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てください。説明会終了後、選考試験
を行います。

興養成講座
　対 市内在住者で、年間スケジュールに
沿って、連続した作業時間が確保でき
る方。受講後、長期継続して活動が可
能な方。

興事前説明会
　申 １０月７日昇（午前１０時）～２３日昭（午
後６時）までに電話で谷戸図書館へ
◆谷戸図書館（札４２１－４５４５）

　世界の歌や名曲を、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。
　対 市内在住の６０歳以上の方
　講  佐  方  恵  利  子 さん（バイオリニスト）

さ かた え り こ

　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２０日
捷～２４日晶まで老人福祉センター内に
掲示）
　申 １０月２日昭～１０日晶（土・日曜日を
除く）に直接老人福祉センターへ（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」を必ず持参ください。お持ちでな
い方は、住所・氏名・生年月日を確認
できる健康保険証などを持参してくだ
さい。
　問 老人福祉センター（札４６６－１６８０）
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

興演奏曲　「さくら舞曲」
　申 １０月１７日晶までに下記実行委員会へ
　問 第８回西東京市民文化祭実行員会筝
曲の部・鈴木（札４６２－８２４１）
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

　元プロ野球選手から基本指導を学べ
るチャンス錘
　場 向台運動場・市民公園グラウンド
※雨天の場合は小学６年生のみ総合体
育館で実施
　対 市内在住・在チームの小学校１～６
年生
　内 守備・走塁・打撃の基本的な技術練
習
　講 西武ライオンズＯＢ
□持ち物　野球のできる服装、スパイ
ク（運動靴可）、グローブ、バット（持
っている方のみ）、帽子、飲み物、弁
当、タオル
　申 １０月２９日昌午後５時までに、所定の
申込用紙でスポーツセンターまたは総
合体育館へ申し込んでください。ただ
し西東京市軟式野球連盟少年部加盟チ
ームの方は、所属チームより申し込み
を。
□協力　西東京市軟式野球連盟少年部
　問 西東京市スポーツセンター
（札４２５－０５０５）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　この講座は、主に視覚障害の方への
わかりやすい音訳奉仕者として、図書
館サービスを担う人材を養成するため
のものです。
　初級の養成講座を修了後、中級講座
を受講、その後図書館が発行する「声
の広報」などの音訳活動に参加してい
ただきます。
　希望者は、必ず事前説明会に出席し

　東久留米市の「雑木林のみち」をた
ずねて初秋の落合川や湧水、緑地保全
地域を講師の話を聞きながら歩きま
す。

□コース　ひばりヶ丘駅南口→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時ごろ予定）
　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１０日晶
（必着）までに〒２０２－８５５５市役所み
どり公園課「自然観察会参加希望」係
へ（１枚につき２人まで記入可。申し
込み多数の場合抽選）
※後日結果と詳細を通知。
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

　市民文化祭の筝曲の部では、一般の
方々の参加を企画しました。お筝など
は用意しますので、気軽に参加してく
ださい（初心者可）。

　下野谷遺跡から出土した土器の写真
撮影会を開催します。
　講 山下喜一郎さ

ん（写真家）
　対 デジタルカメラまたはフィルムカメ
ラをお持ちの方。
　定 18人（応募多数の場合は抽選）
　申 往復はがきに、住所、氏名、電話番
号を明記のう
え、１０月１０日
晶（消印有効）
までに〒２０２
ー８５５５市役所
社会教育課
「撮影会」係へ
◆社会教育課
　保 （札４３８－４０７９）

　東京都では、いろいろな理由で親と
一緒に暮らすことのできな

い子どもたちを一定期
間家庭（ほっとフ
ァミリー）に迎
えて、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、この
制度を広
く市民の皆
さんに知って
いただくため、

養育家庭（ほっと
ファミリー）体験発表

会を開催します。
　定 ５０人
　問 東京都小平児童相談所
（札４６７－３７１１）
◆子ども家庭支援センターのどか
（札４２５－３３０３）

縄文土器を撮影しよう

1022浄 午後１時～４時
郷土資料室
※要事前申し込み

養育家庭体験発表

1023状 午前１０時～正午
住吉会館ルピナス
※当日、直接会場へ

図書館音訳者養成講座（初級）

□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 田無庁舎市民広場
□募集店数　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・雑貨な

ど）を明記し、１０月１
日昌～１０日晶（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
通に限ります）
※飲食物・動植物などの販売はできま
せん。
※出店場所の選択はできません。
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

１１月２日掌の「りさいくる市」

フリーマーケット出店者募集

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

　問 エコプラザ西東京（札４２１－８５８５　胃４２１－８５８６　糸 kankyou@city.nishitokyo.lg.jp）

自然観察会
～豊かな緑と湧水をたずねて～

1024畳 集合・午前１０時
出発・午前１０時１５分
※小雨決行

１０月５日掌

エコプラザ西東エコプラザ西東京京
※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

今月は、誰もが一度は感じたり、考えたりしたことがある、生活のはてなをひも解いていきます。

第８回西東京市民文化祭
「筝曲の部」参加者募集

111穣
練習日・１０月２４日晶、３１日晶
保谷こもれびホール

少年野球教室

112擾
集合・午前９時１５分
９時４５分～午後４時３０分

1024畳 午前１０時～正午
谷戸公民館

　講  三上岳彦氏（首都大学東京名誉教授）
　対 ・　定  高校生以上・５０人
　申  １０月１日昌（午前９時）～１５日昌までに下記へ
建ごみから資源を救い出せ！～ごみゼロ社会を目指して～
　カナダ・ノバスコシア州の廃棄物処理の取り組み事
例から、ゼロ・ウェイスト（ごみゼロ）社会の実現に
向けて、脱焼却・脱埋め立てを講演により学びます。

　時  １０月２５日松午後２時～４時
　講  池田こみちさ

ん（株式会社環境総合研究所副所長）
　対 ・　定 どなたでも・５０人
　申 当日、直接会場へ
※１１月７日晶には、リサイクル施設の見学を予定。

建安全な水とは？～ペットボトル飲み比べ～
　東京の水道水を見直そう！蛇口の先にあるドラマを
見てみよう！「利き水」チャレンジもあります。

　時  １０月１８日松午後２時～４時
　講 東京都水道局職員
　対 ・　定 どなたでも・５０人（親子参加も可）

　申  １０月１日昌（午前９時）～１５日昌までに下記へ
建地球温暖化と都市ヒートアイランド
　今年の夏もつらい猛暑でしたね。その原因の一つ、
ヒートアイランドのしくみと対策を学んで、これから
の猛暑時代に備えましょう。

　時  １０月１９日掌午後２時～４時

老人福祉センター教養講座
「音楽の旅」（後期）

11 第２・４昇
午後２時～３時３０分
老人福祉センター

11杖～
3月

11
1月

毎週木曜日（全１２回）
午後１時３０分～３時３０分
谷戸図書館

6状～


