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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

　姉妹・友好都市の福島県下郷町・千
葉県勝浦市と山梨県北杜市（須玉町）
が観光ＰＲと特産品の販売を行いま
す。ぜひ、お越しください。
□特産品　じゅうねん味噌・じゅうね
ん大福・あじのひらき・かつおの角煮・
「おいしい学校」のパンな

ど（予定）
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

　市では、ハローワーク三鷹および東
京労働局との共催により就職活動中の
皆さんへの支援事業の一環として、標
記セミナーを開催します。
　時 ・　内 ①６月１０日昇午後１時３０分～３
時３０分・「就職活動準備と自己理解・職
業理解」（講義形式）　
②６月１１日昌午後１時３０分～３時３０分
・「履歴書・職務経歴書の書き方」（講
義形式）

③６月１２日昭午後１時３０分～
３時３０分・「面接対策」
（講義形式）
　場 田無庁舎
　定 各回４０人（先
着順）（定員
内で①～
③のすべ
てのセミ
ナーを受
講可能）
□持ち物
　筆記用
具、雇 用
保険受給中
の方は「雇用
保険受給資格
者証」

　申 ・　問  叙ジェイック
（運営委託先）

（札０１２０－８７－７６０３※平日午前９
時～午後５時）
※保育をご希望の方は、６月４日昌ま
でに産業振興課へ必ず予約してくださ
い（対象年齢６か月～４歳、各回１０人
先着順、無料）。
□就職面接会　
　時 ・　場 ６月２６日昭午後１時３０分～４時
（予定）・きらっと
※詳細は６月１５日号の市報をご覧くだ
さい。
　問 ハローワーク三鷹職業相談部門
　（札０４２２－４７－８６１７）
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

　外国人の長期滞在化、定住化が進む
中、言語や文化の異なる外国籍住民が
災害時に直面する問題と必要な支援に
ついて考えてみましょう。
　定 ６０人
　講 田中 阿  貴 さん

あ き

（多文化共生センター東京）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

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　１日掌午
前１１時／どなたでも◆にこにこおはなし会　２０
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　５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

※下保谷図書館は、５月
１８日掌に閉館しました。

◆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

◆おはなし会　１１・２５日昌午後３時３０分／３歳児
から対象◆ちびっこおはなし会　４・１８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　６・１３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　１８・２５日昌午後４時／絵本コーナー／３歳
児から対象◆わくわくドキドキ紙芝居　１４日松午前１１
時／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

◆ちいさなおはなしひろば　６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　１８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　１１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

２日捷９日捷１６日捷２３日捷３０日捷
※新町分室は、毎週火・日曜日も休館日です。
※２９日掌に保谷駅前図書館が開館予定です。

休 館 日

６月

　高齢者が住みやすいまちの実現に向
けて、（仮称）まちのシニアかわら版発
刊のための地域リポーター養成講座を
実施します。企画から取材・編集まで
を幅広く学習する講座です。

　対 ・　定 市内在住、在勤、在学の方・２０
人※応募多数の場合、全日程を受講で
きる方を優先
　締 ６月１３日晶
　申 ・　問 きらっとシニア倶楽部・有馬
（札４６３－７１１９）
※この事業は、ＮＰＯなどからの企画
提案による市との協働事業です。
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

□公演　田無朗読ボランティア
□演目　宮沢賢治「ざしき童子のはな
し」、太宰治「失敗園」ほ

か

◆中央図書館（札４６５ー０８２３）

　薬物乱用を許さない社会環境づくり
のための啓発活動として街頭キャンペ
ーンを行います。
□主催　東京都薬物乱用防止推進西東
京市地区協議会
◆健康年金課 　保 （札４３８－４０２１）

　誰でもすぐゲームが楽しめる「ユニ
カール」と、人気の「バスケットボー
ル」を体験してみませんか？
　時 ６月２９日掌、７月２７日掌、８月３１日
掌、９月２８日掌、１０月２６日掌、１１月３０
日掌　各日午前９時３０分～１１時３０分
　場 きらっと
　内 ユニカール（半面）
　バスケットボール（半面）
　対 ・　定 市内在住、在勤、在学の方（小
学生以上）・各日３０人
□指導員　体育指導委員
□持ち物　室内運
動靴、運動ができる
服装、タオル、飲み
物
　申 当日会場にて受
け付け（先着順）
◆スポーツ振興課
　保 （札４３８―４０８１）

　地球の環境とごみの現状を知り、科
学を楽しもう！
　ごみ最終処分場を受け入れている日
の出町の住民の方々と、一般廃棄物を
搬入する多摩２５市１町の住民の方々
が、文化・スポーツなどを通じて交流
し、相互理解を深めていく事を目的に
実施しています。今回、日の出町との
交流です。
□行程　エコプラザ西東京→（昼食）
多摩六都科学館・
　対 ・　定 市内在住の小学校５、６年生・２０人
　申 往復はがきに、住所・氏名・年齢・
学年・電話番号・保護者名を記入し、

６月３０日捷（必着）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
※応募多数の場合、抽選。
◆ごみ減量推進課 　保 （札４３８－４０４３）

　多摩北部都市広域行政圏協議会（小
平市・東村山市・清瀬市・東久留米市・
西東京市）では、音楽文化普及のため、
圏域内外で活動している若い音楽家の
皆さんにより多くの発表の場を提供す
ることを目的に開催します。
□オーディション
　時 ８月７日昭午前１０時～午後３時３０分
□コンサート
　時 １０月１９日掌午後２時から
　場 いずれも東村山市立中央公民館
□応募資格　
①新人部門：大学、大学院、専攻科ま
たは研究科などで音楽を専攻した卒業
者およびこれに準ずる３０歳までの方
（４月１日現在）
②学生部門：各音楽大学長または学部
長推薦の大学生（大学院生含む）
　申 参加申込書を７月８日昇（必着）ま
でに東村山市立中央公民館（〒１８９－
００１４ 東村山市本町２－３３－２　札０４２
－３９５－７５１１）へ郵送または直接持参
※参加申込書は、企画政策課で配布し
ているほか東村山市　HP からダウンロ
ードできます。
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

姉妹・友好都市　観光物産展

6 8擾
午前１０時～午後４時
田無駅北口「アスタ」

就職活動支援セミナー

まちのジャーナリストたちに
よる地域リポーター養成講座

テーマ・講師日時・場所
「記事の企画と取材について」
 本  橋  由  紀 さん（毎日新聞社会部記者）
もと はし ゆ き

６月２０日晶
コール田無

「伝えることと聞くこと」 飯  塚  良  子 さん
いい づか りょう こ

（元「たまひよこっこクラブ」副編集長）
６月２７日晶
イングビル

「原稿のまとめ方」 田  崎  正  人 さん
た ざき まさ と

（「定年時代」編集デスク）
７月４日晶
コール田無

「読みやすい紙面の作り方」
 渡  辺  美  巳 さん（イラストレーター）
わた なべ よし み

７月１１日晶
コール田無

「情報を考える」
 外  処 
と どころ

 勤 さん（元時事通信社記者）
つとむ

７月１８日晶
コール田無 「自分という資源を見直す」

 林  田  道  子 さん（社会教育ファシリテーター）
はやし だ みち こ

※時間は、いずれも午後２時～４時

ファミリースポーツデー
ユニカールとバスケットボールのつどい

第１５回
多摩六都フレッシュコンサート

出演者募集

７月１３日掌の「りさいくる市」
フリーマーケット出店者募集
□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 田無庁舎市民広場
□募集店数　７５店舗（応募多数の場合、
抽選）
　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、６月１日掌～１０日昇（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・動植物などの販売はできま
せん。
※出店場所の選択はできません。
◆ごみ減量推進課 　保 （札４３８－４０４３）

大人のための朗読の夕べ

621穣 午後６時３０分～７時３０分
中央図書館
※当日、直接会場へ

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
～街頭キャンペーン～

628穣 ①午後３時・田無駅
②午後３時３０分・ひばり
ヶ丘駅

講演会
「災害時の外国人支援について」

615擾 午後１時～３時
田無庁舎
※当日、直接会場へ

三多摩は一つなり
交流事業

730浄 午前１０時～午後３時解散
予定
※昼食・飲み物付き


