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　対 小学４年生～中学３年生
　定 小学生…中央・保谷駅前・柳沢・ひ
ばりが丘図書館は各館６人。谷戸図書
館は４人。（芝久保図書館は４人ずつ
２回）
中学生…中央・ひばりが丘図書館は各
館６人・柳沢図書館は４人・保谷駅前
図書館は３人
　申 ７月３日昭～１３日掌に、希望する図
書館で直接お申し込みください。
※電話は不可。１人１館。
※申込多数の場合、市内在住・在学の
方が優先となります。
※応募者全員に、決定内容を電話で連
絡します。
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

　

　都内の森や海などで自然を体感した
り、親子で地球温暖化防止について学
びます。有料（担当課へお問い合せく
ださい。）多数抽選。
　対 小学生
□主催　東京都市長会・特別区長会・
東京都町村会
　申 ・　問 みどり東京・温暖化防止プロジ
ェクトの　HP （http://all62.jp/）または専
用ダイヤル（札０３－５９４９－１３４３・平日
午前９時３０分～午後５時３０分）へ
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

の皆さん、ぜひご参加ください。
　場 向台運動場ほか
　対 第１部・小学１～３年生
　第２部・小学４～６年生で、市内在
住の小学生
※雨天の場合は中止となります。
□指導　ＦＣ東京コーチングスタッフ
□持ち物　運動できる服装、サッカー
シューズ（運動靴可）、スネあて、サッ
カーボール、帽子、飲み物、汗拭きタ
オル
　申 市内のサッカーチームに参加してい
る方は、チームでまとめて申し込んで
ください。どこのチームにも所属して
いない方はスポーツセンターフロント
で備え付けの申込用紙に記入のうえ、
７月１５日昭午後５時までに申し込んで
ください。
□運営協力　西東京市サッカー協会
　　　　　　西東京市少年サッカー連盟

　問 スポーツセンター　（札４２５－０５０５）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　犬をしつけるということは、人と犬
が快適で安全な暮らしをするために、
犬の生理、行動を理解し、必要なルー
ルを教えていくことです。
　犬を飼っている方、これから飼うこ
とを検討している方、犬のしつけ方の
入門編ですので、是非ご参加下さい。
　内 犬のしつけ方、マナーなどの講習と
実習等（当日、飼い犬は連れてこない
でください）。
　講 東京都動物愛護相談センター職員
　定 ４０人
　￥ ・　申 参加費については無料です。ま
た申込については特に電話予約等は不
要です。当日直接会場にお越し下さい。
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

□小学生 　時 ７月２４日昭保谷駅前・ひば
りが丘図書館、　２５日晶中央・芝久保図
書館、２９日昇芝久保図書館、３０日昌柳
沢図書館、８月１日晶谷戸図書館
□中学生 　時 ７月２５日晶ひばりが丘図
書館、２９日昇柳沢図書館、３１日昭中央・
保谷駅前図書館
午後１時３０分～４時３０分

ます。）
③採用担当者に評価される職務経歴
書・自己紹介書作成
④応募書類作成の準備
　対 新卒者・新卒予定者～３４歳以下の方
　定 ２０人先着順
□持ち物　筆記用具
　申 電話でお申込みください。
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

　東京都では８組に１組が国際結婚と
いわれる今、家庭内で様々な言語が使
われています。思考をつかさどる軸と
なる言語の重要性と日本語学習支援、
子どもの言語教育について考えてみま
しょう。
　定 ８０人
　講  桶  谷 

おけ たに

 仁美 さん（イースタン・ミシガン大
ひとみ

学）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

～７月は“社会を明るくする運動”強
調月間です～
　“社会を明るくする運動”は、法務省
が主唱し、すべての国民が、犯罪の防
止と罪を犯した人や非行に陥った少年
たちの更生について理解を深め、それ
ぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行
のない明るい社会を築こうとする全国
的な運動です。「防ごう犯罪と非行　
助けよう立ち直り」を統一標語に掲げ、
法務省関係機関等だけでなく、社会を
明るくする運動実施委員会の方々が中
心となり、さまざまな事業を実施して
います。
　市では、以下の日程でフォーラムを
開催します。是非ご参加ください。
□　第１部　ビデオ鑑賞
□　第２部　　講  幸  島 　

こう じま

 聡 さん「社会を明
あきら

るくする運動について」東京保護観察
所八王子支部長 
□　第３部　みんなで歌おう
◆生活福祉課 　保 （札４６４－１３１１（代）
内２３１１）

　ＦＣ東京の協力により、ＦＣ東京専
属コーチから直接指導してもらえま
す。市内のサッカーの大好きな小学生

　オープンガーデンとは、個人住宅や
事業所の庭などを皆さんに鑑賞しても
らうため、一定期間公開するという花
と緑のまちづくり運動です。
　ＮＰＯ等企画提案事業で採用となっ
たこの事業では、昨年度に庭などを公
開してくれる方を募集し、２１か所を登
録しました。そしていよいよ７月から
公開が始まります。
　詳しくは、オープンガーデンガイド
ブックをご覧ください。ガイドブック
は、市の情報公開コーナー、各公民館・
図書館で配布しているほか、市の　HP で
もご覧いただけます。また、ガイドブ
ックの郵送を希望される方は、ＮＰＯ
法人西東京花の会までご連絡ください。
□公開期間　７月１日昇から２１箇所、

各ガーデンにより公開期間が異なり
ます。

注）敷地内には、決
められた場所・日
時以外は絶対
に立ち入ら
ないでくだ
さ い。ま
た、植物
は種類ご
とに開花
時期が異
なります
の で、必
ずしもすべ
ての花がい
ま花盛りでは

ないことをあら
かじめご了承くだ

さい。
　問 　ＮＰＯ法人西東京花の会　

小野（札４２４－６０２０）

◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　市では、東京しごと財団との共催に
より若者の皆さんの就業を支援するた
め、標記セミナーを開催いたします。
　この機会に奮ってご参加ださい。
　内 ①上手な就職活動の準備と進め方
②自己分析と強みの発見（演習を行い

　　オープンガーデン
　 の 公 開

　　 “一日図書館員”
　　になってみませんか？

　 オール東京６２市区町村
共同事業「みどり体験交流事業」
          参加児童募集

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

※当日、産業振興課による野菜の販売
があります。

□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）
□出店料　無料
　場 エコプラザ西東京
□募集店数　３６店舗（申込多数の場合
は抽選）
　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
（衣類・雑貨等）を記入し、〒２０２－
００１１　泉町３－１２－３５エコプラザ西
東京ごみ減量推進課まで。
※７月１日昇～１０日昭（消印有効）ま
でで１世帯１通に限られます。
※飲食物・動植物等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（札４３８－４０４３）

講演会「バイリンガル児育成
と日本語学習支援」

713擾 午前１０時～正午
コール田無
※当日、直接会場へ

711畳 午後１時～４時
受付・午後０時３０分から
田無庁舎

　　若者向け就職活動
　 　　基本セミナー

８月３日掌の「りさいくる市」
フリーマーケット出店者募集

第５８回“社会を明るくする運動”
　　　社明フォーラム

717状 午後２時～４時
コール田無
※当日、直接会場へ

　　少年サッカー教室

720擾 第１部・午前１０時～正午
第２部・午後２時～４時
※雨天の場合、中止

　　犬のしつけ方教室

723浄 午後１時３０分～３時３０分
エコプラザ西東京
※当日、直接会場へ

７月１３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。。

午前９時～正午前９時～正午午

「社明フォーラム」


