
11月1日号

NOV 2010 9FM西東京（８４．２ＭＨｚ）で、西東京市の「市からのお知らせ」を放送しています。

③１月１５日松午後１時３０分～３時３０分
「加害者とはどんな人なのか」
　講 竹内ゆき子さ

ん（加害者プログラム講師）
④２月１９日松午後１時３０分～３時３０分
「ＤＶの影響を乗り越える」
　講 西山さつきさ

ん（ＤＶカウンセラー）
⑤３月５日松午後１時３０分～３時３０分
「わたしがわたしであるために」
　講 西山さつきさ

ん

　場 住吉会館
　対 ・　定 ＤＶ（夫や恋人からの暴力、モ
ラルハラスメント）被害体験のある女
性・２０人（先着順）
　申 １１月２日昇午前９時から下記へ電話。
□保育
　対 ・　定 生後６か月以上の未就学児・１５
人（先着順）
　申 １１月２日昇午前９時から下記へ電話。
◆協働コミュニティ課（札４３９－００７５）

　飯能の山々を登るやや急なアップダ
ウンのあるコースです。
□コース　田無駅－所沢－飯能駅下車
～天覧山～多峯主山～能仁寺～飯能河
原～飯能駅（解散午後２時予定）
※距離約９㎞（約３時間）
　対 小学生以上で市内在住・在勤・在学
者（小学生は保護者同伴）
　定 ６０人（先着順）
　￥ 交通費（往復７２０円）は自己負担
　持 歩きやすい靴・服装、雨具、敷もの、
昼食、飲み物な

ど

　申 往復はがきで、参加者全員の住所・
氏名・性別・年令・電話番号を明記の
うえ、１１月１０日昌（必着）までに、〒
２０２－８５５５市役所スポーツ振興課「天
覧山～多峯主山ハイキング」係へ。
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

品で親しまれている神沢利子さんに、
作品や人生についてお話を伺います。
　定 ８０人（先着順）
　￥ １００円（資料代）
※この事業は、「子どもの読書勉強会」
と西東京市図書館の共催で行います。
◆柳沢図書館（札４６４－８２４０）

　大気中の二酸化窒素の測定を体験し
ながら、大気汚染問題について学習す
る、「二酸化窒素簡易測定の体験講座」
の参加者を募集します。
　測定に使用するカプセルの作成も行
います。
□測定日　１２月２日昭～３日晶
　申 １１月１５日捷までに、下記へ電話。
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

　王朝文学に描かれる平安の貴族達
は、どんな暮らしをしていたのでしょ
うか。知れば古典がいっそう面白くな
る貴族の生活について、「王朝の恋の
手紙たち」などの著書をお持ちの川村
裕子さんにお話を伺います。
　定 ６０人（申込順）
　講 川村裕子さ

ん（武蔵野大学教授）
　申 １１月５日晶から電話で下記へまたは
直接来館。
◆柳沢図書館（札４６４－８２４０）

　時 ・　内 
①１１月２０日松午後１時３０分～３時３０分
「リラックス法」
　講 くろかわあこさ

ん（リラクゼーション
インストラクター）
②１２月４日松午後１時３０分～３時３０分
「ＤＶとはなにか」
　講 中島幸子さ

ん（ＤＶカウンセラー）

の会
午後１時　澄山節子さ

ん

午後２時３０分　朗読サークル「川」
③１１月２０日松
午後２時　おはなしいっぱい
④１１月２７日松
午前１１時　朗読の会たまゆら
午後３時　賢治の会
終了後、エンディングイベント（参加
者有志による群読）
　場 市民会館
◆文化振興課 　保 （札４６３－５３８１）

　このスポーツ大会は、多摩六都を構
成する各市（小平市・東村山市・清瀬
市・東久留米市・西東京市）の皆さん
がスポーツを通じて相互に交流し、理
解を深めようと言う目的で始まりまし
た。構成各市から代表チームが出場
し、日ごろの練習の成果を競い合いま
す。
□予備日　１１日昭・１２日晶
□交通　①西武池袋線ひばりヶ丘駅南
口から武蔵境行きバス・田無行きバス
〈境０７・田４４〉乗車、「グランド前」で
下車徒歩３分　②西武新宿線田無駅北
口から、ひばりヶ丘駅行きバス〈境０７・
田４４〉「グランド前」で下車徒歩３分
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　『くまの子ウーフ』などの幼年童話、
『ちびっこカムのぼうけん』などのファ
ンタジーやエッセイなど、数多くの作

□演目　「妖精の丘が燃えている（アイ
ルランドの昔話）」、「三枚の札コ（日本
の昔話）」ほ

か

□公演　もぐらの会会員
　保育はありませんので、未就園児の
参加はご遠慮ください。
※この事業は「もぐらの会」と西東京
市図書館の共催で行います。
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

　市内で活動する朗読や語りのメンバー
が、思い思いの作品をたずさえて市民会
館に集合しました。晩秋の一日、静かなひ
とときをお楽しみください。
　時 ・　内 
①１１月６日松
午後１時３０分　オープニングイベント
午後２時　青年俳優座プロデュース
②１１月１３日松
午前１０時３０分　保谷朗読ボランティア

朗読フェスティバル
in　西東京市民会館

ＤＶ被害者のための
自立支援講座

市民体力づくり教室

紅葉の 天  覧  山 ～ 多  峯  主  山 
てん らん ざん と お のす やま

ハイキング

1121擾 午前８時
田無駅北口ペデストリアンデッ
キ集合※雨天時は１１月２７日松

多摩六都スポーツ大会
「ゲートボール大会」

1110浄 午前９時３０分から
東久留米市南町運動広場
（東久留米市南町１－８）

二酸化窒素簡易測定の
体験講座

1116杖 午前９時３０分から
エコプラザ西東京

図書館文化講演会
王朝の不思議な生活
～平安時代の貴族の生活～

1120穣 午後２時～４時
（１時３０分開場）
柳沢公民館

書くことは生きること
～ 神  沢  利  子 さんを囲んで～

かん ざわ とし こ

1113穣 午後２時～４時（受付１
時３０分から）柳沢公民館
※当日、直接会場へ

耳から昔話を楽しむ
～大人も昔話を楽しみましょう～

114状
午前１０時３０分～１１時３０分
中央図書館
※当日、直接会場へ

興エコダンスを踊りましょう　
ｉｎ市民まつり
　古着を再利用したアースカラーの
衣装と不用になったペットボトルで
楽しくダンスを踊ります。
　市民まつりでのパフォーマンスに
向けて練習します。当日飛び入り参
加も歓迎です。

□曲名　もったいないソングほ
か

□練習
　時 １１月６日松午前１０時～１１時３０分・
１１月１０日昌午後６時３０分～８時
　場 エコプラザ西東京
□パフォーマンス
　時 ・　場 １１月１３日松午前１１時１０分～11
時３０分・西東京いこいの森公園野外
ステージ、午後２時４０分～３時イベ
ントエリア
　対 ・　定 市内在住・在勤・在学の方・

５０人（先着順）
　講 三木美奈子さ

ん（エコプラザ西東京
協力員）
※軽い運動ができる服装と靴
　申 電話・ファックス・Ｅメールにて
講座名・氏名・住所・電話番号・年
齢を添えて下記へ（電話受付：午前
９時～午後５時）
□協力　エコプラザ西東京協力員事
業企画チーム・ダンスサークルK'sパワー
◆エコプラザ西東京
（札４２１－８５８５・胃４２１－８５８６・
死ecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp）
興環境と人にやさしい石けん作
りでエコな暮らしを学ぼう！
　内 西東京産なたね油と廃食用油から
石けんをつくり、水と環境について
学びます。
　時 １１月２８日掌午後１時３０分～４時３０分
　場 エコプラザ西東京
　定 ５０人
　￥ ３００円
　申 電話またはファックスで下記へ。
　問 西東京菜の花エコ・プロジェクト
札０９０－５３３６－２５２９（杉本）・０９０－９９６３
－６３２８（茂木）・胃４６２－８０９７（青柳）

興やさしい環境講座

□パートⅠ　身近な飲み水を知る
　時 １１月１３日松午後２時～４時
　場 エコプラザ西東京
　定 ２５人（先着順）
　内 ①教えて西東京の水道水
②水の飲み比べ体験。どれがおいし
い？
　講 東京都水道局職員（都出前講座）　
□パートⅡ　東村山浄水場バス見学
会～水道水から環境を考える～
　時 １１月２５日昭午後２時～４時
□集合　午後１時・田無庁舎１階
　場 東村山浄水場
　定 ２５人（先着順）
　内 「おいしい水東京水」ができるま
でを見学しましょう。
　申 電話またはＥメールで下記へ。
　問 はちどりの会（札４６５－１９５９（金
成）・死shibakimi@jcom.home.ne.jp）

興とーちかーちアトリエ

　塾などの学習活動のみに限られが
ちな小・中学生に表現活動をする場
所を提供します。リサイクル素材を

使ったアートを通じて子どもたちの
集中力や表現力を伸ばします。
①プランターに花を植えよう！
　時 １１月１２日晶　
　エコプラザのプランターに絵を描
き、エコたい肥を使って花を植えま
す。
②和紙作り
　時 １１月２６日晶　
　ミキサーにかけた段ボールやシュ
レッダーにかけた不要チラシなど
で、薄い和紙を作ります（次回、招
き猫製作に使用）。
　￥ １回１,３００円（内容により変更あり）
月額２,５００円（月２回）、入会金５００円
※入会時に絵の具セット（３,０００円）
を購入していただきます。
　対 小学１～３年生：午後３時～５時
小学４年生～中学生：午後４時～６時
　場 エコプラザ西東京
　講 高島永二さ

ん・高島美希さ
ん（子どもア

トリエ主催経験あり）
　申 Ｅメールまたはファックスで下記へ。
　問 ワーカーズ・コレクティブちろり
ん村（胃４２５－０７８８・死chirorinmura
@mbn.nifty.com）

「三枚の札コ」

昨年のゲートボール大会のようす


