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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

ーツ振興課「小金井ウォーキング係」へ
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

～楽しみながら健康づくり～
　福祉会館では、４月から健康体操教
室を開きます。あなたの健康づくりの
一つに加えてみませんか。
　時 ４月～平成２１年３月（予定）
　対 市内在住の６０歳以上の方
　定 別表をご覧ください（定員を超えた
場合は新規の方を優先し抽選）。
※申込み人数により、教室間の調整あり。
　申 ３月３日捷午前９時～８日松午後５
時までに直接各福祉会館窓口へ（電話
による受付は行いません）。
※申込は、１人１館１教室です。
※教材費などが自己負担の場合あり。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

　平成１９年度当初に予定していた特別
整理休館（３月２０日抄～３１日捷）は、
図書館管理システム入れ替え時期の変
更に伴い、５月に延期します。
　３月２０日抄～３１日捷は全館通常どお
り開館しますので、ご利用ください。
ただし、月曜日・祝日は、休館となり
ます。
　なお、５月の特別整理休館の日程に
ついては後日お知らせします。
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

※詳しくは西東京市体育協会（札４２５－
７０５５）までお問い合わせください。
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　対 市内在住・在勤の方
　￥ 保険代含む自己負担あり。※詳しく
はにしはらスポーツクラブへ。
□表彰　優勝・準優勝・３位・参加賞
□競技方法　日本バレーボール協会ソ
フトバレーボール競技規則に順ずる。
□競技種別　①一般レディースの部
②シニアの部（コート内４人の合計年
齢２３０歳以上）
□募集　２４チーム（１チーム６人まで
エントリー可）
　申 申込用紙・参加費を持参のうえ、３
月１２日昌までに、直接にしはらスポー
ツクラブへ。
　問 にしはらスポーツクラブ
（札４６７－９９１９）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　桜と水と緑の中を風となって歩こう！

□コース　きらっと→江戸たてもの園
前（小金井公園内）→ 陣  屋  橋 → 関  野  橋 

じん や ばし せき の ばし

→はけの道→小金井水田跡の碑→やま
べ橋→小金井新橋→ 天  神  橋 →小金井神

てん じん ばし

社→はけの小路→美術の森→ 金  蔵  院 →
こん ぞう いん

 黄  金 の水（解散）→武蔵小金井駅（約
こ がね

１０㎞・約４時間）
　対 ・　定 市内在住・在勤・在学で健康な
方・８０人
　￥ 交通費のみ各自で負担
□持ち物　歩きやすい靴と服装、ザッ
ク、雨具、昼食、飲み物、タオルなど
　申 往復はがきに、住所（参加者全員）・氏
名・年齢・連絡先を記入し、３月１４日晶
（必着）までに、〒２０２－８５５５市役所スポ

（札４６４－２９０９）
◆児童青少年課 　田 （札４６０－９８４３）

　春の地域安全運動、子どもの安全対
策・サミット対策の一環として、警視
庁航空隊・警備犬によるテロ防止の実
演、未来ある子どもたちが安心して暮
らせる安全で明るい地域社会づくりの
ための防犯講演会を開催します。

□第１部「防犯・災害対策実技演習」
　内 バイク・自転車によるひったくり演
技、警視庁航空隊のヘリコプターによ
る警備犬降下訓練、警備犬による爆発
物捜索訓練、被災者捜索訓練な

ど

□第２部　◎武蔵野女子学院中学高等
学校ブラスバンド部による演奏会
◎防犯講演会「子どもの安全を守る～
悲劇を繰り返さないために～」
　講  本  郷  紀  宏 氏（大阪教育大学附属池田

ほん ごう のり ひろ

小学校事件被害児童の実父）
　定  約２００人
※雨天の場合は、第１部を中止し、第
２部を午後２時３０分から実施します。
※第１部の訓練内容を変更する場合が
あります。
※第２部は上履きをご持参ください。
※車でのご来場はご遠慮ください。
※当日、ヘリコプターが小学校屋上に
接近します。周辺住民の皆さんには、
風とエンジン音によるご迷惑をおかけ
しますが、ご理解とご協力をお願いし
ます。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

　市内中学校サッカークラブ・ジュニ
アユースクラブ・招待チームによるサ
ッカー大会を開催します。

　図書館では平成１９年５月から、西東
京市振興基金条例による事業として、
地租改正絵図修復に取り組んできまし
た。修復完了を記念して絵図の展示と
講演会を行います。
□展示
　時 ３月８日松・９日掌
午前１０時～午後５時
　場 きらっと
□講演会「西東京市の歴史と文化財」
　時 ３月９日掌 午後２時～４時
　場 きらっと
　講  保  谷  徹 氏（東京大学史料編 纂 所教

ほう や とおる さん

授、元西東京市文化財保護審議会会長）
　定 ６０人
　申 当日午後１時３０分から会場で
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

　西原自然公園は雑木林の公園です。
この公園内樹木の伐採や育成

の作業を、公園管理協
力団体の「西原自然
公園を育成する
会」と市の協
働で行って
い ま す。
自分の手
で植えた
苗木が１０
年、２０年
後には武
蔵野の大
地に大き
く育ち、私
たちに緑と
自然の潤いを

与えてくれます。
□持ちもの　軍手

※植栽苗は、約１００本用意
しています。
　申 当日現地にて受付（小学生は保護者
同伴）
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

　市内の中学・高校生が企画・運営する
ダンス・バンド・歌のコンサートを開催しま
す。ぜひ、応援にいらしてください。
　申 当日、直接会場へ
　問 「ミュージック☆パーティー・イン・
西東京市」実行委員会事務局・嶋田

特別整理休館延期

西東京市指定文化財
「 地  租  改  正 絵図修復記念」

ち そ かい せい

～講演会・展示会～ 健康体操教室
にしはらスポーツクラブ

「第３回ソフトバレーボール大会」

320常 午前９時３０分～午後５時
きらっと

第７回西東京市
ジュニアユースサッカー大会

3
20常

23日掌予備日
早大東伏見グラウンド／田無第
三中学校／ひばりが丘中学校

16擾・

ミュージック☆パーティー・
イン・西東京市６th

315穣 午後２時開場
午後２時３０分開演
保谷こもれびホール

平成２０年度　健康体操教室
定員時間教室名実施曜日会館名

６０人午前９時４０分
　～１０時３０分Ａ

第１～４
火曜日

住吉老人
福祉セン
ター
（旧住吉
福祉会館）

６０人午前１０時４０分
　～１１時３０分Ｂ

６０人午前１１時４０分
　～１２時３０分Ｃ

３５人午前９時４０分
　～１０時３０分Ａ

第１～４
金曜日

下保谷
福祉会館 ３５人午前１０時４０分

　～１１時３０分Ｂ

３５人午前１１時４０分
　～１２時３０分Ｃ

３５人午前９時４０分
　～１０時３０分Ａ

第１～５
月曜日

新町
福祉会館 ３５人午前１０時４０分

　～１１時３０分Ｂ

３５人午前１１時４０分
　～１２時３０分Ｃ

５３人午前９時４０分
　～１０時３０分Ａ

第１～４
火曜日

富士町
福祉会館 ５３人午前１０時４０分

　～１１時３０分Ｂ

５３人午前１１時４０分
　～１２時３０分Ｃ

４５人午前９時４０分
　～１０時３０分Ａ

第１～４
金曜日

ひばりが丘
福祉会館 ４５人午前１０時４０分

　～１１時３０分Ｂ

４５人午前１１時４０分
　～１２時３０分Ｃ

乳幼児～小学生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。

３月

叶おはなしおばさんのおはなし会　２日掌午
前１１時
叶にこにこおはなし会　２１日晶午前１１時１～２
歳児とその保護者対象。
叶おはなし会　６・１３・２７日昭午後３時３０分

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　６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）

下 保 谷
緯４２１－３０６０

火木土日午前１０時～午後６時
水・金午前１０時～午後８時

叶おはなし会　６・１３・２７日昭午後４時
芝 久 保
緯４６５－９８２５

火～日午前１０時～午後６時

叶おはなし会（３歳～小学生対象）　１２・２６日
昌午後３時３０分
叶ちびっこおはなし会（１歳～３歳児までと
その保護者対象）　５・１９日昌午前１１時

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　７日・１４日晶午前
１１時／絵本コーナー／どなたでも
叶おはなしひろば　１９・２６日昌午後３時
叶わくわくドキドキ紙芝居　８日松午前１１時／
いずれも絵本コーナー／どなたでも

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　７日晶午前１１時／
絵本コーナー／どなたでも
叶おはなしひろば　１９日昌午後３時／講座室／
どなたでも

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　１２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

３日捷・１０日捷・１７日捷・２０日昭・２４日捷・３１日捷
※新町分室は、毎週火・日曜日も休館日です。休 館 日

小金井ウォーキング

329穣 午前９時「きらっと」集合
午後３時解散予定
小金井周辺

防犯・災害対策実技演習
防犯講演会

316擾 午後1時から
保谷小学校
※当日、直接会場へ

樹木の植栽

315穣 午前１０時～正午
西原自然公園東側入り口
※小雨決行

２０年後の大きな成長を願って…


