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凡例 　時 日時　　場 場所　　内 内容　　対 対象　　定 定員　　講 講師　　￥ 料金　　持 持ち物　　締 締切　　申 申し込み　　問 問い合わせ　　HP ホームページ　胃ファックス　糸メール　　田 田無庁舎 　保 保谷庁舎

　ＦＣ東京の協力により、ＦＣ東京専
属コーチからの直接指導です。
　内 ①小学１年生②小学２年生
※３～６年生は、７月１９日掌に開催。
　対 市内在住の小学１・２年生
　講 ＦＣ東京コーチングスタッフ
　持 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 １０月２７日昇午後５時までに所定の申
込用紙でスポーツセンター・きらっと・
総合体育館へ。ただし、市内サッカー
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。
□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、東京フッ
トボールクラブ㈱
　問 スポーツセンター（札４２５－０５０５）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　『おさるのジョージ』シリーズなど数
多くの絵本の翻訳家で元児童図書館員
の福本さんに、本の紹介や読み聞かせ
を交えながら、「子どもに伝える読書
の楽しみ」を語っていただきます。
　講 福本友美子さ

ん（翻訳家）
□共催　子どもの読書勉強会
◆柳沢図書館（札４６４－８２４０）

　対 ・　定 市民の方・３０人
　￥ １００円
　持 古布（木綿）、ハサミ、物差し、針、
糸、洗濯ばさみ２個
　講 伊藤輝子さ

ん（リフォーム研究家）
　申 往復はがきに、住所・氏名・年齢・
電話番号を明記し、１０月８日昭（必着）
までに〒２０２－０００５住吉町６－１－５
消費者センター「布ぞうり講座」係へ
郵送（応募多数の場合は抽選）
◆消費者センター（札４２５－４１４１）

　西武ライオンズＯＢの方々による野
球教室です。※雨天時、小学６年生の
み総合体育館で実施。
　対 市内在住・在チームの小学生
　内 守備・走塁・打撃の基本的な技術練習
　講 西武ライオンズＯＢ
　持 野球のできる服装、スパイク（運動
靴可）、グローブ、バット（持っている
方のみ）、帽子、飲み物、弁当、タオル
　申 １０月２８日昌までに所定の申込用紙で
スポーツセンターまたは総合体育館
へ。ただし、西東京市軟式野球連盟少
年部加盟チームの方は所属チームより
申し込んでください。
□協力　西東京市軟式野球連盟少年部
　問 スポーツセンター（札４２５－０５０５）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　　　　　　　　　　　　　

　内 ①１０月２０日昇「就職活動準備と自己
理解・職業理解」（講義形式）
②１０月２１日昌「履歴書・職務経歴書の
書き方」（講義形式）
③１０月２２日昭「面接対策」（講義形式）
　定 各回５０人※定員内で①～③のすべて
のセミナーを受講可能。
　持 筆記用具、雇用保険受給中の方は
「雇用保険受給資格者証」
　申 １０月１日昭から鋤ジェイックへ電話
※事前にハローワークで求職申し込み
が必要（田無庁舎２階地域職業相談室
でも可）。
　問 鋤ジェイック（運営委託先）
（札０１２０－８７－７６０３　平日午前９時～
午後５時）
◇保育
　対 ・　定 ６か月～４歳児・各１０人（先着順）
　申 １０月１６日晶までに産業振興課へ電話
　問 ハローワーク三鷹（札０４２２－４７－８６１７）
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

　緑の重要性を再確認するため野火止
用水緑道とそれに点在する雑木林を講
師の説明を聞きながら歩く予定です。
□コース（約６キロ）　久米川駅→八坂駅
前・九道の辻→野火止緑地→ガーデニン
グ緑道→東大和駅→都立薬用植物園→
玉川上水駅解散（午後３時ごろ予定）
　対 １８歳以上の市内在住、在勤者
　定 ４０人
　申 往復はがきに、
住所・氏名・年齢・
性別・電話番号を
明記し、１０月１３日
昇（必着）までに、〒２０２－８５５５市役
所みどり公園課「自然観察会参加希望」
係へ郵送（１枚に２人まで記入可、定
員を超えた場合は抽選）
※後日、結果および詳細を通知します。
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

　時 ①１０月１８日掌②２５日掌③１１月１日掌
④８日掌　午後２時～４時３０分
　場 ①・③イングビル②・④田無庁舎
　内 ①市民活動入門②コミニュティビジ
ネスの取り組み③団体設立ノウハウ、
ビジネスモデルの概論④自立した活動
のための資金調達の方法
※１回の参加もできますが、全ての回
に参加いただくことをお勧めします。
　対 ・　定 市民活動・コミュニティビジネス
に興味関心のある市民・３０人（先着順）
　講 NPO活動やコミニュティビジネス
を自ら実践している方々
　￥ 各回５００円（資料代）
　申 電話、Ｅメール、ファックスで、①
氏名（ふりがな）②住所　③電話番号
④年齢を明記のうえ、１０月１７日松まで
に下記へ
　問 市民協働推進センターゆめこらぼ
（札４９７－６９５０ ・ 胃４９７－６９５１
死yumecollabo@ktd.biglobe.ne.jp）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　対 ・　定 市民の方・２０人
　講 富岡 一 さん（うどん愛好家）

はじめ

　￥ ３００円
　持 エプロン、三角巾、ふきん２枚
　申 １０月７日昌午後５時までに下記へ電
話（先着順）
◆消費者センター（札４２５－４１４１）

★第９回

　日本万華鏡大賞・多摩展

　
　日本万華鏡大賞公募展の応募作
品のうち、佳作以上の作品約３０点
を展示します。万華鏡作品を手に
とって、次々と繰り出される色彩
豊かな世界をご覧ください。
※学齢前のお子さんは必ず保護者
同伴。
　時 １０月１０日松～１１月３日昇
午前１０時～午後５時
　場 多摩六都科学館
　￥ 展示室券が必要（大人５００円、小
人４歳～高校生２００円）
　問 多摩六都科学館（札４６９－６１００）

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。

１０月

１０月４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

１１月１日掌の「りさいくる市」
フリーマーケット出店者募集
□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 田無庁舎市民広場
□募集区画　７５区画　（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、１０月１０日松
（消印有効）までに、〒２０２－００１１泉町３
－１２－３５エコプラザ内ごみ減量推進課
へ郵送（１世帯１通に限る）。
※飲食物・動植物などの販売不可。
※出店場所の選択不可。
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

手打ちうどん講座

1019条 午前９時～午後２時
消費者センター

自然観察会
野火止用水と雑木林をたずねて

1023畳 久米川駅南口午前９時３０
分集合・９時４５分出発
（小雨決行）

講演会「子どもに伝える読書の楽しみ」
～翻訳の仕事を通して～

1024穣 午後２時～４時
柳沢公民館
※当日、直接会場へ

はじめてでもわかる市民活動
コミュニティビジネス講座

作ってみよう！古着で布ぞうり

10 午前１０時～午後３時
消費者センター
※２日間参加できる方

28浄・
29状

少年サッカー教室

113常
①午前９時～１０時３０分
②午前１１時～午後０時３０分
向台運動場（雨天中止）

少年野球教室

111擾
午前１０時～午後４時
向台運動場
市民公園グラウンド

就職活動支援セミナー

10 午後１時３０分～３時３０分
田無庁舎

2０杖～
22状

◆おはなしおばさんのおはなし会　４日掌午前１１時／
どなたでも　◆にこにこおはなし会　１６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　
１８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
札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　１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９・２３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　９・２３日晶午後３時３０分／３歳児から
対象（２３日は１時間スペシャル。詳細は市報１０月１５日号掲
載）   ◆おはなしのへや　３・１７日松午後３時３０分／５
歳児～小学３年生対象

保 谷 駅 前
札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
芝 久 保
札４６５－９８２５

火～日午前１０時～午後６時

◆ちびっこおはなし会　７・２１日昌午前１１時／１～２歳
児とその保護者対象  ◆おはなし会　１４・２８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
はなし会　８日昭午前１１時／１～３歳児までとその保護
者対象

谷 戸
札４２１－４５４５

火～日午前１０時～午後６時

◆ちいさなおはなしひろば　２・９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　１０日松午前１１時／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
札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　２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　３日松午前１１時／講座室／３歳児
から対象　◆おはなしひろば　２１日昌午
後４時／講座室／３歳児から対象

ひ ば り が 丘
札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　１４日昌午後３時３０分
／新町児童館／どなたでも

新 町 分 室
札０４２２－５５－１７８３
水～土午後１時～５時

５日捷　・１２日捷　・１３日昇　・１９日捷　・２６日捷
※中央図書館と保谷駅前図書館は、１２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・日曜日も休館日で
す。

休 館 日

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）へお問い合わせください


