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　子どもとの信頼関係の作り方などの
お話をうかがいます。
　定 ８０人
　講 林大介さ

ん（子どもの権利条約ネットワーク）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

□演奏曲　アンビル・コーラスほ
か

□ゲスト　田辺信男さ
ん（サックス）

　￥ ５００円（当日会場にて）
　問 長谷川（札４２３－６５８３）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　昨年行った南入経塚発掘調査の成果
などの報告会を開催します。関連する
古地図の展示も行います。
□報告会　①「塚について」（山田義高
氏：武蔵村山市職員）②「南入経塚の発
掘調査について」（ 小薬 一夫氏：都埋蔵文

こぐすり

化財センター広報企画課）③「史料からみ
た南入経塚と下保谷村」（亀田直美：市文
化財保護専門員）
　定 ７０人（先着順）
　申 ６月１１日昭までに電話またはＥメール
（氏名・住所・電話番号記入）でお申込を。
死syakyou@city.nishitokyo.lg.jp
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９)

　介護保険で利用可能な福祉用具を実
際に体験できるコーナーや、住宅改修
工事の実例をパネル展示します。　
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０３２）

　毎年１００本ほどの苗木を植えていま
すが、苗が若い間は下草を刈って成長
を助けてあげなければなりません。
　今回は、３０アールほどの下草を刈り
ます。自然環境を育てる活動を一緒に
体験しませんか。
　対 市民（小学生は保護者同伴）
　定 ２０人
□服装　草刈作業の出来る服装
　持 軍手（かまは用意します）
　申 みどり公園課へ電話で。
□主催　西原自然公園を育成する会
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

誰でもできる！！
「お家で簡単おもてなしデザート攻略法」
～Sweets（スイーツ）リメイク術～
　内 キャラメルチーズｃａｋｅ、
手作りピザ（マルゲリータ）、
Sweets(スイーツ)リメイク術
　対 ・　定 市内在住・１６人
　講 清水涼子さ

ん（フードコーディネーター）　￥ 
５００円
　持 エプロン、三角巾、ふきん
　申 往復はがきで、６月８日捷（必着）までに、
〒２０２－０００５住吉町６－１－５消費者セ
ンターへ郵送(応募多数の場合は抽選）
◆消費者センター（札４２５－４１４１）

　時 ６月１８日昭種まき、２４日昌ひまわり
迷路図案の検討、７月２日昭芽のまび
き、２３日昭・８月２０日昭関連学習（講
師：米川東京大学大学院准教授）、９月
収穫、１１月搾油、各日２～３時間程度
を予定。天候・ひまわりの生育状況に
より日程を変更する場合があります。
　場 ・　￥ 東大農場ほ

か・１,０００円
　対 ・　定 市内在住・在勤・在学の方・３０人
　申 往復はがきに①住所、②氏名（ふり
がな）、③年齢、④電話番号を記入のう
え６月１２日晶（消印有効）までに〒１８８
－００１２南町５－６－１８協働推進センタ
ーゆめこらぼ「ひまわり事業」係へ
　問 協働推進センター（札４９７－６９５０）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　対 市内在住・在勤・在学者
　申 ・　問 ７月３日晶午後４時までに所定
の申込用紙でスポーツセンター内ＮＰ
Ｏ法人西東京市体育協会事務局（札４２５
－７０５５ 月～金曜日午前９時～午後４
時）に直接持参。
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　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、音楽文化普及向上を
目的とし、若い音楽家の皆さんに多く
の発表の場を提供するためのフレッシ
ュコンサートを開催します。
□応募資格　①各音楽大学長または学
部長推薦の大学生②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（平成２１年４月１日現在）
　時 ①オーディション…８月６日昭午前
１０時～午後３時３０分（予定）②コンサ
ート…１０月１８日掌午後２時開演
　場 東村山市立中央公民館
　申 ・　問 参加申込書（企画政策課配布）
を７月８日昌までに、郵送または直接
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
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　消費生活に関する知識、有益な情報
などを提供する「第９回消費生活展」
の実行委員を募集します。
□テーマ　「食育」
□実行委員会　
　時 ・　場 ６月９日昇午前１０時～正午・消
費者センター
　申 ６月８日捷までに電話で
◆消費者センター（札４２５－４１４１）

講演会「大人と子どもの　　
パートナーシップ実現」

6 6穣
午前１０時～正午
コール田無
※当日直接会場へ

ジョリー・ウエスト・ジャズ・
オーケストラ　５周年リサイタル

 南  入  経  塚 　調査報告会
みなみ いり きょう づか

614擾 正午～午後４時
保谷駅前公民館
※発表は午後１時から。順不同

住宅改修工事・福祉用具展示会

6 １７日午前１０時～午後５時
１８日午前９時～午後３時
田無庁舎

17浄
18状

第１６回多摩六都
フレッシュコンサート出演者募集

樹木若返り応援隊

620穣 午前１０時～正午
西原自然公園
※雨天順延２１日掌

楽しいデザート講座

623杖 午前１０時～午後1時
消費者センター

興布ぞうり教室　古布をリサイクルしませんか。
　時 ６月１０日・１７日・２４日（水曜日・全３回）　午前９時３０分～午後０時３０分
　定 １０人　　￥ 会員１,５００円、非会員２,１００円（芯代含む）
※材料ほか、詳しくは、事務局へお問い合わせください。
※年間活動費として大人３,６００円、小人１,５００円で会員登録ができます（家族
会員５,０００円もあり）
　問 ・　申 にしはらスポーツクラブ(捷定休日）西原町４－５－６西原総合教育
施設内・札４６７－９９１９　胃４６７－９９２１　◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１)

参加費募集人数対象日時教室名

会　員　１回３００円
非会員　１回５００円２０～３０人一般毎週火曜日

午前１０時～１１時３０分
トータル
フィットネス

会　員　月２,０００円若干名中学生毎週木曜日午後６時～８時Jrバドミントン

会　員　１クール４,８００円
非会員　１クール６,４００円２０人一般６月５日から毎週金曜日午前

１０時～正午（１クール８回）
初心者
バドミントン

会　員　１クール　８,０００円
非会員　１クール１２,０００円

各クラス
８人一般

６月から毎週火・水・木・金
曜日の２クラス
①午前９時～１０時３０分②１０時
４０分～午後０時１０分（１クー
ル８回）　

テニス

会　員　１クール　８,０００円
非会員　１クール１２,０００円８人小４

～中学生
６月から毎週土曜日午前９時
～１０時３０分（１クール８回）　テニスＪｒ

総合型地域スポーツクラブ

「にしはらスポーツクラブ」会員・教室参加者募集

第９回西東京市総合体育大会
陸上競技参加者募集

719擾 武蔵野市陸上競技場

「第９回消費生活展」実行委員募集

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

614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 田無庁舎
□募集店数　７５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、６月１
日捷～１０日昌（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）

７月５日掌の「りさいくる市」

フリーマーケット出店者募集

～東大農場・西東京市共同事業～
市の花ひまわりの「種まきから食への連続体験！」

～　男女共同参画週間　～
　毎年６月２３日～２９日に「男女共同参画週間」を実施し、各種行事や広報啓
発活動を行います。この期間、市でもパネル展および講演会を開催します。
興パネル展　「職場における女性の人権」

　時 ・　場 ６月２３日昇～２９日捷・住吉会館
興講演会　「女性が元気に働けるように」～ストレスに負けない私になる！～

　時 ・　場 ６月２８日掌午後２時～４時・住吉会館
　講  内  田  恵  理  子 氏 （臨床心理士）

うち だ え り こ

～主に企業で働く方のカウンセリング業務に携わる。
女性誌などで女性のキャリアやストレスについて発言
するなど、幅広い活動をしています。
　申 ・　定 直接会場へ・３０人
□保育あり（生後６か月以上未就学児）
６月２日昇～２４日昌までに電話申込（先着１５人）
詳細は　HP  http://www.gender.go.jp/でもご覧いただけます。
◆男女平等推進係（札４３９－００７５）

６月７日掌

エコプラザ西東エコプラザ西東京京
※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。。

※当日、産直による野菜の販売があります※当日、産直による野菜の販売があります。。
◆ごみ減量推進課（◆ごみ減量推進課（札札４３８－４０４３４３８－４０４３））

午前９時～正午前９時～正午午

西原自然公園の更新西原自然公園の更新林林。。ここの草刈をしますここの草刈をします。。


