
 　　時 日時　　場 場所　　￥ 料金　　内 内容　　定 定員　　講 講師　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

配布煙シルバー人材センター

No.192

平成20年
（ 2 0 0 8 ） /91

　収穫の秋だからこそ、野菜を育む自
然やエコな暮らし方について学んでみ
ませんか？自然や野菜の底力を見つめ
直す楽しいイベントがいっぱいです。
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

興スペシャルトーク「おもしろ発見！
縄文時代・森と暮らした縄文人」
　縄文人は自然とどんなふうにつきあ
っていたの？下野谷遺跡の人気者「し
ーた」と「のーや」も登場します。親
子で楽しめます。
□お話　亀田直美さ

ん

　　　　（文化財保護専門員）
　申 ９月１９日晶までに環境保全課へ電
話・胃・Ｅメールのいずれかでお申込
みを（先着５０人）
死 kankyo@city.nishitokyo.lg.jp
◆環境保全課
（札４３８－４０４２・胃４２１－５４１０）

興ベジタブル・パフォーマンス
　野菜の人形劇やキャラク

ターアニメなどかわ
いい野菜がたくさ
ん登場して、野
菜の魅力を大
公 開 し ま
す。新 鮮
で美味し
いミニ野
菜の販売
もありま
す。エク
ラアニマ
ルの名物
キャラクタ
ー「キャラ丸
くん」も応援に

やってきます！
※人形劇は２３日抄限定

イベントです。

興エコライフ展示
　市内で展開する、体に自然にやさし
い「無添加」、「無農薬」、「天然素材」商
品の紹介や環境啓発イベントの報告な
どのためになる展示がいっぱいです。

　ピースウォークを通して、核兵器や

戦争、そして平和について一緒に考え
ましょう。
　対 市内在住・在勤・在学の方
　定 ３０人（申し込み多数の場合は、未参
加者を優先し抽選）
□交通　徒歩とバス
□行程　田無庁舎→保谷庁舎→丸木美
術館→道の駅（昼食）→吉見百穴→保
谷庁舎→田無庁舎（午後５時解散予定）
□参加費　約１,２００円（施設入場料）
※昼食は各自で持参または道の駅にて。
　申 往復はがきに、住所・氏名・年齢・
電話番号・市内在住ではない在学・在
勤者は学校名または勤務先・希望する
集合場所（田無庁舎または保谷庁舎）
を明記し、９月１２日晶（消印有効）ま
でに〒２０２－８５５５市役所生活文化課
「ピースウォーク係」へ郵送
※はがき１枚で４人まで申込み可。
□主催　非核・平和をすすめる西東京
市民の会
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　圏域住民の貴重な財産といえる緑と
水の豊かな自然を再発見し、自然を慈
しむ心を育む機会として、ウォーキン
グコースを歩きましょう。
□コース　東久留米駅西口→竹林公園
→水生公園→南沢緑地保全地域→南沢
水辺公園→ 下  里  本  邑 遺跡公園→しんや

しも さと ほん むら

ま親水広場→柳窪緑地保全地域→ 黒  目 
くろ め

 川  天 神社→小平駅（午後３時解散予定）
がわ てん

（平成の名水百選「落合川と南沢湧水
群」も巡ります）　　　
　申 往復はがきに参加希望者全員の住
所・氏名・年齢・電話番号を明記し、
９月１２日晶（必着）までに〒２０３－８５５５
東久留米市環境政策課へ郵送（定員１００
人を超えた場合は抽選）
※後日、結果および詳細を通知。
□持ち物　弁当、飲み物、雨具な

ど

　問 東久留米市環境政策課
（札４７０－７７５３）
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

～未来のわたし、家族、そして西東京市
についてみんなで考えてみましょう～
　このシンポジウムは、講演やパネル
ディスカッションを行い、市民の皆さ
んとともに市の将来について考える機
会となることを目的に開催します。

□講演　 北  川  正  恭 氏
きた がわ まさ やす

（早稲田大学大学院教授、前三重県知事）
　申 ９月１日捷から電話・胃・メール・郵送
のいずれかで企画政策課へ申込みを。
※胃、メール、郵送で申込みの際は、

必ず住所・氏名・連絡先・参加人数を
記載してください。
死 kikaku@city.nishitokyo.lg.jp
◆企画政策課
　田 （札４６０－９８００・胃４６３－９５８５）

　多磨全生園は、全国に１３施設あるハ
ンセン病国立療養所のひとつです。こ
の見学会を通して、ハンセン病の歴史
や人権について考えてみませんか。
　場 国立療養所多磨全生園、国立ハンセ
ン病資料館（東村山市）
　内 園内の見学および資料館でのビデオ
鑑賞、講話、見学な

ど

　定 約２０人（応募者多数の場合は抽選）
　申 往復はがきまたはＥメールで、参加
する方の住所・氏名・電話番号を明記
し、９月１９日晶（必着）までに〒２０２－
８５５５市役所生活文化課「人権バスハイ
ク」係へ
※Ｅメールの場合、必ず件名に「２０人
権バスハイク」と入れてください。
死 bunka@city.nishitokyo.lg.jp
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　スポーツを通して、市民の健康づく
りと交流を深める楽しい運動会です
（終了後、抽選会あり）。
※雨天の場合は、隣接の総合体育館で
行います（内容の一部変更あり）。
興フリーマーケット（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
が１区画、１００店以上応募の場合は抽
選（飲食店不可）。
□出店協力金　１区画５００円
□区画の広さ　２.５ｍ×２.５ｍ
　申 往復はがきに、住所・申込者氏名・
電話番号・出店物を明記し、９月１８日
昭（必着）までに〒２０２－８５５５ 市役所
スポーツ振興課へ郵送
興フリーマーケット出店説明会
　時 ・　場 ９月２６日晶午後７時・田無庁舎
※必ず出席してください。
　問 大会実行委員長・雲野（札４２３－０６３７）
フリ－マーケット担当・吉田
（札４６１－９１７８）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　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。
　時 １０月１９日掌・２６日掌、１１月２日掌・
９日掌・１６日掌
　場 ひばりが丘運動場ほ

か

□参加資格　市内在住・在学・在クラ

ブの小学校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。スポ
ーツ安全協会などの保険に加入してい
ること。
　申 所定の用紙へ記入し、９月２６日晶ま
でにスポーツ振興課へ
興責任者会議・組合せ抽選会
　時 ・　場 １０月１０日晶午後７時・保谷庁舎
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　近くの公園などに花を植えたいと思
われている方を対象に、実践的な養成
講座を開催します。

　時 ９月～平成２１年２月午後１時３０分～
４時３０分・全６回（毎月第４土曜日、
１２月の第３土曜日）　
　場 エコプラザ西東京
　対 ・　定 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・３０人（先着
順）
　内 公園などの花壇の計画・植え付け・
管理の基礎知識講義と実習
□受講料　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・電話番号と
「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日昇（消印
有効）までに、〒２０２－００１２  東町４－
１０－１７－１０４  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）　

花いっぱい運動
ボランティア養成講座

□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）
　場 エコプラザ西東京
□募集店数　３６店舗（申し込み多数の
場合抽選。出店場所の選択不可）
　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
物を明記し、９月１日捷～１０日昌（消
印有効）までに、〒２０２－００１１ 泉町３－
１２－３５ エコプラザ西東京内ごみ減量
推進課へ（１世帯１通に限られます）
※飲食物・動植物などの販売不可。
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

９月７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。。

※産業振興課による野菜の販売があります※産業振興課による野菜の販売があります。。
◆ごみ減量推進課（◆ごみ減量推進課（札札４３８－４０４３４３８－４０４３））

午前９時～正午前９時～正午午

スポーツまつり

1013常 午前９時３０分～午後３時３０分
向台運動場

エコライフスペシャル
～自然がいっぱい・みどりがいっぱい～

ピースウォーク
～丸木美術館・ 吉  見  百  穴 を見学～

よし み ひゃく あな

927穣 集合…
午前８時３０分・田無庁舎
午前８時５０分・保谷庁舎

多摩六都課題共有事業

「第６回緑ウォッチングウォーク」

927穣 集合…午前９時、出発…
９時３０分・東久留米駅西口
※雨天決行

総合計画シンポジウム

105擾
午後２時～４時３０分
市民会館

人権バスハイク「国立療養所多磨全
生園・国立ハンセン病資料館見学会」

1011穣 正午～午後５時（予定）
集合・解散　田無庁舎

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

9
23常

午前１０時～午後４時
エコプラザ西東京
※当日、直接会場へ

21擾～

9
23常

午前１０時～午後４時
エコプラザ西東京
※当日、直接会場へ

21擾・

921擾 午後２時～３時
エコプラザ西東京
※事前申し込み

エクラ
　ちゃん

キャラ丸
　　くんドク丸

　くん

「エクラアニマル」

の名物キャラクター

第８回少年サッカー大会

１０月５日掌の「りさいくる市」

フリーマーケット出店者募集

昨年のフリーマーケットの様子です。

一昨年の養成講座の様子です。


