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　犬のしつけ方の入門編です。
　内 犬に関する法律、犬のしつけ方な

ど

（飼い犬は同伴できません）
　定 ４０人
　講 東京都動物愛護相談センター職員
　申 ７月１日昌～２１日昇までに電話で環
境保全課へ（先着順）
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

　米村でんじろうさんの一番弟子とし
て活躍中のチャーリー西村さんを講師
に迎え、科学実験ショーと科学演劇の
サイエンスショーを開催します。
　時 ・　場 

　対 構成５市に在住、在学の小・中学生
とその保護者
　申 はがきまたはファックスで、開催日
時・代表者の住所・電話番号・全員の
氏名・学校名と学年を明記し、それぞ
れの締切日までに、〒１８８－００１４芝久
保町５－１０－６４多摩六都科学館へ
※車いすでの入場を希望する方は「車
いす入場希望」と明記してください。
※申込み多数の場合は、開催市に在
住・在学の方を優先し抽選します。結
果を全員に送付します。
※家族で１枚の申し込みとなります。
友達との連名での申込み不可。
　問 多摩六都科学館
（札４６９－６１００　胃４６９－４１５２）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

司中央図書館（①小学生・６人、②小
学５年生～中学生・６人）
　時 ①７月３０日昭、②３１日晶
司保谷駅前図書館（小学生・各６人）
　時 ７月２３日昭、２４日晶
司芝久保図書館（小学生・各４人）

　時 ７月２４日晶、３１日晶
司谷戸図書館（小学生・各４人）
　時 ７月２９日昌、３１日晶
司柳沢図書館（①小学５年生～中学生・
６人②小学生・６人）
　時 ①７月２９日昌、②３０日昭
司ひばりが丘図書館（①小学生・６人、
②小学５年生～中学生・６人）
　時 ①７月２３日昭、②２４日晶
いずれも午後１時３０分～４時３０分
　対 小学４年生～中学校３年生
※申込多数の場合、市内在住・在学者
優先。
　申 ７月２日昭～１６日昭に、直接希望す
る図書館へ。電話は不可。１人１館（月
曜日休館）※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）

　対 小学生以上の市内在住者
　内 有段者、上級者、中級者、初級者の
組別対局※入門者の指導教室もあり。
　申 ７月１９日掌までに、直接または電話
で緑町地区会館へ
□主催　緑町地区会館管理運営協議会
（札４６７－５３００）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　対 小学３～６年生の市内在学者
　講 佐々木一也氏（ＮＰＯ法人国際ボラ
ンティア２１）
　￥ １，０００円
　申 ７月１５日昌（必着）までに、下記　HP 
またはファックスで多文化共生センタ
ーへ。
※詳しくはチラシをご覧ください。
※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。
　問 ＮＰＯ法人西東京市多文化共生セン
ター（NIMIC）
（札・胃４６１－０３８１）電話は捷昌晶のみ
　HP http://www.nimic.jp/mousikomi/
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　時 ①８月７日晶　②８月２１日晶
　場 ①多摩川クリーンセンター、二ツ塚
処分場、谷戸沢処分場　②武蔵野クリ
ーンセンター、二ツ塚処分場、谷戸沢
処分場
□集合時間・場所　①午前８時３０分・
府中駅　②午前８時３０分・三鷹駅（解
散時間は同駅にて午後５時を予定）
　対 ①多摩地域在住の小学４～６年生と
保護者の２人１組　②中学生以上の多
摩地域在住・在勤・在学者（なるべく
２人１組で参加を）
　定 各日４０組８０人（応募者多数の場合は
抽選により決定）
　￥ １人５００円（昼食代）当日徴収。
　申 往復はがきに、参加される方全員の
①氏名、②年齢（学年）、③住所、④電
話番号、⑤携帯電話番号（お持ちの
方）、⑥希望日、⑦「見学会参加希望」を
明記し、各日とも７月２２日昌（必着）
までに〒１８３－００５２府中市新町２－７７
－１東京自治会館内東京たま広域資源
循環組合「見学会」係へ郵送。
※多摩地域在住でない方は、通勤・通
学先をお書きください。
　詳しくは、組合　HP をご覧ください。
　HP http://tama-junkankumiai.com/index.
html
　問 東京たま広域資源循環組合
（札０４２－３８５－５９４７）
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

□募集　２８チーム
□選手登録　１チーム１０～１５人、成人
の監督１人
※２人以上の女子が試合に出場するこ
と（男女混合チーム）
　申 往復はがきに、チーム名・参加選手
数（男女・学年別）、代表者氏名・住
所・電話番号を明記し、７月１３日捷（必
着）までに、〒２０２－８５５５市役所スポー
ツ振興課「小学生男女混合ドッジボー
ル交流会」係へ郵送。
※応募多数の場合は抽選。
□代表者会議および組み合わせ抽選会
　別途お知らせします。　
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　市では、エコ・クッキングナビゲーター
として、市内の環境講座などに協力して
いただける方を養成するため、この講座
の受講料の一部を助成します。
□受講資格　管理栄養士・栄養士・調理
師・食品衛生責任者・家庭科教諭・栄養
教諭・小学校全科教諭のいずれかの資格
保有者（１年以内の取得見込者も含む）。
□受講料　１２，０００円
□助成額　１０，０００円（自己負担２，０００円）
　定 各日５人、計１０人（先着順）
　申 電話・ファックス・Ｅメールで、受講
希望者の名前・住所・電話番号・保有
資格を明記し、７月３１日晶までに環境
保全課へ（助成申請方法などは、申込
時にお知らせします。受講取消しに伴
う費用は負担しません）。
□主催　エコ・クッキング推進委員会
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

乳幼児～小学生までを対象としたおはなし会など、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。

７月

７月５日掌

田無庁舎市民広田無庁舎市民広場場
※来場者用の駐車場はありません※来場者用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

□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、７月１
日昌～１０日晶（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）

８月２日掌の「りさいくる市」

フリーマーケット出店者募集

夏休み処分場見学会

第４回小学生男女混合ドッジボール
交流会　３・４年生大会

9 5穣
午前９時～午後５時３０分
スポーツセンター

エコ・クッキングナビゲーター
養成講座

11 午前１０時～午後５時
東京ガス㈱新宿ショール
ーム

27畳
または28穣

ＮＰＯ等企画提案事業

世界の留学生と
“ひょうたん島ワークショップ”

7 午後１時～４時
きらっと

30状
・31畳

囲碁愛好者の集い

726擾 午前１０時～午後４時
緑町地区会館

申込締切定員場所日時

７月９日昭
必着

各回
２０５人

清瀬市児童セ
ンター
ころぽっくる

７月２４日晶
①午前１０時開演
②午後２時開演

７月１８日松
必着４５７人東村山市立

中央公民館
８月１日松
午後２時開演

８月８日松
必着５０２人西東京市

市民会館
８月２２日松
午後２時開演

８月１２日昌
必着４０１人小平市

ルネこだいら
８月２６日昌
午後２時開演

８月３０日掌
必着５００人東久留米市立

中央公民館
９月１３日掌
午後２時開演

多摩・島しょ子ども体験塾
チャーリー西村のサイエンスショー

犬のしつけ方教室

722浄 午後１時 ３０分 ～３時３０分
エコプラザ西東京

１日図書館員になってみませんか？

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

◆おはなしおばさんのおはなし会　５日掌午前１１時／
どなたでも　◆にこにこおはなし会　１７日晶午前１１時
／１～２歳児とその保護者対象　◆サンサンおはなし
会　１９日掌午前１１時／３歳児から対象　◆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　２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）◆ちいさなおはなしひ
ろば　１０・２４日晶午前１１時／１～２歳児とその保護者対
象　◆おはなしひろば　１０・２４日晶午後３時３０分／３歳
児から対象　◆おはなしのへや　４・１８日松午後３時３０
分／５歳児から小学校３年生対象

保 谷 駅 前
緯４２１－３０６０

火～金午前１０時～午後８時
土・日午前１０時～午後６時

◆おはなし会　毎週木曜日　午後４時／どなたでも
◆かにむかしの会　１１日松午前１１時／どなたでも

芝 久 保
緯４６５－９８２５

火～日午前１０時～午後６時

◆ちびっこおはなし会　１・１５日昌午前１１時／１歳～２
歳児とその保護者対象　◆おはなし会　８・２２日昌午後３
時３０分／３歳児から対象　◆おかあさんとおこさんのお
はなしかい　２日昭午前１１時／１～３歳児までとその保護
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　３・１０日晶
午前１１時／絵本コーナー／１～２歳児とそ
の保護者対象　◆わくわくドキドキ紙芝
居スペシャル　１１日松午前１１時～正午／
どなたでも　◆おはなしひろば　毎週水
曜日午後４時／絵本コーナー／３歳児から
対象

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　３日晶午前
１１時／絵本コーナー／１～２歳児とその保
護者対象　◆おはなしひろばサタデー　
１１日松午前１１時／講座室／３歳児から対象
◆なつのおはなしひろば　１５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　８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

６日捷　１３日捷　２０日捷　２１日昇　２７日捷
※中央図書館と保谷駅前図書館は、２０日捷
は開館しています。（午前１０時～午後６時）
※新町分室は、毎週火・日曜日も休館。

休 館 日


