
 　　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.198

平成20年
（2008） /121

　パネルシアターや、大型紙芝居な
ど、いつものおはなし会とはちょっぴ
り違います。お楽しみに！
　対 ①１歳～３歳　②４歳以上
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

　対 市内在住で小学生４年生
以下または中学生で市
内少年硬式野球チ
ームに所属の方
□主催　市教
育委員会、
早稲田大
学競技ス
ポーツセ
ンター・
多摩東部
少年野球
リーグ
□協力　
早稲田大学
野球部、早稲
田大学準硬式野

球部
◆社会教育課

　保 （札４３８－４０７９）

　相談には８か国語の通訳ボランティ
アが付き添います。
興弁護士、行政書士、社会保険労務士、
精神科医、女性のためのカウンセラー
による相談　国際結婚・離婚、ビザ、
在留資格、精神的な悩み、ストレス、
女性の悩みなどに関すること
興市の職員による相談　市民税、子育
て、教育に関すること

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　叶クリスマス会　１８日昭午後３時３０分
／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　
叶おはなし会　１０・２４日昌午後３時３０分／３歳児から対象
叶おかあさんとおこさんのくりすますかい　１１日昭
午前１１時／１～３歳児までとその保護者対象

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
叶おはなしひろばサタデー　１３日松午前１１時
／３歳児から対象
叶クリスマスおはなしひろば　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日捷、２２日捷、２３日昇、２９日
捷～１月５日捷
※中央図書館と保谷駅前図書館は、２３日昇は
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月

□通訳言語　英語、中国語、韓国・朝
鮮語、スペイン語、フランス語、タガ
ログ語、ロシア語、イタリア語
□共催　ＮＰＯ法人西東京市多文化共
生センター（ＮＩＭＩＣ）、東京都国際
交流委員会、東京外国人ネットワーク
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　対 ・　定 幼児と保護者・５０人
　申 １２月２日昇午前１０時から整理券を配
布。直接芝久保図書館へ（先着順）
◆芝久保図書館（札４６５－９８２５）

　対 ・　定 小学生から大人・５０人
◆谷戸図書館（札４２１－４５４５）

　対 ・　定 要介護・要支援の認定を受けてい
ない市内在住の満６５歳以上の方・１５人
　内 運動機能の維持、向上のためにスト
レッチやトレーニング、口腔機能の維
持・向上のためにお口の手入れや口腔
の体操方法の指導、低栄養状態の予防
などを目的とした食生活の指導
□利用料　１回１５０円
　申 はがきに、住所・氏名・年齢・電話
番号を明記し、１２月１０日昌（必着）ま
でに、〒２０２－８５５５市役所高齢者支援
課地域支援係「介護予防講座」担当へ
※応募多数の場合抽選。
◆高齢者支援課 　保 （札４６４－１３１１内線２３３６）

～２００９年の幕開けを七福神めぐりで～

□コース　 待  乳  山  聖  天 ～今戸神社～
まつ ち やま しょう てん

橋場不動尊～石浜神社～吉原神社～ 鷲 
おおとり

神社～矢先神社～浅草寺～浅草神社
（合計９社寺　行程約９㎞）
　対 市内在住・在勤・在学で健康な方
　定 １５０人（先着順）
　￥ 交通費９２０円（自己負担）
□持ち物　歩きやすい靴・服装、ザッ
ク、雨具、タオル、飲み物、軽食（昼
食の時間は取りません）な

ど

　申 往復はがきに、参加者全員の住所・
氏名・年齢・性別・電話番号を明記の
うえ、１２月１０日昌（必着）までに、〒
２０２－８５５５市役所スポーツ振興課「浅
草七福神めぐり」係へ
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

①午前の部（１０時４５分から開会）
□対象地域　田無第一・保谷・柳沢・
田無第四中学校の各中学校区域在住者
②午後の部（２時１５分から開会）
□対象地域　田無第二・ひばりが丘・
田無第三・青嵐・明保中学校の各中学
校区域在住者
　対 昭和６３年４月２日～平成元年４月１
日までに生まれた方で、市に住民登録
または外国人登録している方
※１２月７日掌までに案内状が届かない
場合は、社会教育課へご連絡を。
※現在市外にお住まいで参加希望の方
は、案内状を発送しますので１２月１９日
晶までにご連絡を。
※車での来場はご遠慮ください。
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

　親子のスキンシップを図りながら、
楽しく身体を動かしましょう。
　対 市内在住の４～６歳の未就学児とそ
の保護者（お子さん１人とその保護者
１人で１組）
　定 １３０組２６０人（応募者多数の場合抽選）
　申 往復はがきに、①氏名（ふりがな）

②年齢③性別④住所⑤電話番号を明記
し、１月７日昌（必着）までに、〒２０２
－００１３中町１－５－１スポーツセン
ター「ひろみちお兄さんの親子体操教
室」宛へ（①～③まではお子さん・保
護者とも記入してください）。
　問 スポーツセンター（札４２５－０５０５）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　対 １４日…３、４年生の部（男子・女子）、
１５日…５、６年生の部（男子・女子）
※４部構成
□チーム構成　１チーム１０～１５人
（ほかに成人の監督１人）
　申 所定の申込書とメンバー表を１２月２５
日昭までにスポーツ振興課・きらっと
へ直接持参またはファックス（胃４３８
－２０２１）・郵送（〒２０２－８５５５市役所ス
ポーツ振興課「ドッジボール大会係」）
のいずれかで申し込みを。
□代表者会議・組合せ抽選会
　時 ・　場 平成２１年１月１２日抄午後６時・
スポーツセンター
※①自作プラカードの表彰も行いま
す。②審判の派遣は各校２日を上限
（代表者会議で受付）。
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

多摩・島しょ子ども体験塾
「ひろみちお兄さんの親子体操教室」

124穣 午後１時～２時
スポーツセンター

外国人のための
リレー専門家相談会

1213穣 午後１時～３時３０分
きらっと
※当日直接会場へ

人形劇公演（劇団なるにあ）
“１２の月のおくりもの”

1214擾 午後２時～３時
芝久保公民館

特別企画
「音楽とおはなしのクリスマス会」

1214擾 午後２時～３時
（開場午後１時３０分）
谷戸公民館※当日直接会場へ

市民体力づくり教室
「浅草七福神めぐり」

1 7浄
午前７時３０分・田無駅北口集合
午後１時３０分・浅草神社解散

第８回市内小学生
ドッジボール大会

2 午前９時～午後５時
総合体育館

14穣
15擾

１２月７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））

午前９時～正午前９時～正午午

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

★プラネタリウムコンサート

　明治学院グリーハンドベルクワイ
アによるハンドベルの演奏と、星空
の解説の二部構成でお楽しみくださ
い。
　時 １２月２３日抄午後３時３０分～４時４０
分※途中入場不可
　場 サイエンスエッグ
　定 ２０７人
　申 当日、展示・観覧券をお求めくだ
さい（大人１，０００円、子ども４００円）。
　HP  http://www.tamarokuto.or.jp
　問 多摩六都科学館（〒１８８－００１４芝
久保町５－１０－６４・札４６９－６１００）

佐藤弘道さ
ん

多摩・島しょ子ども体験塾
冬のおはなし会スペシャル

126穣
①午後１時～１時４０分
②１時５０分～２時３０分
中央図書館※当日直接会場へ

早稲田大学野球教室

127擾
午前９時～午後４時
早稲田大学東伏見軟式野球場

成人式

112常 ①午前１０時から受付
②午後１時３０分から受付
保谷こもれびホール

介護予防のための元気講座

1 毎週火曜日午前１０時（全１２回）
新町福祉会館

6杖～
324杖


