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　1１月３日抄に行
われた２００９Ｊリーグ
ヤマザキナビスコカッ
プで優勝し、FC東
京が手にした優勝カ
ップを展示します。

◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　多摩六都フェアのアンサンブル講座か
ら誕生したバンドによる、コンサートです。
□演奏曲　クリスマス ソング メドレーな

ど

□出演　ドリーム　ウエスト　ウインド　
オーケストラ、ウインズ　パストラーレ
　問 合同演奏会実行委員長 　西原
（札４２４－４４８１）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　世代間交流事業の一環として住吉会
館ルピナスを利用されている団体や個
人の方々の作品展示会です。
　問 住吉会館総合事務室（札４２５―６７００）
◆子ども家庭支援センター
（札４２５－３３０３）

　市内野球チームを対象とした野球教
室です。
ぜひ、見学に来てください。
□主催　市教育委員会、早稲田大学競
技スポーツセンター、多摩東部少年野
球リーグ
□協力　早稲田大学野球部、早稲田大
学準硬式野球部
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

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　６日掌午前１１時
／どなたでも　◆にこにこおはなし会　１８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　２０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
★クリスマス会　１７日昭午後３時３０分／おはなしコー
ナー／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　３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　１１・２５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　１１・２５日晶午後３時
３０分／３歳児から対象　◆おはなしのへや　５・１９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
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時から。どなたでも。
★クリスマスおはなし会　１７日昭午後４時／おはな
しコーナー／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　２・１６日昌午前１１時／１歳～
２歳児とその保護者対象
◆おはなし会　９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クリスマスおはなし会
１０日昭午前１１時／１～３歳児までとその保護者対象
★冬のおはなし会　１６日昌午後３時３０分／３歳児から
対象　★音楽とおはなしのクリスマス会　１２日松午
後２時／谷戸公民館視聴覚室／どなたでも

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　４・１１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　１２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
★クリスマスおはなしひろば　１６日昌午
後４時／柳沢公民館／３歳以上

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　４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　１２日松午前
１１時／講座室／３歳児から対象
★クリスマスおはなしひろば　１６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　９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

７日捷　１４日捷　２１日捷　２３日抄　２８日捷か
ら１月４日捷
＊中央図書館と保谷駅前図書館は、２３日抄は
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

１２月

　子どもから大人まで、みんなで一緒
に楽しめるクリスマスイベントです。
　内 キャンドルホルダーづくり、松ぼっくりツ
リー作り、ピアノ・ギターの弾き語り、アコ
ースティックライブ、サンタさんからプレゼ
ント、キャンドル点灯式ほ

か

※チビッコプレイルームもあります。
□出演　Ｃａｎａ、雨
道ほか多数
　持 マイカップ
（ドリンク無料）
　申 ・　問 エクラアニマル
（札４６５－９３３１）
□主催　キラキラ西東京
◆環境保全課 　保 （札４３８－４０４２）

興小平市
「ヤング・ダンスフェスティバル」
　時 １２月２７日掌午後２時３０分開演
　場 ルネこだいら
　内 多摩六都圏域５市の高校生によるダ
ンス
　問 小平市教育委員会教育部生涯学習推
進課（札０４２－３４６－９８３４）
興清瀬市
　「高校生写真展」
　時 １月１０日掌～１５日晶午前９時～午後
７時（最終日は午後４時まで）
　場 清瀬市郷土博物館
　内 多摩北部地区を中心とした高等学校
の写真部作品展
　問 清瀬市教育委員会生涯学習スポーツ
課（札０４２－４９５－７００１）
興東村山市
「ヤングライブフェスティバル」
　時 ２月１４日掌午前１１時（予定）
　場 東村山市立中央公民館
　問 東村山市教育委員会社会教育課
（札０４２－３９３－５１１１　内線３５１３）
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

2010年の幕開けを七福神めぐりで！
□コース　田無駅～春日駅下車～東京
ドーム「福禄寿」～源覚寺「毘沙門天」～
福聚院「大黒天」～伝通院「徳川家婦人
ゆかりの古刹」～真珠院「布袋尊」～宗
慶寺「寿老人」～極楽水「弁財天（女）」～
徳雲寺「弁財天（男）」～深光寺「恵比寿」
～茗荷谷駅（午後０時３０分頃解散）
□距離　約４㎞
　対 小学生以上で市内在住・在勤・在学
の健康な方（小学生は保護者同伴）
　定 １２０人（先着順）
　￥ 交通費９９０円（自己負担）
　持 歩きやすい靴、服装、ザック、雨具、
タオル、飲み物な

ど

　申 往復はがきに、参加者全員の住所・氏
名・年令・性別・電話番号を明記し、１２月
１０日昭（必着）までに、〒２０２－８５５５市役
所スポーツ振興課「小石川七福神めぐりと
伝通院」係へ
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　場 田無総合福祉センター内
老人福祉センター
　対 市内在住の６０歳以上の方で、４日間
とも参加できる方
　定 ３０人　※応募多数の場合は抽選
　講 志村由里子さ

ん（健康運動指導士）
　申 往復はがきに、教室名・住所・氏名
（ふりがな）・年齢・電話番号を明記
し、１２月８日昇（消印有効）までに、
〒２０２－８５５５市役所高齢者支援課高齢
者サービス係「らくらく体操」担当へ
郵送。
※結果は、返信はがきでお知らせしま
す。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

□公演　劇団「なるにあ」
　対 ・　定 ３歳以上・５０人
　申 １２月１５日昇午前１０時から芝久保図書
館で整理券を配布します（先着順）。
◆芝久保図書館（札４６５―９８２５）

◎午前の部(午前１０時４５分から開会）
□対象区域　田無第二・ひばりが丘・
田無第三・青嵐・明保中学校の各中学
校区域在住者
◎午後の部（午後２時１５分から開会）
□対象区域　田無第一・保谷・柳沢・
田無第四中学校の各中学校区域在住者
　対 平成元年４月２日～平成２年４月１
日までに生まれた方で、市に住民登録
または外国人登録している方。
※１２月１１日晶までに案内状が届かない
場合は、下記へご連絡ください。
※現在市外にお住まいで参加希望の方
は、案内状を発送しますので、１２月２５
日晶までに下記へご連絡ください。
※式典は午前・午後に区分して行います。
案内区分に不都合がある場合は、希望
される区分に
参加ください。
※車での来場
はご遠慮くださ
い。
◆社会教育課
　保 （札４３８－４０７９）

１２月６日掌

エコプラザ西東エコプラザ西東京京
※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、地元で取れた野菜の販売があります当日、地元で取れた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

多摩六都 共有事業  　　　　　　
　青少年健全育成事業

早稲田大学野球教室

1213擾 午前８時４５分～午後３時
早稲田大学東伏見準硬式
野球場（雨天中止）

キャンドルナイト“ ０  ”     
ゼロ

～音楽で繋がるクリスマス～

1219穣 午後３時～８時
きらっと

市民体力づくり教室
～小石川七福神めぐりと伝通院～

1 5杖
午前８時３０分
田無駅北口集合
※小雨決行

高齢者のための
「らくらく体操教室」

1 毎週金曜日４回コース
午後１時４５分～３時

8畳～
29畳

人形劇「いばらひめ」

1 9穣
午後２時
芝久保公民館

成人式

111常 ①午前１０時から受付
②午後１時３０分から受付
保谷こもれびホール

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

FC東京　　　　　　　　
　ヤマザキナビスコカップ　

優勝カップの展示

ドリームとパストラーレの
ハッピークリスマスコンサート

126擾
午後２時開演
保谷こもれびホール
※どなたでも

12 午前９時～午後５時
田無庁舎　２階ロビー

2浄～
4畳

住吉会館ルピナス　展示会

12 午前９時～午後５時
（１３日は、午後４時まで）
住吉会館ルピナス

12穣・
13擾


