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　新たに成人式を迎える「はたち」の
若者を中心に、広く市民の皆さんにか
けがえのない生命を守る血液の必要性
を知ってもらうため、「はたちの献血」
キャンペーンを実施します。
　市内で上記のとおり献血を行います
ので、特に若い方々のご協力をお願い
します。
　問 健康年金課 　保 （札４３８－４０２１）

　どんど焼とは、お正月に飾った門
松、竹、しめ縄などを持ちより、小正

月（旧暦の正月１５日、または正
月１４～１６日）に天高く焼
くもので、日本の古
くからある伝統
行事です。
　各会場で
は、和太鼓
の演奏な
どが雰囲
気を盛り
上 げ ま
す。
　お正月
にご家庭
で使用した
お飾りを持
参し、ぜひご参
加ください。

※人形などお飾り以
外のものは受け付けませ

ん。また、不燃物など燃やしては
いけないものは必ず取りはずしてご持
参ください。

□ 響 太鼓演奏　午後４時３０分
ひびき

□点火　午後５時
　問 どんど焼実行委員会保谷第二小地区
責任者：坂本（札４６２－０５４５）

▽ 卑  弥  鼓 和太鼓演奏　午後３時３０分
ひ み こ

▽点火　午後４時２０分
　問 どんど焼実行委員会上向台地区責任
者：小野（札４６１－４２５４）

□保谷和太鼓演奏　午後３時１５分
□点火　午後３時１５分
※１４日抄の場合
しめ飾り受付午前１０時～正午
□保谷和太鼓演奏　午後０時１５分
□点火　午後０時１５分
　問 どんど焼実行委員会明保地区責任
者：川合（札４２３－５１５８）
※どんど焼　HP  http://members2.jcom.ho 
me.ne.jp/dondo/　延期など、開催の情
報も掲載します。（この　HP は、西東京
市　HP  http://city.nishitokyo.lg.jp内のど
んど焼の記事にリンクしています）
□注意　会場となる各学校へのお問合
せはご遠慮ください。
※小雨決行ですが、雨天強風の場合は
延期することがあります。
※時間は、進行の都合上、多少前後す
ることがあります。
※駐車場はありません。車での来場は
ご遠慮ください。
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　

　
　出初式は、消防団による年初めの消
防訓練です。主なプログラムは、放水
訓練、消防ポンプ車のパレード、消防
団員に対する表彰などが行われます。
　ぜひお誘い合わせのうえ、ご覧くだ
さい。
※当日は午前８時３０分に演習信号のサ
イレンを鳴らします。火災と間違えな

いよう、ご注意ください。
【西東京市消防団】
　西東京市消防団は団長の 蓮  見  一  夫 さん

はす み かず お

を筆頭に、分団数が１２個分団、団員数
２２４人で、地元から推薦された有志で
構成されています。団員の皆さんはそ
れぞれ仕事を持ちながら、地域防災の
担い手として市民の生命と財産を守る
ために日夜を問わず、消防・防災活動
を行っています。
　問 危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

◎午前の部
□対象地域　田無第二中学校、ひばり
が丘中学校、田無第三中学校、青嵐中
学校、明保中学校の各中学校区域在住
者
□受付　午前１０時から
□式典　午前１０時４５分～１１時３０分
◎午後の部
□対象地域　田無第一中学校、保谷中
学校、柳沢中学校，田無第四中学校の
各中学校区域在住者
□受付：午後１時３０分から
□式典：午後２時１５分～３時
※なお、市内転居等で卒業した中学校
区域と違う場合は、希望される部に出
席してもかまいません。
　対 昭和６２年４月２日～昭和６３年４月１
日までに生まれた方で、市内に住民登
録または外国人登録されている方
　なお、住民登録または外国人登録し
ている方で、お手元に届いていない場
合、または諸事情により、現在市外に
住民登録している方で成人式に参加を

希望される方は、社会教育課にご連絡
ください。
※車での来場は、ご遠慮ください。
　問 社会教育課　保 （札４３８－４０７９）

～いつでも、いつまでも、いろんな種
目を、Do Sports!～
刺クラブ会員になるには、年間活動費
が必要となります。
大人３,６００円、子供１,５００円、家族会員
５,０００円（家族会員は大人１人子供２
人、または大人２人子供１人です。）
※随時受付中です。
※「開放」時間は好きなスポーツを楽
　しむことができます。
※非会員は、１回５００円での体験利用
となります。

　問 ・　申 にしはらスポーツクラブ（西原
町４－５－６　西原総合教育施設内）
（札４６７－９９１９ 胃４６７－９９２１）
◆スポーツ振興課　保 （札４３８－４０８１）

★多摩六都科学館圏域新成人割引

サービス

　１月１４日～２月２９日の期間、入館
時にプラネタリウムまたは全天周映
画のチケット、もしくはその両方を
購入された新成人の方の入館料分
５００円を割引サービスします。
　対 多摩六都科学館圏域５市に在住し
ている昭和６２年４月２日～昭和６３年
４月１日までに生まれた方（住所・
年齢を証明するものをご提示くださ
い）
※ほかの割引サービスや団体料金と
の併用はできません。
　問 多摩六都科学館（札４６９－６１００）

「はたちの献血」キャンペーン
～血液を確保するために～
西東京市献血推進協議会

1 2浄

午前９時３０分～１１時３０分
午後１時～３時３０分
伏見管理サービス駐車場
（東伏見稲荷神社西側）

みんな集まれ！「どんど焼」

112穣 上 向 台 小 学 校
しめ飾り受付　午前１１時～午後３時
※雨天、強風の場合は１３日掌に順延

113擾 明 保 中 学 校
しめ飾り受付　正午～午後２時３０分まで
※雨天、強風の場合は１４日抄に順延

112穣 保 谷 第 二 小 学 校
しめ飾り受付　午後２時～５時
※雨天、強風の場合は１３日掌に順延

西東京市消防団　出初式

113擾 午前１０時
千駄山広場

　　　　成　人　式

114常 午前の部／午後の部
保谷こもれびホール

総合型地域スポーツクラブ
にしはらスポーツクラブ会員募集中！

乳幼児～小学生までを対象としたおはなし会等、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。

◆おはなしおばさんのおはなし会　６日掌午
前１１時から。
◆にこにこおはなし会　１８日晶午前１１時から。
１～２歳児とその保護者対象。
◆おはなし会　毎週木曜日。午後３時３０分から。

中 央
札４６５－０８２３

火～金午前１０時～午後８時
土・日午前１０時～午後６時

今月はお休みです。

下 保 谷
札４２１－３０６０

火木土日午前１０時～午後６時
水・金午前１０時～午後８時

◆おはなし会　毎週木曜日。午後４時から。
芝 久 保

札４６５－９８２５
火～日午前１０時～午後６時

◆おはなし会　９・２３日昌午後３時３０分から。３
歳～小学生対象
◆ちびっこおはなし会　１６日昌午前１１時から。
１歳～３歳児までとその保護者対象。

谷 戸
札４２１－４５４５

火～日午前１０時～午後６時

◆ちいさなおはなしひろば　１１日、１８日晶午前
１１時から。絵本コーナーで。どなたでも。
◆おはなしひろば　１６・２３日昌午後３時から。
◆ドキドキわくわく紙芝居　１２日松午前１１時か
ら。いずれも絵本コーナーで。どなたでも。

柳 沢
札４６４－８２４０

火木土日午前１０時～午後６時
水・金午前１０時～午後８時

◆ちいさなおはなしひろば　１１日晶午前１１時か
ら。絵本コーナーで。どなたでも。
◆おはなしひろば　１６日昌午後３時から。講座
室で。どなたでも。

ひ ば り が 丘
札４２４－０２６４

火木土日午前１０時～午後６時
水・金午前１０時～午後８時

◆おはなしひろば　９日昌午後３時３０分から。
新町児童館で。どなたでも。

新 町 分 室
札０４２２－５５－１７８３
水～土午後１時～５時

１日昇～４日晶　７日捷　１４日捷　１５日昇　２１日
捷　２８日捷
※１４日捷は中央図書館は開館しています。（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

１月

表１（クラブ会員の利用可能な教室）
月会費対　象日　時クラブ

１，０００円小４
　～６

土曜日
午前９時３０分
 億億億 ～１１時

バドミン
トン

１，０００円小４
　～６

土曜日
午後３時
 億億億 ～５時

ミニバス
ケットボ
ール

２，０００円幼児
～大人

日曜日
午後２時３０分
 億 ～４時３０分

ステージ
ダンス

１，５００円大人

第１・３火曜
日
午前１０時
 億 ～午後３時

型染め

※キッズチアダンスは、現在募集をしてい
ません。

表２（クラブ会員の利用可能な教室）
備　考日　時教　室

　対 大人　３０人
　１回３００円

月曜日
午前９時４５分
 億 ～１１時１５分

ヨ　ガ

　対 大人　３０人
　１回３００円

第１・第３水
曜日
午後６時３０分
 億 ～午後８時

ソフトバ
レーボー
ル

　対 大人　３０人
　１回３００円

月３回金曜日
午後１時３０分
 億億億 ～３時

練功十八
法（気功）

　対 大人　３０人
　１回３００円

月３回金曜日
午後７時
 億 ～９時３０分

フ ラ
ダンス

火・水・金…
　対 大人　８人　
　日…
　対 小４～６　
　　　　１６人
（大人・小人と
も全８回で１回
１,０００円）

火・水・金・
日曜日
午前９時
 億 ～１０時３０分
１０時４０分
 億 ～１２時１０分

初 級
テニス

アルバム作り
　対 大人～小人　
１０名　
３００円＋材料費
（１回）

第３日曜日　
午後０時３０分
 億億億 ～２時
午後２時３０分
 億億億 ～４時

スクラッ
プブッキ
ング


