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　問 エコプラザ西東京（札４２１－８５８５・胃４２１－８５８６・死ecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp)

①リサイクル手芸講座「みんなでチクチク縫ってみよ
う！」　
　時 １１月２１日松午前１０時～午後１時
　内 クリスマスオーナメント作り
　対 ・　定 小学校４年生以上の市内在住、在学、在勤の方
で針と糸が使える方・２５人（先着順）
　講 エコプラザ西東京登録団体「ちくちくの会」
　持 木綿の余り布・リボン・裁縫道具（針・糸・はさみな

ど）
②リサイクル講座「布ぞうりを作ろう№２」
　時 １１月２８日松午前１０時～午後４時
　対 ・　定 １８歳以上の市内在住、在勤、在学の方・１６人
　講 エコプラザ協力員
　持 布地、裁縫道具な

ど

※詳細は返信はがきでお知らせします。

③第７回リサイクルアートスペース　「にょきにょき
ワークショップ」～レッジョ教育in西東京～
　時 １１月２８日松午後１時３０分～３時３０分
　内 リサイクル素材で『形』を表現します
　対 市内在住、在学の４歳～小学校３年生とその保護者
　定 １５組（先着順）
　講 石井希代子さ

ん（環境教育企画コーディネーター）
□協力　武蔵野大学環境学科「レッジョ武蔵野プロジェクト」
　申 ①・③１１月３日昇午前９時から電話・ファックス・Ｅメー
ルで名前・住所・電話番号・年齢を添えて下記へ。
②往復はがきに「布ぞうりをつくろう」受講希望と書いて、住
所・氏名・年齢・電話番号を添えて１１月１６日捷（必着）まで
に〒２０２－００１１　泉町３－１２－３５エコプラザ西東京「布
ぞうりを作ろう」係へ郵送（初めて受講の方優先・応募多数
の場合は抽選）。

　江戸時代中期以降の田無村の世襲名
主であり、旧田無では最も古い民家で
ある下田家を見学します。
（①～③とも内容は同じ、見学時間は
１時間程度）
　内 建物の外からの見学になりますが、
現地にて簡単な説明を行います。
　定 各回２０人程度（先着順）
　申 １１月２日捷～２０日晶までに電話また
はＥメール（氏名、住所、電話番号、
希望日・時間帯記入）で下記へ
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９・
　死 syakyou@city.nishitokyo.lg.jp）

■民族学博物館と渋沢敬三・高橋文太郎
①写真展
　時 １１月７日松～１５日掌午前１０時～午後
５時（最終日は午後３時まで）
　場 保谷駅前公民館
②民具展示と実演
　時 １１月１４日松（小雨決行・荒天の場合
は１５日掌に順延）午前１０時～午後３時
　場 高橋家（下保谷４－７－４）
■田無神社本殿・拝殿・参集殿の公開
　時 １１月１２日昭・２４日昇午後５時～10時

　犬のしつけ方の入門編です。犬から
信頼される飼い主になるコツをお教え
します。
　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 ５０人
　講 東京都動物愛護相談センター職員
　申 １１月２日捷～２４日昇までに下記へ電
話（先着順）
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

　日本の食糧自給率向上や安心・安全
な食の保障など、食と農をめぐる問題
についてのお話しです。
　定 ５０人（先着順）
　講 西沢江美子氏（農業ジャーナリスト。
著書『食大乱の時代』ほ

か）
　申 １１月６日晶午前１０時から下記に電話
または直接来館。
◆保谷駅前図書館（札４２１－３０６０）

　大気中の二酸化窒素の測定を体験し
ながら、大気汚染問題について学習す
る、「二酸化窒素簡易測定の体験講座」
の参加者を募集します。
　申 １１月１６日捷までに、下記へ電話。
□事前説明会および講座
　内 測定に使用するカプセルの作成も行
います。
□測定および講座
　時 １２月３日昭（カプセル設置）
４日晶（測定結果確認）
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

図書館文化講演会
「今、私たちの「食」を考える」

1128穣 午後２時～４時
(午後１時４０分開場）
保谷駅前公民館

■江戸の薪たましい親
　江戸宿場町田無の豊かな楽しさを、
古今東西の芸、落語、田無ばやしの神
楽、江戸から続く縁日など体験できま
す。見て触れて作って感じる、子ども
も楽しめる江戸体験です
　時 １１月１２日昭・２４日昇午後５時～1１時
　場 ・　対 田無神社・子どもから
　問 田無神社文化財ウィーク実行委員会
（札４６１－４４４２）
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）
　松・掌の問い合わせ
　郷土資料室（札４６７－１１８３）

１１月１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

■１２月６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 エコプラザ西東京
□募集区画　３６区画　（申込多数の場
合は抽選）※出店場所の選択不可。
　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、１１月１
日掌～１０日昇（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郵送。
（１世帯１通に限る）
※飲食物・動植物などの販売不可。
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

★プラネタリウム一般投影番組

「ガリレオ・ガリレイ」

【１１月の投影】
平日午後３時５０分から（２５日・２６
日を除く）
土曜日午後１時１０分から
日曜日・祝日午後１時１０分から・
３時５０分から
※２０分前までに入館手続きを済ま
せてください。
　場 サイエンスエッグ
　￥ 展示室券＋プラネタリウム観覧
券【大人１，０００円、子ども（４歳～
高校生）４００円】

◆多摩六都科学館（札４６９－６１００）

文化財ウィーク事業2009

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

１１月
乳幼児～小学生までを対象としたおはなし会等、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。

◆おはなしおばさんのおはなし会　１日掌午前１１時／ど
なたでも　◆にこにこおはなし会　２０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　１５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　５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　１３・２７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　１３・２７日晶
午後３時３０分／３歳児から対象　◆おはなしのへや　７・２１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。◆芝久
保公民館まつり　おはなしクイズ大会　２２日掌＊第１部　午後
２時～午後２時３０分／３歳～小学校３年生対象。＊第２部　午
後２時３０分～午後３時／小学校４年生～６年生対象／各回とも
先着順５０名

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　４・１８日昌午前１１時／１歳～
２歳児とその保護者対象　◆おはなし会　１１・２５日昌
午後３時３０分／３歳児から対象

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　６・１３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　１４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
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　６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　１４日松午前１１時／
講座室／３歳児から対象　◆おはなしひろば　
１８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　今月は、施設工事中のため
お休みです。

新 町 分 室
緯０４２２－５５－１７８３
水～土午後１時～５時

２日掌、３日昇、９日捷、１６日捷、２３日捷、２４日昇、
３０日捷　＊３日昇は中央図書館と保谷駅前図書館
は、開館します。２３日捷は中央図書館のみ開館し
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

二酸化窒素簡易測定の体験講座

1117杖 事前説明会
午前９時３０分
エコプラザ西東京

犬のしつけ方教室

1125浄 午後１時３０分～３時３０分
エコプラザ西東京

①②

③

旧下田名主役宅の見学会
①午前１０時～１１時②午後２時～３時
③午前１０時～１１時
旧下田名主役宅（田無町２丁目）

1129擾
121杖

かつて保谷にあった民族博物館の野外展示施設


