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　東大演習林で、木の幹や葉や花を見
て、さわって、においをかいで、木と
友達になろう。
　内 【初級コース】　身近にある樹木を中
心とした入門コース。
【中級コース】　身近な樹木の数を増
やした発展コース。
　対 ・　定 小学３年生～中学３年生、小学
２年生以下は保護者同伴・２０組
　￥ ３００円（同伴者は無料）
　持 弁当、水筒、ノート、鉛筆、下敷き、
虫除けスプレー
　申 はがきまたはファックスに、氏名・
住所・電話番号・学年・希望コース・
同伴者氏名を記入し、６月４日晶まで
に、〒１８８－０００２　緑町１－１－８　
東京大学演習林田無試験地　「西東京
市子ども樹木博士を育てる会」・胃４６１
－２３０２へ（先着順）。
　問 西東京市「子ども樹木博士」を育て
る会　(札４６１－１５２８  演習林）
□共催　東京大学演習林田無試験地、
東大農場・演習林の存続を願う会
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

　国では、毎年６月２３日～２９日に「男
女共同参画週間」を実施し、各種行事
や広報啓発活動を行います。
　市でも下記の事業を開催します。
興パネル展　「見つけよう！私のワー
ク・ライフ・バランス」
　時 ６月２３日昌～７月４日掌
　場 住吉会館
興講演会「パパの極意」
～仕事も育児も楽しむ極意～
　時 ７月４日掌午後２時１５分～４時１５分
（午後１時４５分開場）
　場 住吉会館
　講 安藤　哲也さ

ん（ＮＰＯ法人ファザ－
リング・ジャパン代表理事）
興パパと子どものふれあい講座
～えほんうた・あそびうたライブ～
　時 ７月２４日松午前１０時～正午
　場 住吉会館
　講 西村　直人さ

ん（ＮＰＯ法人えほんう
た・あそびうた代表理事）

興初心者のための基礎から学ぶ
　パパご飯教室　
　時 ８月７日松午前１０時～午後１時
　場 消費者センタ－
　￥ ８００円
　講 滝村　雅晴さ

ん（㈱ビストロパパ代表
パパ料理研究家）
　申 いずれも６月２日昌午前９時から電
話受付。
□保育　
　対 生後６か月以
上の未就学児
　定 各１５人
（先着順）
※定員になりし
だい締め切り
※内閣府でも、
各種行事や広報啓発活動を行います。
詳細は下記　HP を。
　HP  http://www.gender.go.jp/
◆協働コミュニティ課（札４３９－００７５）

※年間活動費として大人３，６００円、小人１，５００円で会員登録ができます（家族会
員５，０００円もあり）。
□レンタルテニスコート（団体登録必要）
会員・非会員ともに、平日…１時間１，２００円、松・掌・抄…１時間１，５００円
　問 ・　申 にしはらスポーツクラブ
（西原町４－５－６西原総合教育施設内・札４６７－９９１９・胃４６７－９９２１）

※詳細は、下記へお問い合わせください。

参加費定員対　象日　時教室名

会員１回３００円
（非会員１回５００
円で体験参加可）

２０人

大人

毎週昇 午後７時～８時３０分ヨガ

２０人毎週昇 午前１０時～１１時３０分トータルフィットネス
（ゴムバンド体操ほ

か）
※１クール
会　員４，２００円
非会員５，６００円

２５人（初級者）１クール７回
  晶 午前１０時～正午

バドミントン
教室 ※１クール

会　員３，０００円
非会員４，０００円

２５人（中級者）１クール５回
  昭 午前１０時～正午

各クール
会員
１，０００円×回数
非会員
１，５００円×回数

各クール
８人

一般（高校生～
大人）
ジュニア（小学４
年生～中学生）

  昇Ａ・Ｂ　昌Ａ・Ｂ　
  昭Ａ（初心者）・Ｂ　　　
  晶Ａ・Ｂ 　　　　　  
  松Ａ（ジュニア）・Ｂ
（Ａ…午前９時～１０時３０分）
（Ｂ…午前１０時３０分～正午）

テニス教室

参加費（会員）定員対　象日　時クラブ名

月１，０００円２０人小学４～５年生毎週松
午前９時３０分～１１時３０分

小学生
バドミントン

月１，０００円２０人小学３年生から毎週松 午後３時～５時３０分
毎週昌 午後３時～５時

ミニバスケッ
トボール

月２，０００円２０人幼児～大人毎週掌 正午～午後３時ステージダンス

　異文化の中で生活するストレスや不安
について考え、地域ではどのような支援を
することができるかを学びます。
　定 ６０人
　講  石  塚 　 昌  保 さん（四谷ゆいクリニック）

いし づか まさ お

◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０）

　時 ・　内 ６月１５日昇・２９日昇種まきなど、
７月関連学習、８月ひまわり迷路公
開、９月収穫、１１月搾油を予定（天候・
ひまわりの育成状況により日程を変更
する場合あり）。
　場 東大生態調和農学機構（旧東大農場）
　対 ・　定 原則として市内在住・在勤・在
学者・３０人（先着順）
　申 往復はがきに、①住所　②氏名（ふ
りがな）　③年齢　④電話番号を記入
し、６月１１日晶（消印有効）までに、
〒１８８－００１２南町５－６－１８市民協働
推進センターゆめこらぼ「ひまわり事
業」参加者募集係へ。
　問 市民協働推進センター
（札４９７－６９５０・胃４９７－６９５１、
死yumecollabo@ktd.biglobe.ne.jp）
◆協働コミュニティ課 　保 （札４３８－４０４６）

　精神障害のある方を支援するボラン
ティアを育成するための講座を開催し
ます。受講後ご希望の方は、支援セン
ター・ハーモニーの講座（精神保健福
祉に関する講座）やイベントなどに参
加することができます。
　内 １日目：ボランティアの心構え、当
事者の体験談な

ど

２日目：精神保健福祉の現状、ボラン
ティアの体験談な

ど

　定 １５人（２日間とも参加できる方）
　申 要事前申込み、先着順
　問 支援センター・ハーモニー
（札４５１－６５６６、胃４５１－６５６７）
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３３）

　対 市内在住・在勤・在学者
　申 ・　問 ７月５日捷午後４時までに所定
の申込用紙で、スポーツセンター内Ｎ
ＰＯ法人西東京市体育協会事務局（札
４２５－７０５５　月～金曜日午前９時～午
後４時）に直接持参。
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）　

　多摩北部都市広域行政圏協議会（小
平市・東村山市・清瀬市・東久留米市・
西東京市）で開催します。
□応募資格　①各音楽大学長または学
部長推薦の大学生　②大学、大学院、
専攻科または研究科などで音楽を専攻
した卒業者およびこれに準ずる３０歳ま
での方（平成２２年４月１日現在）
　時 【オーディション】８月５日昭午前
１０時～午後３時３０分（予定）　
【コンサート】１０月１７日掌午後２時開演
　場 東村山市立中央公民館
　申 参加申込書を７月９日晶までに、〒
１８９－００１４東村山市本町２－３３－２東

村山市立中央公民館へ郵送または直接
持参。※申込書は企画政策課（田無庁舎
３階）で配布。
　問 東村山市立中央公民館（札０４２－３９５
－７５１１）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

  第１６回 子ども樹木博士認定会
「子ども樹木博士」に挑戦しよう！ 

6 6擾
午前９時～午後４時
東京大学演習林田無試験地

　　　　　講演会 
「地域社会における外国人の居場所」

613擾 午後１時～３時
田無庁舎
※当日直接会場ヘ

精神障害のある方を支援する
ボランティア育成講座

6 １７日：午後１時３０分～４時
１８日：午前１０時３０分～午後３時
田無総合福祉センター

17状・
18畳

　　　市の花「ひまわり」の
種まきから搾油を体験してみませんか！

第１０回西東京市総合体育大会
陸上競技参加者募集

725擾 武蔵野市陸上競技場

６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。。
◆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

■７月４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 田無庁舎市民広場
□募集区画　７５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通に限ります）。
※飲食物・動植物などの販売不可。
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

「にしはらスポーツクラブ」会員・教室参加者募集
総合型地域スポーツクラブ

第１７回多摩六都フレッシュ
コンサート出演者募集

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
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安藤哲也さ
ん

【お詫び】
　６月の「りさいくる市」出店者募集日が６月
１日昇～１０日昭となっていましたが、５月１日
松～１０日捷の誤りでした。お詫びします。


