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　下野谷遺跡の最新出土遺物を中心に
展示します。縄文時代の技術などを体
験できるコーナーも充実してます。
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）　

　日本を代表する江戸芸人が３日間を
通し、江戸時代の風情と娯楽を再現し
ます。
□主催　田無神社文化財ウィーク実行
委員会（札４６１－４４４２）
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

①健康づくりコーナー
　内 各コーナー（鍼灸の紹介・健康相談、

リハビリ相談会・リハビリ体操教
室、血流観察、息いき測
定、乳がんの自己
検診体験、しゃき
しゃき体操な

ど）
□参加団体
　鋤 東 京
都鍼灸師
会三多摩
東支部、
東京都理
学療法士
会、健康
年金課
②健康づく
りコーナー
　内 各コーナー

（禁煙相談・おく
すり相談、小動物ふ

れあい広場・動物に関する
相談、血流観察、息いき測定、乳がん
の自己検診体験、しゃきしゃき体操
□参加団体　西東京市薬剤師会、西東
京市獣医師会、健康年金課
◆健康年金課 　保 （札４３８－４０２１）

興消防ふれあいコーナー（市民まつり）
　内 初期消火訓練、煙体験、応急救護訓
練な

ど

　問 西東京消防署（札４２１－０１１９）

　　　　　　

①幼児向け紙芝居
②５歳以上向け紙芝居
　定 ４０人（先着）
　申 当日、直接会場へ

◆保谷駅前図書館（札４２１－３０６０）

興防火のつどい
①火災予防業務協力者などに対する表
彰式　②東京消防庁警防部松井昌範氏
による「四川大地震に伴う国際緊急援
助隊の活動について」の講演
　問 西東京消防署（札４２１－０１１９）
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

　内 作品展示・日ごろの活動紹介・音楽
療法・サ－クル活動実演
◆保谷障害者福祉センタ－（保谷町１
－６－２０  札４６３－９８６１  胃４６３－９８６２）

□公演　田無朗読ボランティアの会
□演目　川端康成「ざくろ」、小川未明
「ヒョウ、ヒョウ、てりうそ」ほ

か

◆中央図書館（札４６５ー０８２３）

第１部・防災体験訓練
　時 ・　場 午前９時３０分～１１時・グラウンド
　内 ①災害時Ｗｅｂ体験訓練 ②煙体験
ハウス ③初期消火 ④応急救護 ⑤非常
炊き出し ⑥地震体験訓練（起震車） ⑦
ライフライン関係機関資料展示・配布 ⑧
実技演習（建物内救助救出訓練）
第２部・講演会
　時 ・　場 午前１１時～正午・体育館
　内 災害現場で見た地域住民の連携の重
要性について、警視庁警備部災害対策
課職員の「現場の目」を皆さんに伝え
ます。※第１部・２部ともに雨天決行
（内容の一部変更あり）
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

　講 伊藤武氏（医学博士）　
　定 １５０人
□主催　西東京市選挙管理委員会・西
東京市明るい選挙推進委員会
◆選挙管理委員会事務局
　保 （札４３８－４０９０）

　圏域５市（小平市、東村山市、清瀬
市、東久留米市、西東京市）を代表す
る、現在活躍中の著名な美術家の作品
（絵画・版画）を展示します。
□交通　西武池袋線東久留米駅北口よ
り徒歩５分
□主催   多摩北部都市広域行政圏協議会
□企画・運営　圏域美術家展実行委員会
　問 東久留米市郷土資料室
（札４７２－００５１）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

□交通　西武池袋線清瀬駅から台田団
地行きバス終点下車徒歩１分
　問 清瀬市教育委員会生涯学習スポーツ
課（札０４２－４９５－７００１）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

①「やまなし」（宮沢賢治作）
　講 斉藤禎範氏（賢治の会）
②「ホレおばさん」、「としより犬のズ
ルタン」
　講 櫻井美紀氏（語り手たちの会）
　対 ・　定 小学校５年生以上で２回ともに
参加できる方・３０人　
　申 １１月１日松１０時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）

　申 １１月２０日昭までに社会教育課へ電
話・胃・メールのいずれかでお申込を
（先着５０人）
◆社会教育課
　保 （札４３８－４０７９・胃４３８－２０２１）
死syakyou@city.nishitokyo.lg.jp

　内 犬のしつけ方、マナーなどの講習と

実習な
ど（当日、飼い犬は連れてこない

でください）
　講 東京都動物愛護相談センター職員
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

　対 ・　定 要介護・要支援の認定を受けて
いない市内在住満６５歳以上の方・１０人
　内 転倒予防を中心とした運動機能の維
持・向上のためのストレッチやトレーニン
グ。お口の手入れや口腔の体操の方法、
低栄養状態の予防に関する講座。
　講 西東京市接骨師会
　申 はがきに、住所・氏名・年齢・電話
番号を明記し、１１月１０日捷（必着）ま
でに、〒２０２－８５５５市役所高齢者支援課
地域支援係「はじめての介護予防講座」
担当へ郵送※応募多数の場合、抽選。
◆高齢者支援課
　保 （札４６４－１３１１内線２３３６）

　対 ・　定 ５歳以上～小学校３年生・３０人
（保護者同伴歓迎）
　内 五感で感じるミニ樹木観察会（文理
台公園）を実施
し、見つけた秋の
材料を使いみど
りのリサイクル
工作（マグネット
作り）を行いま
す。
　申 １１月１日松～
２０日昭までに、参加者名・年齢・住所・
電話番号を添えて、電話・ファックス・
メールのいずれかでお申し込みを。
　問 エコプラザ西東京
（札４２１－８５８５　胃４２１－８５８６）
糸 gomigen@city.nishitokyo.lg.jp

大人のための朗読の夕べ

1115穣 午後６時３０分～７時４０分
中央図書館
※当日、直接会場へ

第２１回圏域美術家展

11
24常

午前９時～午後５時
成美教育文化会館（東久
留米市東本町８－１４）

18杖～

「声に出して読む童話」講座

11/22穣
11/29穣

①１１月２２日松　②２９日松
各回午後２時～４時
保谷公民館

文化財ウィーク事業

講演会「縄文土器の模様を読み解く」

1123擾 午後２時～４時
郷土資料室（西原町４－５－６）
※事前申込制

多摩六都スポーツ大会

「ゲートボール大会」

1119浄 午前９時３０分
清瀬市下宿運動公園広場
※予備日１１月２１日晶

犬のしつけ方教室

1126浄 午後１時３０分～３時３０分
エコプラザ西東京
※当日、直接会場へ（予約不要）

キッズ環境イベント「みどりのリサイクル」

見てさわって木と友だちになろう

1130擾 午後1時～3時
文理台公園・エコプラザ
西東京

□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（応募多数の場合
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
物を記入し、１１月１日松～１０日捷（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）

１２月７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

市民まつり
～健康づくり・消防ふれあいコーナー～

11 8穣
9擾

①８日松午前１０時～午後４時
②９日掌午前９時～午後３時３０分
西東京いこいの森公園

11 8穣
9擾

午前１０時～午後３時３０分
いこいの森公園

はじめての介護予防講座

12
24浄

毎週水曜日（全４回）
午後１時３０分
住吉老人福祉センター

3浄～

防災体験訓練・講演会
知る～考える～備える～地域とともに！

1116擾 午前９時３０分～正午
向台小学校
※当日、直接会場へ

保谷障害者福祉センタ－
「文 化 祭」

午前１０時～午後４時
（１５日松は午後３時まで）
保谷障害者福祉センタ－

11/14畳
11/15穣

秋の火災予防運動
１１月９日掌～１５日松

「備えよう　防火の心と　住警器」

1113状 午後１時３０分～午後３時３０分
コール田無
※当日、直接会場へ

多摩・島しょ子ども体験塾市町村助成金事業

保谷駅前図書館・おはなし会
“わくわくドキドキ紙芝居スペシャル！”

118穣
①午前１１時～１１時２０分
②午前１１時２５分～１１時４５分
保谷駅前公民館

文化財ウィーク事業

企画展 「体感！発見！縄文時代」

11
30擾

午前１０時～午後５時
郷土資料室（西原町４－５－６）
※毎週月・火曜日休館

1穣～

文化財ウィーク事業

江戸の“たましい”

11 5浄・
17条・29穣

午後５時～９時
田無神社
※当日、直接会場へ

田無庁田無庁舎舎
※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。。

※産地直送による野菜の販売があります※産地直送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））

１１月２日掌
午前９時～正午前９時～正午午

平成２０年度明るい選挙啓発講演会

「食の安全・安心」
～食中毒にかからないための５つの鍵～

1118杖 午後２時
コール田無
※当日、直接会場へ


