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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

★プラネタリウム生解説番組
～ 南十字星と南半球の星座 ～

　時 ３月２日昇～４月２７日昇
　内 南半球で見られる南十字星や、
カメレオン座、はえ座など珍しい
星座を紹介します。
　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】
※投影時間、休館日など詳細は、
お問い合わせください。
◆多摩六都科学館（札４６９－６１００）

□賞品　参加賞・優勝・準優勝
　申 申込用紙・参加費を、３月１６日昇ま
でに、にしはらスポーツクラブへ直接
持参（申込用紙は、にしはらスポーツ
クラブで配付。月曜日は休み）。
　問  にしはらスポーツクラブ（札４６７－９９１９）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　市では、東京しごと財団との共催に
より若者の皆さんの就業を支援するた
め、セミナーを開催します。
　内 ①上手な就職活動の準備と進め方
②自己分析と強みの発見
　対 ・　定 おおむね３４歳以下の方・２０人
　申 下記へ電話（先着順）　
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

　時 ４月～平成２３年３月（予定）
　対 市内在住の６０歳以上の方
　場 ・　定 下表参照（定員を超えた場合は新
規の方を優先し抽選。申込人数により、
教室間の調整あり）。
　申 ３月１日捷午前９時から６日松午後
５時までに直接各会館へ（電話による
受け付けは行いません）。
※１人１教室。
※教材費など自己負担の場合あり。
※隔週受講の場合あり。

※教室Ａ：午前９時４０分～１０時３０分
　教室Ｂ：午前１０時４０分～１１時３０分
　教室Ｃ：午前１１時４０分～午後０時３０分
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

写真資料から写真パネルを郷土資料室
で展示します。
　大正・昭和の学校や子どもたちの様
子。道・駅舎・暮らしの情景や田無駅
南口の開発風景など、今はなくなって
しまった姿をご覧ください。
　問 郷土資料室（西原総合教育施設２階）
（札４６７－１１８３　※毎週捷・昇休室）

◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

　市内の中学・高校生が企画・運営す
るダンス・バンドのコンサートを開催
します。ぜひ、応援に来てください。
　問 実行委員会事務局・嶋田
（札４６４－２９０９）

◆児童青少年課 　田 （札４６０－９８４３）

□参加資格　市内在住・在勤者および
クラブ会員
□募集　２４チーム（１チーム６人まで
エントリー可）
□参加費　クラブ会員…１人３００円・　
一般市民の方…１人５００円
□競技種別　①一般の部（コート内に
男子１人まで可）②シニアの部（コー
ト内４人の合計年齢２３０歳以上）
※組み合わせ抽選は大会当日に行います。
□競技方法　日本バレーボール協会ソ
フトバレーボール競技規則に準ずる。

　定 １５０人
　講 平井茂夫さ

ん（入間平井クリニック医
師・精神保健指定医・日本老年精神医
学会指導医）
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２９）

　市と市民組織「まちの美化と安全を
推進する事業市民会議」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。
　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
※ゴミ袋などは市で用意します
※雨天中止（当日午前６時３０分および
午後４時３０分に最終決定）。
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

　市内のコミュニティ放送局エフエム
西東京の有賀達郎さんをお迎えし、
「コミュニティ放送って何？」という
基礎知識から、地元ラジオ放送の情報
発信や裏話、市民活動団体がメディア
を有効活用するコツとメリットなどを
話し合います。
　定 １０人（先着順）
　申 電話・ファックス・Ｅメールで、①
氏名（ふりがな）　 ②住所　 ③電話番
号を明記し、３月１５日捷までに市民協
働推進センターゆめこらぼ「トークサ
ロン地域メディア編」係へ
　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）

　図書館で所蔵している田無と保谷の

　西東京市戦災パネルの完成を記念し
て、展示会を行います。
興保谷第一小学校（下保谷１－４－４）
　時 ３月１日捷～８日捷午前９時～午後
３時
□おはなし会と講演　６日松午後２時
　内 紙芝居「タイムスリップ」上演ほ

か

　講 黒木おさむさ
ん（田無絵本を考える会）

興田無第三中学校（西原町３－４－１）
　時 ３月４日昭午後３時３０分～６時・
５日晶午後０時１０分～３時
※文化発表会の一環として展示します。
□主催　非核・平和をすすめる西東京
市民の会
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　多摩六都フェア『初歩からのアンサ
ンブル講習』から誕生した吹奏楽団が
コンサートを開催します。
□演奏曲　「威風堂々」第一番ほ

か

□出演　ドリーム・ウェスト・ウィン
ド・オーケストラ
　問 佐藤（札４７４－１４０７）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　内 認知症の症状、高齢者のうつの症状
と対応、予防について

多摩島しょ子ども体験塾
「西東京市戦災パネル展」

ポイ捨て・路上喫煙防止キャンペーン
～ボランティア募集～

318状 午前７時３０分～８時
午後５時３０分～６時
集合：保谷駅北口ロータリー

トークサロン～地域メディア編～
ぐっと身近なコミュニティ放送局

318状 午後７時～８時３０分
イングビル

なつかしの田無・保谷
写真展
午前１０時～午後５時
（入室は４時３０分まで）
郷土資料室

　（２２・２３日を除く）

319畳～28擾

ミュージック☆パーティ・イン
西東京市８ｔｈ

321擾 午後２時開場・２時３０分開演
市民会館（当日直接会場へ）
※入場無料

にしはらスポーツクラブ
「第５回ソフトバレーボール大会」

322常 午後１時～４時
きらっと

若者向け就職活動基本セミナー

323杖 午後１時３０分～３時３０分
田無庁舎

高齢者のための「健康体操教室」
～元気な仲間と健康づくり～

□　平成２２年度　健康体操教室

定員教室名曜日会館名

各５５人
Ａ第１～４

火曜日
住吉老人
福祉センター Ｂ

Ｃ

各３５人
Ａ第１～４

金曜日
下保谷
福祉会館 Ｂ

Ｃ

各３５人
Ａ第１～５

月曜日
新町
福祉会館 Ｂ

Ｃ

各５０人
Ａ第１～４

火曜日
富士町
福祉会館 Ｂ

Ｃ

各４５人
Ａ第１～４

金曜日
ひばりが丘
福祉会館 Ｂ

Ｃ

“ ドリーム”ファミリーコンサート
～　２０１０  春　～

3 7擾
午後２時開演
東久留米市中央公民館
(東久留米市中央町２－６－２３）

うつ予防講演会
「認知症と高齢期のうつについて」

3 9杖
午後２時～４時３０分
コール田無
※当日直接会場へ

◆おはなしおばさんのおはなし会　７日掌午前１１
時／どなたでも　◆にこにこおはなし会　１９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　２１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　４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　１２・２６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　１２・２６日晶午
後３時３０分／３歳児から対象　
◆おはなしのへや　６・２０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／どなたでも
◆ロッキー文庫とかにむかしのおはなし会　
１３日松午前１１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　３・１７日昌午前１１時／
１～２歳児とその保護者対象　◆おはなし会１０・
２４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　５・１２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　１３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　５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　６日松午前１１時／
講座室／３歳児から対象　
◆おはなしひろば　１７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　１０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日捷・８日捷・１５日捷・２２日捷・２３日昇・２９日捷
※中央図書館と保谷駅前図書館は、２２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

３月
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。

中学生によるダンスパフォーマンス

昭和３８年頃の保谷駅周辺の様子


