で、現在、管理栄養士・栄養士と
して常勤の職についていない方
　申 ９月１２日晶までに電話またはファ
ックスで。
　問 多摩小平保健所
（札４５０－３１１１・胃４５０－３２６１）

■三鷹の森ジブリ美術館から

　９月１日から「三鷹の森ジブリ美
術館市民特別枠」を拡大しました。
近隣市の皆さんも利用できます。
　対 市内在住・在学・在勤の方
※証明できるものが必要です。
□販売場所
「みたか観光案内所」（三鷹市下連雀
３－２４－３　三鷹駅前協同ビル１
階）午前９時～午後６時　※火曜日
定休、年末年始休業
　￥ 大人１,０００円、中高生７００円、小学
生４００円、幼児（４歳以上）１００円、
３歳以下は無料
※ 電話での予約、購入などはできま
せん。詳細は、下記　HP をご覧ください。
　HP  http://kanko.mitaka.ne.jp/jiburi.html
　問 みたか都市観光協会
（札０４２２－４０－５５２５）

新申込書②住所・氏名・生年月日が
確認できる身分証明書（保険証・運
転免許証な

ど）③現在使用中のシルバ
ーパス④その他敢～桓の該当する項
目の書類をあわせて持参。
敢２０年度市民税が非課税の方…
１，０００円と「２０年度介護保険料納入
（決定）通知書」の所得段階区分欄
に１～４の記載があるもの、２０年度
住民税非課税証明書、生活保護受給
証明書のいずれか
柑２０年度市民税が課税だが、１７年度
市民税は非課税の方…１，０００円と「東
京都シルバーパス交付手続き確認
書」、「１７年度介護保険料納入（決定）
通知書」の所得段階区分欄に１～３
の記載があるもの、平成１７年度住民
税非課税証明書のいずれか
桓２０年度市民税が課税の方…２０，５１０円
　問 鋤東京バス協会シルバーパス専用
電話（札０３－５３０８－６９５０）、東京都福
祉保健局在宅支援課臨時案内電話
（札０３－５３２０－４１７７    ※９月３０日昇
まで開設。いずれも土・日曜日、祝
日を除く午前９時～午後５時）

 第２５回人権ふれあい写真　　　
コンテスト作品募集

興写真のテーマ「ふれあい」
　親子・高齢者・友達・動物・植物・自
然など身近な「ふれあい」をテーマ
とした場面を写してください。
　入賞者にはデジタルカメラなどの
賞品があります。
　申 ９月３０日昇（消印有効）までに、
〒１９７－０００４福生市南田園３－６１－
３東京法務局西多摩支局「人権ふれ
あい写真コンテスト」係へ郵送
※応募規定については、お問い合わ
せを。
　問 東京法務局西多摩支局
（札０４２－５５１－０９３７）

 平成２１年春入校防衛大学校　　
防衛医科大学校学生募集

□資格　１８歳（高卒見込みを含む）
以上２１歳未満の男女
□第一次試験
興防衛大　１１月８日松・９日掌
興防衛医大　１１月１日松・２日掌

　￥ １時間２００円（利用料）
　場 西東京創業支援相談センター
（南町５－６－１８イングビル１階
札４６１－６６１１※予約な

ど）
　HP  http://www１０.ocn.ne.jp/̃tanasi-s/
　問 西東京商工会（札４６１－４５７３）

■しごとセンター多摩の就業支援

①３４歳以下対象
「多摩版就職コミュニティ」
　時 ９月９日昇～１０月２１日昇の毎週
火・木曜日（１０月１５日のみ水曜日）
の計１２日間／各回午後１時３０分～４
時３０分
　定 １５人（予約制）
②３４歳以下対象
就活セミナー「ベーシック＆アドバンス」
※１日だけの参加でも可。
　時 ①９月２４日昌②２５日昭
　各午後１時３０分～４時３０分
　定 各３０人（予約制）
③３０～５４歳対象
「１日で学べる再就職活動のテクニック」
　時 ９月１０日昌午後１時～５時
　定 ５０人（予約制）
④５５歳以上対象
「１日で学べる再就職活動のテクニック」
　時 ９月１７日昌午後１時３０分～４時３０分
　定 ５０人（予約制）
　場 東京しごとセンター多摩※全会場
（ＪＲ国分寺駅南口徒歩５分）
　問 東京しごとセンター多摩
（札０４２－３２９－４５２４）

■総合労働相談コーナーから

　都内に２１か所ある総合労働相談コ
ーナーでは、職場でのトラブル（解
雇・賃下げ・いじめ・配置転換な

ど）
でお悩みの方へ相談コーナーを開設
しています。
□電話相談（札０１２０－６０１－５５６）
　問 三鷹総合労働相談コーナー
（札０４２２－４８－１１６１）

■シルバーパス一斉更新

　有効期限が９月３０日までのシルバ
ーパスをお持ちの方で、引き続きご
利用になる場合、更新手続きが必要
です。
□更新期間　９月１日捷～３０日昇
※土・日曜日、祝日は休み。郵送さ
れた更新申込書に個別に指定。
□更新窓口　①田無駅前アスタ２階
センターコート　②保谷庁舎２階　
※更新申込書に個別に指定。
□持参するもの　①シルバーパス更

■社会福祉協議会から

興要介護認定調査事業・認定調査員
募集
□職種　登録調査員（委託契約）
□資格　介護支援専門員
□委託料　調査１件３，１５０円（諸経費
込）
□採用時期　９月以降
　申 履歴書・介護支援専門員であるこ
との証明書（写）を〒２０２－００１３中
町１－６－８保谷東分庁舎社会福祉
協議会福祉サービス支援係へ郵送ま
たは直接持参（９月２日昇から随時
受け付け）
□選考　書類審査および面接。面接
日は後日連絡します。
※詳細はお問い合わせを。
　問 社会福祉協議会（札４３８－３７７５）

■今月の薬湯～スギナの腰湯～

　時 ９月１５日抄
※小学生以下の方は終日、６５歳以上
の方は午後４時～６時が入浴無料で
す。小学生以下の方は保護者同伴で
ご入浴ください。
　問 西東京市公衆浴場組合
（妙法湯札４６１－３７８９）

■西東京創業支援相談センターから

□特別相談日（相談無料）
　９月の中小企業診断士などによる
特別相談日は、次のとおりです。
①３日昌許４日昭③５日晶④８日捷
漁１１日昭禦１６日昇⑦１８日昭⑧１９日晶
⑨２４日昌京２５日昭⑪２６日晶⑫２９日捷
午後１時３０分～４時３０分
（許漁禦京は午前９時３０分から）
□夜間相談（要予約・無料）
⑦１８日昭⑧１９日晶⑨２４日昌⑫２９日捷
午後６時～９時
□経営講習会（要予約・無料）
　時 ９月４日昭・５日晶
　内 独立開業に関する基礎知識
　対 少しでも創業を考え中の方や、現
在経営している方
□パソコン講習会（要予約・有料）
　時 ９月９日昇・１０日昌・１１日昭の１日
のみ。時間などはお問い合わせを。
　￥ １,０００円（受講料）　
□空き店舗セミナー（無料）
　空き店舗をお持ちの大家さんご連
絡ください。
□パソコンの利用（有料）
　創業・開業を考えている方は、当
センターのパソコンを使えます。

どなたでも

応募できます


