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□指導者　体育指導委員
　申 往復はがきに、住所・氏名・電話・
参加希望日（全日可）を記入のうえ、
５月２０日昌 (必着)までに、〒２０２ー
８５５５市役所スポーツ振興課「ソフトバ
レーボール教室」係へ
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　今年の環境フェスティバルの日程が
決定しました。
第１弾：６月２１日掌～２７日松
第２弾：７月２５日松～８月２日掌
　第２弾７月２５日・２６日の事業者展示
会に出展する事業者を募集します。
□募集内容　自社での環境保全活動、
環境配慮型商品などの紹介。パネルや
商品実物の展示が可能です。
□ブース　幅１８０㎝×高さ１２０㎝のパ
ネル２枚分
　申 ６月１日捷（必着）までに、所定の
申込書と展示予定内容がわかる資料を
郵送、Ｅメールまたは直接持参。出展
規約と申込書は環境保全課、市　HP にあ
ります。
□選考方法　抽選により１２社（予定）
を決定します。抽選結果は６月中旬ご
ろ全ての申込事業者に連絡します。
糸kankyou@city.nishitokyo.lg.jp
◆環境保全課
（札４３８－４０４２　胃４２１－５４１０）

　講 野山広さ
ん（国立国語研究所）、

□共催　ＮＰＯ法人西東京市多文化共
生センター（ＮＩＭＩＣ）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　多摩六都ビッグバンド養成講座から
誕生したバンドのコンサートです。
□演奏曲　Sentimental Journey、
It Don't Mean A Thing（スウィングし
なけりゃ意味がない）ほ

か

□出演　ノーザンシックス・ビッグバ
ンド
　問 高松（札４６１－８６６０）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　市では、毎年ボランティアの皆さん
とともに、さまざまな非核・平和事業
を行っています。今年度の事業内容・
運営方法などについて市民の皆さんと
話し合います。平和事業についてさま
ざまなプランをご提案ください。
　定 ４０人
□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）

□公演　田無朗読ボランティアの会
□演目　松谷みよ子「猫の嫁さま」、岡
田幸夫「鍼灸院の内幕」ほ

か

◆中央図書館（札４６５－０８２３）

　対 ・　定 要介護・要支援の認定を受けてい
ない市内在住の満６５歳以上の方・２５人
　内 運動機能の維持・向上のためにスト
レッチやトレーニングを行い、転倒予
防などを目的とした指導を行います。
　￥ １回１５０円
　申 はがきに、住所・氏名・年齢・電話
番号を明記し、５月１５日晶（必着）ま
でに、〒２０２－８５５５市役所高齢者支援
課地域支援係「介護予防講座」担当へ
郵送※応募者多数の場合、抽選で決定。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２９）

　軟らかいボールを使用するので、初
心者でも安心して楽しめるスポーツで
す。※最終日は交流会を行います。
　対 市内在住・在勤・在学者
　定 ３０人（先着順）
　持 室内運動靴・タオル・運動のできる
服装・飲み物・着替えな

ど

　また、実行委員に登録された方は、
午後２時から実行委員会総会、午後３
時から第１回の部会を開催しますの
で、必ず出席してください。
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

　外国人住民の増加に伴い子ども達の
日本語学習を支援するボランティアを
養成する講座を開催します。受講後は
ボランティアとして活動していただき
ます。※いずれも、講演またはワーク
ショップを交えた内容となります。

□受講条件
①外国にルーツを持つ子どもの日本語
学習支援活動に関心のある方で、講座
修了後の活動が可能な方
②全１５回の講座のうち、１０回以上出席
できる方
③日本語ボランティア活動の経験があ
る方、外国語のできる方、教員として
の経験のある方、または熱意のある方
　定 ４０人程度（申込者多数の場合、参加
が可能な日数などにより、人数を調整
させていただくことがあります。）
　申 下記の５月１６日松に行う講演会終了
後に、説明会および受講申込みの受付
を行いますので、必ずご参加ください。
□共催　ＮＰＯ法人西東京市多文化共
生センター（ＮＩＭＩＣ）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　日本で生活する外国にルーツを持つ
子ども達の教育について施策の面から
考えます。

　こどもの日の前日、絵本との楽しい
ひととき…図書館で過ごしませんか？
　対 ３歳～小学校３年生
◆保谷駅前図書館　（札４２１－３０６０）

　西東京いこいの森公園も今年で開園
５年目を迎え、多くの市民の方に親し
まれています。そこで、西東京いこい
の森を育てる会の方と一緒に初夏のさ
わやかな風を受け、公園をもっときれ
いにしませんか。
□集合　午前９時４５分パークセンター前
　持 軍手　※作業のできる服装で。
□当日の連絡先
パークセンター（札４６７－２３９１）
□協働　西東京いこいの森を育てる会
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

　１０月１７日～１１月１５日の期間に第９回
市民文化祭を開催する予定です。
　市民文化祭は参加者によって実行委
員会を組織し、企画運営を行います。
　参加を希望される場合は、申込手続
きをしてください。また、実行委員に
登録される方は、総会および部会に参
加してください。
□資格　次のいずれかに該当する方
①市内在住・在学・在勤の者
②半数以上の人が①の要件に該当する
人で構成された団体で、市内で活動し
ている団体
　参加を希望する場合は、必ず申込手
続きをしてください。

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

６月７日掌の「りさいくる市」
フリーマーケット出店者募集

子ども読書の日記念

“明日はこどもの日！
 おはなしひろばスペシャル”

5 4常
午前１１時～１１時３０分
保谷駅前図書館
※当日直接会場へ

西東京いこいの森公園
クリーン作戦

5 9穣
午前１０時～正午
西東京いこいの森公園
※雨天中止

ノーザンシックス・ビッグバンド
「ハートフルコンサート２００９」

517擾 午後２時開演
市民会館
※当日直接会場へ

□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 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・雑貨な

ど）を記入し、５月１日
晶～１０日掌（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・動植物などの販売不可。
※出店場所の選択はできません。
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

平和事業についての話し合い

523穣 午後２時～４時
イングビル
※当日直接会場へ

「環境フェスティバル」
事業者展示会　出展者募集

7
26擾 午前１０時～午後４時

エコプラザ西東京
25穣～

「第９回市民文化祭」
参加者募集と実行委員会総会・部会

516穣 午後１時～１時５０分
市民会館

大人のための朗読の夕べ

523穣 午後６時３０分～７時４０分
中央図書館
※当日直接会場へ

５月３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。。

※※当当日日、、産直による野菜の販売があります産直による野菜の販売があります。。

午前９時～正午前９時～正午午

□講座日程
講師場所日時

国立国語研究所　
 野  山  広 さん
の やま ひろし

田無
庁舎

①５月１６日松
午後２時～４時

東京女子大学准教授
 石  井  恵  理  子 さん
いし い え り こ

イング
ビル

②５月２１日昭
午前１０時～正午

法政大学教授　
 山  田  泉 さん
やま だ いずみ

③５月２８日昭
午後４時３０分～
６時３０分

弁護士　
 大  木  和  弘 さん
おお き かず ひろ

コール
田無

④５月３０日松
午前１０時～正午

中国帰国者定着促進センター
 齋  藤  恵 さん
さい とう めぐみ

イング
ビル

⑤６月４日昭
午後３時～５時

子どもの権利条約ネ
ットワーク

コール
田無⑥　　未定

中学・高校生の日本語支援を考える会
代表　 樋  口  万  喜  子 さん

ひ ぐち ま き こ

イング
ビル

⑦６月１１日昭
午後３時～５時

除さいたま市国際交流協会
 真  下  慶  子 さん
ま した けい こ

⑧６月１８日昭
午後３時～５時

多文化共生センター東京代表
 王  慧  槿 さん
わん ふい じん

⑨６月１９日晶
午後３時～５時

多文化共生センター東京事務局長
 田  中  阿  貴 さん
た なか あ き

コール
田無

⑩６月２８日掌
午前１０時～正午

日本語ボランティア
経験者

イング
ビル

⑪７月２日昭
午後３時～５時

子ども日本語教室ボ
ランティア

⑫７月９日昭
午後３時～７時

ＮＩＭＩＣ
生活文化課担当者

⑬７月１６日昭
午後３時～５時

東京外国語大学多言語・多文化教育研
究センター
 杉  澤  経  子 さん
すぎ さわ みち こ

コール
田無

⑭１０月１７日松
午後１０時～正午

精神科医　
 倉  林 るみいさ

ん

くら ばやし田無庁舎⑮１０月２４日松
午後２時～４時
※①・④・⑥・⑩・⑭・⑮については、公開講座。

日本語ボランティア養成講座

全１５回
田無庁舎、コール田無な

ど

5
10 穣

16穣～
24

昨年行われた事業者展示会のようす

日本語ボランティア養成講座

講演会「外国にルーツを持つ
子どもの教育と施策」

516穣 午後２時～４時
田無庁舎
※当日直接会場へ

「市民体力づくり」
ソフトバレ－ボール教室

6 ８日・１２日午前９時３０分～１１時３０分
１４日午後１時～３時
きらっと

8条～
14擾12畳・

介護予防のための元気講座

6 毎週金曜日（全24回）
午前１０時～正午
住吉会館ルピナス

5畳～
1113畳


