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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

ターへお問い合わせください（０・１・
２歳児の活動についても同じ）。
◆児童青少年課 　田 （札４６０－９８４３）

明会に参加された方に限ります。参加
できない場合は事前にご連絡を。
□主催　西東京市多文化共生・国際交
流センター（ＮＩＭＩＣ）
　問 ＮＩＭＩＣ・白根（札４６８－６２６６）
　ＮＩＭＩＣ・山辺　死　info@nimic.jp
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　対 平成２０年度に３歳以上になる幼児と
保護者

□持ち物　うわばき（親子とも）
※動きやすい服装でご参加ください。
　問 詳しくは上表の各児童館・児童セン

午後２時　戦災体験者のお話
午後３時　ミニコンサート
「 弦  風 」（二胡な

ど）
げん ぷう

午後４時　ミニコンサート
  「アルパクラブ」（インディアンハープ）

□イベント
午後１時　紙芝居「タイムスリップ」
　　　　　朗読「原爆の記」より
午後２時　戦災体験者のお話
午後３時　南京玉すだれ
午後４時　ミニコンサート
  「サウンドヒール」（ゴスペルコーラス）
興「私の戦争体験」原稿を募集
　今年は戦後６３年を迎えます。戦争体
験者が減り続ける中、貴重な体験を記
録に残し、次の世代に伝えていくため
に市民の皆さんの戦争体験の原稿を募
集します。　
　内容・体験
場所につい
ては市内外
を問いませ
ん。ご自身
で書くこと
ができない
場合は聞き
取りをしま
す。詳細は
お問い合わ
せください。
□主催　非核・平和をすすめる西東京
市民の会
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　市内をはじめ周辺地域には、アジア
を中心として世界各国から来た留学生
が暮らしています。
　留学生にとっては、日本の普段の家
庭を体験する貴重な機会となり、受け
入れ家庭の皆さんにとっては、異文化
を体験するよい機会です。
□ホームビジット
　時 ・　場 ６月１５日掌・田無庁舎
午前１１時から　留学生と対面
午後６時まで　各家庭滞在
午後６時３０分～８時　合同パーティー
※受け入れ家庭の応募は原則として説

　春の全国交通安全運動が上記の期間
実施されます。
　この運動は、交通安全思想の普及・
浸透を図り、交通ルールの遵守と正し
い交通マナーの実践を習慣付けるとと
もに、道路交通環境の改善に向けた取
組みを推進することにより、交通事故

防止の徹底を図り、「安全で快
適な交通社会」の実現に
資することを目的
として行われま
す。
□運動の重
点
酸全ての
座席のシ
ートベル
トとチャ
イルドシ
ートの正
しい着用
の徹底
酸自転車の
安全利用の推

進
酸飲酒運転の根絶

酸二輪車の交通事故防止
◆道路管理課 　保 （札４３８－４０５５）

　問 田無警察署交通課（札４６７－０１１０内
線４１１２）／西東京市交通安全協会・清
水（札４６１－２２１０）
◆道路管理課 　保 （札４３８－４０５５）

　市では条例で４月１２日を「西東京市
平和の日」と定めています。
　昭和２０年のこの日、Ｂ２９爆撃機の空
襲により、市内とその周辺地域で多くの
尊い命が失われました。被害の集中した
田無駅周辺では昼時に空襲を受け、５０
人以上の方 が々犠牲となりました。
　長い年月を経ても、戦争の体験を風
化させることなく、平和の意義を語り
継ぐために「平和の日」にさまざまな
催しを行っています。

□パネル展示
　市内の空襲や平和に関するクイズな

ど

□黙とう　
　午後１時に空襲の犠牲者のご冥福と
世界の恒久平和を願い、１分間の黙と
うを行います。みなさんもご協力をお
願いします。
□イベント
午後１時　紙芝居「タイムスリップ」

西東京市平和の日

□会場　田無庁舎市民広場
□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）
□募集店数　７５店舗　（申込多数の場
合は抽選。出店場所は選べません）
　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・雑貨等）を記入し、４月１
日昇～１０日昭（消印有効）までに、〒
２０２－８５５５市役所ごみ減量推進課へ
※１世帯１通に限る。
※飲食物・動植物等の販売不可。
◆ごみ減量推進課 　保 （札４３８－４０４３）

※４月６日掌は、産業振興課による野
菜の販売があります。

所在地電話番号児童館名

田無町４－１４－２４６２－６２３７田無児童館

北原町１－１６－２４６１－２１５６北原児童館

ひばりが丘
　　　３－１－２５４６５－４５４０ひばりが丘

児童館
芝久保町
　　　１－１６－１８４６５－１６７８芝久保児童館

下保谷４－３－１８４２２－８３４６下保谷児童館

新町５－２－７  ０４２２－
５５－１７８２  新町児童館

中町４－４－１４２２－８８００中町児童館

ひばりが丘北
　　　１－６－８４２３－４６８６ひばりが丘北

児童センター

西原町４－５－９６４６４－３８３３西原北児童館

向台町１－７－２５４６４－３８４４田無柳沢
児童センター

田無町７－８－１４４６４－３８１１西原児童館

緑町３－８－３４６３－３８２２みどり
児童センター

柳沢２－６－１１４６８－７８９２保谷柳沢
児童館
※ひばりが丘児童館は、みどり児童センター
で合同で実施。

留学生ホームビジット
受け入れ家庭募集！

420擾 説明会
午前１１時～正午
田無庁舎

４月６日掌

田無庁舎市民広田無庁舎市民広場場
※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。。
ごみ減量推進ごみ減量推進課課　保保 （（札札４３８－４０４４３８－４０４３３））

午前９時～正午前９時～正午午

５月４日掌「りさいくる市」の
出店者募集！！！

4
15杖

スローガン
「やさしさが
　走るこの街　この道路」

6擾～
春の全国交通安全運動

運転者講習会

4 2浄
午後７時から
保谷こもれびホール
※当日、直接会場へ

4 4畳
午後７時から
市民会館
※当日、直接会場へ

◆おはなしおばさんのおはなし会　６日掌午前
１１時／どなたでも
◆にこにこおはなし会　１８日晶午前１１時／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／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

◆はじめてのページ　３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

◆おはなし会　毎週木曜日／午後４時／どなたでも
◆かにむかし・ロッキー文庫はるのおはなし
会　５日松／午前１１時／どなたでも

芝 久 保
緯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／３歳児
から対象
◆ちびっこおはなし会　２・１６日昌午前１１時／１
歳～２歳児とその保護者対象

谷 戸
緯４２１－４５４５

火～日午前１０時～午後６時

◆ちいさなおはなしひろば　４・１１日晶午前１１時
／絵本コーナー／１～２歳児とその保護者対象
◆わくわくドキドキ紙芝居　１２日松午前１１時／ど
なたでも
◆おはなしひろば　１６・２３日昌午後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

◆ちいさなおはなしひろば　４日晶午前１１時／
絵本コーナー／１～２歳児とその保護者対象
◆おはなしひろば　１６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

◆おはなしひろば　９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

７日捷・１４日捷・２１日捷・２８日捷・２９日昇
※中央図書館は、２９日（火）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

４月
4
13擾

午前１０時～午後９時
田無駅北口アスタセンターコート
※１３日掌は、午後５時まで

11畳～

412穣 午後１時～４時３０分
田無駅北口アスタセンターコート
※当日、直接会場へ

413擾 午後１時～４時３０分
田無駅北口アスタセンターコート
※当日、直接会場へ

☆コウモリのおはなし会とコウモリ

観察会～コウモリを探しにいこう～

　５月１１日掌まで開催の春の特別企
画展「ボクのとなりのコウモリくん」
関連イベントとして、コウモリを観
察／　時 ５月５日抄午後５時３０分～８
時ごろ※雨天時、６日抄に順延／　場 
多摩六都科学館／　講 大沢 夕  志 、大沢

ゆう し

啓子氏／　￥ １００円（保険料。このほか
展示室券が必要）／　対 ・　定 小学生以上

（小学生は保護者同伴）・５０人／　申 は
がきに、開催日・イベント名・住所・氏
名（ふりがな）・年齢（学年）・電話番号
を記入し、４月２０日掌（必着）までに、
〒１８８－００１４芝久保町５－１０－６４多
摩六都科学館へ郵送／館内での申し
込みも可。定員を超えた場合は抽選
し、ご連絡します／　問 多摩六都科学
館（札４６９－６１００）

平成２０年度ようじのつどい
がはじまります

422杖 午前１０時３０分～１１時３０分
市内各児童館、児童センター
（東伏見分室除く）

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。


