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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

　内 留学生と一緒に各国の言葉を覚えて
劇をしたり、理想の島を考えます。
　対 ・　定 市内在学の小学３～６年生・４０人
　講 佐 木々一也さ

ん（ＮＰＯ法人国際ボラン
ティア２１）
　￥ １，０００円
　申 ７月１５日昭（必着）までに、ファッ
クスまたは下記　HP で申し込み。
※詳しくはチラシをご覧ください。
　問 ・　申 ＮＰＯ法人西東京市多文化共生
センター（ＮＩＭＩＣ）（札・胃４６１－０３８１・
死 event@nimic.jp）
　HP  http://www.nimic.jp/moushikomi/
◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０）

　対 市内在住・在学の小学３・４年生
　定 ３・４年生の部・各２４チーム（先着順）
※選手登録人数１２～２０人、試合人数１２
人（いずれも女子３人以上を含む）
□申込用紙配布　各学校、スポーツ振
興課または市　HP からダウンロード。
※必ず実施要項をご確認ください。
　申 所定の参加申込書・メンバー表と官製
はがきを７月１日昭～１５日昭午後５時
までに、スポーツ振興課（保谷庁舎３階）
に直接持参。
※審判の派遣は各校２日を上限（日程に
よりお受けできない場合があります）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

■８月１日掌の「りさいくる市」
　フリーマーケット出店者募集
　申 ７月１日昭～１０日松（消印有効）
　詳細は市　HP をご覧ください。
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

　対 市内在住・在勤者の定年退職された
方、これから定年退職を迎える方、地
域参加を待っている活動団体、定年後
の地域活動に関心のある方
　定 １０人（先着順）
　講 嶋田節男さ

ん（東村山懇団塊）
　申 電話・ファックス・Ｅメールで、氏名
（ふりがな）・住所・電話番号を明記し、
７月２２日昭までに、市民協働推進セン
ターゆめこらぼ「トークサロン」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）

　対 市内在住の満６５歳以上の方で、要支
援・要介護の認定を受けていない方
　定 １５人（多数の場合抽選）
　講 ＮＰＯ法人フラワーセラピー研究会
　￥ 各日１，０００円（材料費）
　申 はがきに、住所・氏名・年齢・電話
番号を明記し、７月１６日晶（必着）ま
でに、〒２０２－８５５５市役所高齢者支援
課地域支援係「フラワーセラピー担当」
へ郵送
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２９）

　対 市内在住・在勤・在学者１０人以上で構
成するチーム
□区分　①小学１～４年生の部　②小
学５～６年生の部　③親子などの部
（小学４年生以下が４人以上含む大人
との混合チーム、障害者とその関係者で
構成するチーム）
　申 ファックスで、所定の申込用紙を７月
１５日昭までに、ＮＰＯ法人西東京市体
育協会事務局へ。
　問 ＮＰＯ法人西東京市体育協会事務局
（札・胃４２５－７０５５）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　対 午前の部…３歳から未就学児
　午後の部…小学生
　定 ・　￥ 各回５０人程度（先着順）・５００円
　申 往復はがきに、希望日時・保護者氏
名・住所・連絡先（電話番号・メー
ル）・お子さんの氏名・生年月日・お子
さんの身長・アレルギーの有無（食品
名）・左利きかどうか・応募動機を明記
のうえ、７月分は７月１５日昭、８月分
は８月２０日晶までに、〒２０２－００１１泉
町３－１２－２５パスレル保谷１階　生活
クラブ保育園ぽむ内ワーカーズ・コレ
クティブちろりん村へ
　問 ワーカーズ・コレクティブちろりん村
（死 chirorinmura@mbn.nifty.com）
※携帯メールも可。
◆協働コミュニティ課 　保 （札４３８－４０４６）

敢中央図書館
　時 ①７月２３日晶　②２７日昇午後１時３０
分～４時３０分／　対 ・　定 ①小学４～６年
生・６人　②小学５年生～中学生・６人
柑保谷駅前図書館
　時 ７月２３日晶①午前１０時～午後１時　
②午後２時～５時／　対 ・　定 ①小学４～
６年生・３人　②小学４～６年生・６人
桓芝久保図書館
　時 ７月２２日昭・２３日晶午後１時３０分～４
時３０分／　対 ・　定 小学４～６年生・各３人
棺谷戸図書館
　時 ７月２９日昭・３０日晶午後１時３０分～
４時３０分／　対 ・　定 小学４～６年生・各
４人
款柳沢図書館
　時 ①７月２２日昭　②２３日晶午後１時３０
分～４時３０分／　対 ・　定 ①小学５年生～
中学生・６人　②小学４～６年生・６人
歓ひばりが丘図書館
　時 ①７月２２日昭　②２３日晶午後１時３０
分～４時３０分／　対 ・　定 ①小学４～６年
生・６人　②小学５年生～中学生・６人
　申 ７月２日晶～１１日掌に、希望する図
書館へ来館（月曜休館日）※電話不可。
※申込多数の場合、市内在住・在学者、
申込者本人であること、初めての方優
先。※１人１館※応募者全員に、決定
内容を電話で連絡。
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

□集合　碧山小学校（正門）
　場 保谷正明さんの畑（中町）
　対 ・　定 市内在住の小学生の親子・３０組
　持 弁当・水筒・筆記用具・はさみ・帽子・軍
手・レジ袋
　申 ７月７日昌午前９時から電話で、Ｊ
Ａ東京みらい保谷支店指導経済課（札
４２１－６４７９）へ（先着順）。　
□主催　ＪＡ東京みらい西東京地区青
壮年部
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４４）

　対 ・　定 市内で活動しているNPO法人や
市民活動団体、市民活動に興味をお持
ちの方・４０人（先着順）
　講 久住剛さ

ん（パブリックリソースセンター
代表理事）
　申 電話、ファックス、Ｅメールで、住所・
氏名（ふりがな）・団体名・連絡先（電話・
ファックス・Ｅメール）を明記し、７月
１５日昭までに市民協働推進センターゆ
めこらぼ「市民活動ネットワーク」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）

ＮＰＯ等企画提案事業
「こども料理検定」

7 午前の部・１０時～正午
午後の部・１時～３時
エコプラザ西東京

19常・
829擾

やってみよう“一日図書館員”

ゆめこらぼトークサロン
～定年退職前後に地域参加を考える～

724穣 午後７時～８時３０分
イングビル

ＮＰＯ企画提案事業・世界の留学生と

“ひょうたん島ワークショップ”

７月
建にょきにょきワークショップ
『ボクの色、わたしの色に出会う』
　時 ・　場 ７月１７日松午後１時３０分～
３時３０分・エコプラザ西東京　
　対 ・　定 市内在住、在学の４歳～小
学３年生とその保護者・１５組
□協力　レッジョ教育を広める会
＠キオッチョラ＠・レッジョ武蔵
野プロジェクトほ

か

　申 ７月３日松午前９時から電話・フ
ァックス・Ｅメールで名前・住所・電
話番号・年齢・保護者名を添えて下
記へ
　申 ・　問 エコプラザ西東京
（札４２１－８５８５　胃４２１－８５８６
糸 ecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp）

ティーボール市民交流大会

731穣 午前８時３０分集合　　　
早稲田大学東伏見準硬式
野球場

ＮＰＯ・市民活動ネットワーク
～市民活動にとってネットワークとは～

717穣 午後２時～４時
イングビル

７月４日掌

田無庁舎市民広田無庁舎市民広場場
※当日、地元産の野菜※当日、地元産の野菜・・

カステラの販売、お茶碗のリサイクルカステラの販売、お茶碗のリサイクル、、
猫の里親探し・譲渡会があります猫の里親探し・譲渡会があります。。
◆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

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。

◆おはなしおばさんのおはなし会　４日掌午
前１１時　◆にこにこおはなし会　１６日晶午前１１
時　◆サンサンおはなし会　１８日掌午前１１時　
◆おはなし会　毎週木曜日午後３時３０分

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　１日昭午前１１時／下保谷
児童館　
◆ちいさなおはなしひろば　９・２３日晶午前１１時
◆おはなしひろば　９・２３日晶午後３時３０分　
◆おはなしのへや　３・１７日松午後３時３０分

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
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　７・２１日昌午前１１時　◆
おはなし会　１４・２８日昌午後３時３０分　◆おかあさ
んとおこさんのおはなしかい　１日昭午前１１時

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　２・９日晶午前１１
時　◆わくわくドキドキ紙芝居スペシャル　
１０日松午前１１時　◆おはなしひろば　毎週水曜
日午後４時

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　２日晶午前１１時
◆おはなしひろばサタデー　１０日松午前１１時
◆なつのおはなしひろば　２１日昌午後４時

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　１４日昌午後３時３０分／新町
児童館

新 町 分 室
札０４２２－５５－１７８３
水～土午後１時～５時

５日捷、１２日捷、１９日捷、２０日昇、２６日捷
※中央図書館と保谷駅前図書館は、１９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

季節の作品づくり
～花ともっと仲良く～

7 午後1時３０分～３時３０分
毎月第４火曜日（全４回）
住吉老人福祉センター

27杖～
1026杖

第２３回ちびっ子農業教室
　～親子で農業体験～

717穣 午前９時３０分～午後２時
（受付：午前９時）
※雨天中止・駐車場はありません

第１０回小学生ドッジボール大会
３・４年生大会

9 ①３年生の部②４年生の部
午前９時～午後５時
スポーツセンター

4穣
5擾

①

②

8 午後１時～４時
きらっと

6畳・
7穣


