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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

興講演会 
「家族の未来を
みつめて」
～カウンセリン
グの現場から～
　時 ２月８日掌
午後２時～４時
　講 信田さよ子さ

ん

（原宿カウンセ
リングセンター
所長）
興講座
　時 ２月７日松①午前１０時～正午・「素敵
に老後を生きる」
　講 吉武輝子さ

ん（評論家・作家）
②午後１時～３時・「親から子どもに伝
えたい大切なメッセージ～思春期の性
とからだ」
　講 関口久志さ

ん（千葉大学・都留文科大
学・横浜国立大学講師）

③午後３時１５分～５時１５
分・「親が倒れた時～
介護保険はどう役
にたつか」
□報告　
相模直子さ

ん

（ケアマ
ネ ジ ャ
ー）、赤
木 朋 子
さ
ん（元ケ
アワーカ
ー）
興絵手紙
づくり体験
会（先着３０人）
　時 ２月８日掌午

前１１時～午後１時
　講 畠山汐美さ

ん（日本絵
手紙協会専属講師）

興ビデオ放映
　時 ２月７松・８日掌
興展示・作品展
　時 期間中開催　午前９時～午後１０時
興喫茶コーナー（オープンスペース）
手作りお菓子、コーヒー、ココアな

ど

◆男女平等推進係（札４３９－００７５）

　戦争と平和を語り継いでいくために
皆さんで何ができるのかを一緒に考え
ましょう！
興映画上映
「あの日あの校舎で－五十年前に被爆
したナガサキの記憶」（約３０分）
興ディスカッション
「戦争と平和を語り継ぐために」
（約１時間）
□コーディネーター　
吉川透さ

ん（フリー映画監督）
□主催　非核・平和をすすめる西東京
市民の会、西東京市
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　第７６回全日本アイスホッケー選手権
大会が開催されます。
　当市に本拠地を置くＳＥＩＢＵプリ
ンスラビッツも出場します。地元開催
での活躍を応援しましょう。
□観戦料金　９日捷～１２日昭…無料
　　　　　　１３日晶～１５日掌…有料
※料金は、前売･当日券、座席の種類に
よって異なります。
　試合時間、料金については、下記ま
でお問い合わせを。
　問 東京都アイスホッケー連盟
（札４６７－８２８２）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　対 ・　定 幼児以上・１００人
　申 ２月１日掌午前１０時から柳沢図書館
で整理券を発行。
◆柳沢図書館（札４６４－８２４０）

　市内近隣の中学校・高校からパフォ
ーマンスの達人が集結。個性溢れるス
テージで盛り上がること間違いなし！
　さらにテレビで大人気のあの芸人達
も出演します。
　定 ５００人
　申 ２月３日昇から市内各児童館（東伏
見分室を除く）で無料チケットを配布
（先着順）。
◆中町児童館（札４２２－８８００）

　もうすぐひな祭り。お祭りにかかせ
ないちらしも、エコ・クッキングで作
れば簡単！おいしい！ゴミがでない！
長ネギを丸ごと使
い切るサラダとス
ープの技は、この
機会に覚えておけ
ば絶対お得！
　今回のエコ・ク
ッキングも仲良し
ペアで楽しく作り
ましょう。
　対 ・　定 高校生以上ペア・１２組（２４人）
※必ず２人組でお申し込みを。
□メニュー（３品）　五穀ちらし洋風仕
立て・鶏とザーサイのサラダ・ジンジ
ャースープ
　申 電話・ファックス・Ｅメールのいず
れかで環境保全課へお申し込みを（先
着順）。
糸 kankyou@city.nishitokyo.lg.jp
◆環境保全課
（札４３８－４０４２　胃４２１－５４１０）

　フィリピン、マレーシア、カメルー
ン出身の英語教育専門家が子どもたち
に、世界中で母語・共通語となってい
る英語の楽しさを教えてくれます。
　当日は保護者向けに、日本の学校で
学ぶ外国籍の子どもたちについて理解
するためのプログラムがあります。ぜ
ひご参加ください。
※当日は写真撮影を行い、市　HP などに
掲載しますのであらかじめご了承くだ
さい。
　対 祁小学校１～３年生
　係幼稚園年中～年長
※学年は平成２１年４月現在です。
※会場までは必ず保護者の方が送り迎
えをしてください。
　定 各２４人（事前申込制）
　￥ １人５００円
　申 メール（携帯メール不可）または往
復はがきに、①お子さんの氏名（ふり
がな）②新学年③保護者の氏名④住所
⑤電話番号を明記のうえ、２月１３日晶
（必着）までにお申し込みを。
※応募多数の場合、抽選。
※返信用はがきのあて先も必ず記入。
□郵送　〒２０２－８５５５市役所生活文化
課「英語で楽しく２／２８」係
糸 bunka@city.nishitokyo.lg.jp

※メールの場合はタイトルに「２／２８
英語で楽しく」と必ず入れてください。
□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）

　対 ・　定 市内在住の小学校３～６年生・
５５人、中・高校生年代・１５人
　￥ 小・中学生…２４，３００円、高校生…
２６，２００円（レンタル用具代別途負担あり）
※参加費は変更する場合があります。
　申 １月３０日晶～２月７日松まで各児童
館で配布の案内（市　HP へも掲載）をご
覧いただき、往復はがきに必要事項を
記入のうえ、２月７日松（消印有効）
までに保谷柳沢児童館へ郵送。
※応募者多数の場合、公開抽選。昨年
参加していない児童を優先。
※この事業は今年度から地域のＮＰＯ
との協働事業となります。
◆田無柳沢児童センター
（札４６４－３８４４）

　家族そろって、１人で、友達同士で
も、気軽に参加できるスキー教室を開
催します。今年は、スノースクート
（小型スノーモービル…５歳以上で運
転可）・スノーラフティング（雪上バナ
ナボート）のコース貸切乗り放題、引
率するインストラクターによる筋肉痛
防止エクササイズもあります。コース
レイアウトに富んだ斑尾高原で、春の
日差しを浴びながら楽しい３日間を過
ごしませんか？
※スキー検定はありません。
　対 ・　定 小学校１年生以上で、健康上問
題がなく事前説明会に必ず参加できる
方（中学生以下は保護者同伴）・６０人
□交通　往復貸切直通バス（スポーツ
センター・田無駅北口発着）
□宿泊　ホテルタングラム（洋室、バ
ス・トイレつき、定員５人）
※相部屋となる場合があります。
　￥ 大人３６，０００円
　子供（中学生以下）３２，０００円
（レンタルスキー代は別途あり）
　申 往復はがきに下記の内容（①、②）
を明記し、２月２５日昌（必着）までに、
〒２０２－００１３中町１－５－１スポーツ
センター「ジョイフル・スキー係」へ
※応募者多数の場合は抽選。
①家族・友達での参加…住所、参加さ
れる方全員の氏名（ふりがな）、年齢
（学年）、日中連絡のつく電話番号
②個人での参加…住所、氏名（ふりが
な）、年齢、日中連絡のつく電話番号
興事前説明会　
　時 ３月７日松午後１時または午後６時
　場 スポーツセンター
※事前説明会には１グループ１人以上
の出席をお願いします。
　問 スポーツセンター（札４２５－０５０５）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

非核・平和学習会
～映画上映とディスカッション～

2 7穣
午後１時３０分開場、２時開演
コール田無
※当日直接会場へ

春まで待てない！

エコ・クッキング「五穀ちらし」

221穣 午前１０時～午後２時
田無公民館

児童館合同行事

菅平高原へ「スキーに行こう」

3
28穣 ２泊３日

長野県上田市菅平高原
26状～

男女平等推進センターパリテまつり

「今、女と男の未来を考える」

2
13畳 住吉会館ルピナス

※当日直接会場へ

2条～

人形劇公演「金のがちょう」
人形劇団こぱん

214穣 午後２時～３時
保谷公民館

ジョイフル・スキー

3
29擾

２泊３日
長野県上水内郡信濃町
タングラム斑尾東急リゾート

27畳～

高校生年代企画イベント

パフォーマンス翔！笑？！ＳＨＯＷ！！！
～西東京だョ！全員集合！！～

221穣 午後２時３０分開場、３時開演
市民会館

全日本アイスホッケー選手権大会

2
15擾 ダイドードリンコアイスアリーナ

（西武新宿線東伏見駅前）
9条～

信田さよ子さん

大西ライオンさ
ん 若井おさむさ

ん

COWCOWさん

子ども対象 英語で楽しく！

228穣 祁午前１０時～１１時
係午前１１時３０分～午後０時２０分
きらっと

昨年行われたイベントのようす


