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JAN 2010 7「西東京市からのお知らせ」FM西東京（８４．２MHz）　（１）午前９時～９時１５分（月～日曜日）　（２）午後８時～８時１５分（月～金曜日）

　新たに成人を迎える「はたち」の若
者を中心に、広く市民の皆さんに、か
けがえのない生命を守る血液の必要性
を知ってもらうため、「はたちの献血」
キャンペーンを実施します。
　場 伏見管理サービ
ス駐車場（東伏見
稲荷神社西側）
◆健康年金課 　保 
（札４３８－４０２１）

　お正月に家庭で使用したお飾りを持
参し、ぜひご参加ください。
※人形など、お飾り以外のものは受け
付けません。また、不燃物など燃やし
てはいけないものは、必ず取りはずし
てご持参ください。

□太鼓演奏　午後４時
□点火　午後４時２０分ごろ
　問 どんど焼実行委員会保谷第二小地区
責任者・坂本（札４６２－０５４５）

□太鼓演奏　午後２時５０分
□点火　午後３時１５分ごろ
※雨天、強風の場合は１１日抄に順延。受

付：午前１０時～正午、点火：午前１１時ごろ、

太鼓の演奏は行いません。

　問 どんど焼実行委員会明保地区責任
者・川合（札４２３－５１５８）

□太鼓演奏　午後２時３０分
□点火　午後３時３０分ごろ

※雨天、強風の場合は２４掌に順延。受付：

午前１１時～午後３時、太鼓演奏：午後１時

３０分、点火：午後２時３０分ごろ

　問 どんど焼実行委員会上向台地区責任
者・高橋（札４６９－８１８５）
どんど焼　HP  http://members2.jcom.home.
ne.jp/dondo/
　延期など開催の情報も掲載します。
□注意事項　会場となる各学校へのお
問い合わせはご遠慮ください。
※時間は、進行の都合上、多少前後す
ることがあります。
※駐車場はありませんので、車での来
場はご遠慮ください。
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　出初式は、消防団による年初めの消
防訓練です。
※当日は午前８時３０分に演習信号のサ
イレンを鳴らします。火災と間違えな
いように、ご注意ください。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

①午前の部（開会・午前１０時４５分）
□対象地域　田無第二、ひばりが丘、田
無第三、青嵐、明保中学校の各学区域
②午後の部（開会・午後２時１５分）
□対象地域　田無第一、保谷、柳沢、田
無第四中学校の各学区域
※対象者（平成元年４月２日～平成２
年４月１日に生まれた方）には案内状
を発送しましたが届いていない場合
や、市外在住で参加を希望される方は
ご連絡ください。
※案内区分に不都合がある場合は、希
望される区分にご参加ください。
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

　内 冬野菜たっぷりの重ね煮ほ
か

　対 ・　定 市内在住　２０人（初回の方優先）
　講 斉藤恵美子さ

ん（管理栄養士）
　￥ ５００円
　持 エプロン、三角巾、ふきん２枚
　申 往復はがきに、①あったか料理講座
②住所　③氏名（ふりがな）④年齢　
⑤電話番号を記入し、１月７日昭（必
着）までに〒２０２－０００５住吉町６－１
－５消費者センター「あったか料理係」
へ（応募多数の場合は抽選）
◆消費者センター（札４２５－４１４１）

　市と市民組織では「ポイ捨て・路上
喫煙防止地区」に指定している田無駅、
保谷駅北口周辺でマナー啓発・清掃活
動を実施しています。
　今回は、保谷駅北口のポイ捨て・路
上喫煙防止キャンペーンにボランティ
アとして参加してくださる市民や団体
を募集します。
　内 啓発品（ポケットティッシュ）の配
布と清掃活動
　申 前日までに下記へ電話
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

　対 ・　定 市内在住・２０人
　講 富岡　 一 さん（うどん愛好家）

はじめ

　￥ ４００円
　持 エプロン、三角巾、ふきん２枚
　申 往復はがきに、①手打うどん講座　②住
所　③氏名（ふりがな）　④年齢　⑤電
話番号を明記し、１月１２日昇（必着）まで
に、〒２０２－０００５住吉町６－１－５消費
者センター「手打ちうどん係」へ（応募多数
の場合は抽選・初めての方優先）
◆消費者センター（札４２５－４１４１）

　生産者の方に手軽に作れるおいしい
野菜料理を教えていただきます。
　内 ささみとかぶの中華炒め・里芋ごはんな

ど

　対 市内在住者（小学生以上の親子可）
　定 ２０人（連名は１件２人まで可）
　持 エプロン・三角巾・布きん

　申 往復はがきに、住所・氏名・電話番
号を明記し、１月２０日昌（必着）まで
に下記へ。
※返信はがきには、住所・氏名を記入。
連名の場合は参加者全員の必要事項を
記入し、「代表者」がわかるように記載。
※応募多数の場合は、抽選。
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

　スケート教室の講師に女子アイスホッ
ケーチーム「ＳＥＩＢＵプリンセスラビッ
ツ」の選手や早稲田大学スケート部の
方 を々迎えます。アイスホッケーのデモン
ストレーションもあります。
　対 小学生以上（小学生は保護者同伴。
リンクサイドで見学可）
　定 ２００人（先着順）
　￥ 大人３，０００円、子供２，０００円（滑走代、
貸靴代、保険代込み）
　申 １月１５日晶～２月１０日昌午後８時ま
でに、スポーツセンターにある所定の
用紙に必要事項を記入し、参加費を添
えて申し込み。
　問 スポーツセンター（札４２５－０５０５）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　バスケットボール競技を普及し、親
しんでいただくために開催します。
　対 ①市内在住・在学の小学４年～６年
生（男女混合可）　②１チーム登録人数
１０人以上１５人以内（ほかに成人の監督
およびコーチ１人ずつ）　③市内に拠
点を置くクラブチームの場合は、構成
人数の過半数が市内在住・在学の小学
生であること
　申 申込所定の用紙で１月２９日晶までに
体育協会事務局へ
　問 ＮＰＯ法人西東京市体育協会
（中町１－５－１スポーツセンター内・
札４２５－７０５５）
興代表者会議・組合せ抽選会
　時 ２月１２日晶午後６時
　場 スポーツセンター
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

消防団　出初式

110擾 午前１０時
千駄山広場（東伏見１－４）
※当日直接会場へ

みんな集まれ！「どんど焼」

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

あったか料理講座

120浄 午前１０時～午後１時
消費者センター

環境美化キャンペーン

121状 午前７時３０分～８時
保谷駅北口ロータリー
※雨天中止（当日電話連絡）

手打ちうどん講座

127浄 午前９時～午後１時
消費者センター

おいしい市内産野菜をたくさん食べよう
～料理講習会～

130穣 午前１０時～午後１時
東京みらい農協保谷支店

「はたちの献血」キャンペーン
～血液を確保するために～

献血推進協議会

　時 ２月２１日掌①午前１０時３０分～１１
時３０分「知ろう！防ごう！健康被
害」　②午後０時３０分～１時３０分
「植物と薬」　③２時～３時「薬と
の上手なつきあい方」
　対 ・　定 高校生～一般・各回６０人
　￥ 展示室券（高校生２００円、大人
５００円）
　申 はがきに、必要事項を記入し、２
月１日捷までに多摩六都科学館へ
郵送。詳しくはお問い合わせを。
　HP http://www.tamarokuto.or.jp
◆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。

１月

◆おはなしおばさんのおはなし会　１０日掌午前１１時
／どなたでも　◆にこにこおはなし会　１５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　１７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　７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　８・２２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　８・２２日晶午後３時
３０分／３歳児から対象　◆おはなしのへや　１６日松午
後３時３０分／５歳児から小学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　◆
人形劇公演「いばらひめ」　９日松午後２時／２階視
聴覚室

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　６・２０日昌午前１１時／１歳～
２歳児とその保護者対象　
◆おはなし会　１３・２７日昌午後３時３０分／３歳児から
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　８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　９
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　８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　９
日松午前１１時／講座室／３歳児から対象　
◆おはなしひろば　２０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　１３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

１日晶～４日捷、１１日捷、１２日昇、１８日捷、
２５日捷
※中央図書館と保谷駅前図書館は、１１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

午前９時３０分～１１時３０分・
午後１時～３時３０分

1 2穣

★サイエンスカフェ　 くすりと健康 
          　　　　　 共催：明治薬科大学

1 9穣
保谷第二小学校
しめ飾り受付：正午～午後３時３０分
※雨天、強風の場合１０日掌順延

123穣 上向台小学校
しめ飾り受付：午前１１時～午後３時

第１回小学生
ミニバスケットボール大会

2 スポーツセンター・
けやき小学校

21擾～
28擾

わくわくスケート教室

2 午後６時３０分～８時３０分
ダイドードリンコアイス
アリーナ(東伏見駅前）

17浄～
19畳

110擾 明保中学校
しめ飾り受付：正午～午後３時３０分


