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　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 保谷庁舎凡例

　場 羽村市生涯学習センターゆとろぎ
（羽村市緑ヶ丘１－１１－５・札０４２－５７０
－０７０７）ＪＲ青梅線羽村駅東口徒歩８分
　内 （１）講演　林家うん平さ

ん（落語家）
『うん平の人権講話～涙と笑いの人権
ばなし』（講演４０分、落語２０分）

（２）映画の上映『ディアドクター』（日
本語字幕付き、１２７分）
※託児室（要予約）、手話通訳、要約筆記
有り、入場無料
　定  ８４０人（先着順）
　問 ①東京都総務局人権部
（札０３－５３８８－２５８８）
②東京法務局人権擁護部
（札０３－５２１３－１３６５）
③羽村市総務部庶務課　
（札０４２－５５５－１１１１）
◆協働コミュニティ課 　保 
（札４３８－４０４６）

　介護保険で住宅改修工事や福祉用具
のレンタル・購入ができることをご存

知じですか。介護保険で利用可能な福
祉用具を実際に手にとって見ることの
できるコーナーや、住宅改修工事の実
例をパネル展示します
◆高齢者支援課 　田 （札４６０－９８３７）

□演目　 阿  刀  田  高 作「長い旅」、
あ とう だ たかし

 木  村  裕  一 作「どしゃぶりのひに」ほ
か

き むら ゆう いち

□公演　保谷朗読ボランティアの会
　定  ７０人（先着順）
◆保谷駅前図書館（札４２１－３０６０）

６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　４６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、６月１
日昇～１０日昭（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通に限られます）
※飲食物・動植物などの販売不可。
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

エコプラザ西東京で開催されるイベントです！

★多摩六都科学館　ボランティア募集

　子どもと遊ぶのが好きな方、科学
教育に興味のある方、庭の手入れな
ど得意な方、科学館のボランティア
をしてみませんか（活動は無償。ボ
ランティア保険に加入）。
□募集期間　５月１日松～３０日掌
　定 ３０人程度（①一般ボランティア、
②ガーデニングボランティア、③ジ
ュニアボランティア）
※募集要領、申込書の配布は多摩六
都科学館、市役所、図書館、公民館
などに置いてあります。　HP からも
ダウンロード可。
　問 多摩六都科学館（〒１８８－００１４　　
芝久保町５－１０－６４・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。

５月

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

        平成２２年度憲法週間行事        
     「講演と映画の集い」

5 6状
午後１時３０分～５時１０分
羽村市生涯学習センター
ゆとろぎ

　　　大人におくる朗読会
「耳からの読書」を楽しんでみませんか？

522穣 午後２時～４時
保谷駅前公民館
※当日直接会場へ

住宅改修・福祉用具展示会

5 １８日：午前１０時～午後５時
１９日：午前９時～午後３時
田無庁舎２階

18杖・
19浄

５月２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、地元産の野菜・カステラの販売※当日、地元産の野菜・カステラの販売、、
お茶碗のリサイクルがありますお茶碗のリサイクルがあります。。
◆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

■特別整理休館のお知らせ
　蔵書点検のため、各図書館とも順
次１週間ずつ、休館します。該当館
以外は開館していますので、そちら
のご利用をお願いします。

◆中央図書館（札４６５－０８２３）

特別整理休館期間館名

５月１７日捷～２４日捷中央図書館（新町含む）

５月２４日捷～３１日捷保谷駅前図書館

５月３１日捷～６月７日捷柳沢図書館

６月７日捷～１４日捷ひばりが丘図書館

６月１４日捷～２１日捷芝久保図書館

６月２１日捷～２８日捷谷戸図書館

興緩りの畑の学校～畑をまるごと食べるエコおにぎり
　時 ５月１６日掌午前１０時３０分～午後０時３０分
　内 地元の農家さんの畑を見学。野菜づくりでできる間
引き野菜でエコふりかけをつくって、おにぎりにしま
す。
　対 ５歳以上の親子
　￥ ５００円（材料費、保険代、テキスト代込み）
　持 エプロン、三角きん、手拭きタオル、畑の見学がで
きるよう運動靴、帽子
□主催　 緩 り（エコプラザ西東京登録団体）

ゆる

興にょきにょきワークショップ　リサイクルアー
トスペース～第１回「いろいろな素材であそぼう」
　時 ５月１５日松午後１時３０分～３時３０分
　内 企業廃材など魅力的なリサイクル素材を使って、自
由でのびのびとした発想で造形表現をします。

　対 ・　定 市内在住、在学の４歳～小学３年生とその保護
者・１５組
　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」、エコプラザ登録団体「レッジョ教育を広める
会＠キオッチョラ＠」ほ

か

　申 いずれも、５月２日掌
午前９時から電話・ファ
ックス・Ｅメールで、講
座名・名前・住所・電話
番号・年齢（学年）・保護
者名を明記し、下記へ
（先着順）。
　問 エコプラザ西東京
（札４２１－８５８５・胃４２１－８５８６・
死ecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp）

◆おはなしおばさんのおはなし会　２日掌午
前１１時／どなたでも　◆にこにこおはなし会　
今月はおやすみです　◆サンサンおはなし会　
１６日掌午前１１時／３歳児から対象　◆おはなし会　
６・１３・２７日昭午後３時３０分／３歳児から対象
◆田無公民館まつり わくわくドキドキ紙芝居
スペシャル！　８日松午前１１時／おはなしコー
ナー／みみぃちゃんの紙芝居公演

中 央
札４６５－０８２３

火～金午前１０時～午後８時
土・日・祝午前１０時～午後６時

◆はじめてのページ　１８日昇午前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　１４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　１４日晶午後３時３０分／３歳児から対象　◆お
はなしのへや　１・１５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・祝午前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　１９日昌午前１１時／１歳～
２歳児とその保護者対象　◆おはなし会　１２・２６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かい　１３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　７・１４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　８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　７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　１日松午前１１時／
講座室／３歳児から対象　◆おはなしひろば　
１９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　１２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

３日捷、４日昇、５日昌、１０日捷、１７日捷、２４日捷、
３１日捷　＊中央図書館と保谷駅前図書館は、３日
捷、４日昇、５日昌は開館しています。（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。＊５月１７日捷～６月２８日捷まで、特別
整理のため順次休館させていただきます。詳細
は、右記をご覧ください。

休 館 日

昨年のワークショップの様子


