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　ＮＰＯ法人や市民活動団体の会計や
税務について、ＮＰＯ事業サポートセ
ンターの専門相談員が各団体のご相談
にお答えします。

　時 １１月２４日昌・２６日晶
各日午後５時～８時
（１団体原則６０分の個別相談）
　場 イングビル３階
　対 ・　定 市内の市民活動団体やＮＰＯ法
人・６団体（応募多数の場合は抽選）
　￥ １団体１,０００円
　申 電話・ファックス・Ｅメールで、①
住所　②氏名（ふりがな）　③団体名　
④電話番号　⑤希望日　⑥相談内容を
明記し、１１月１５日捷までに市民協働推
進センターゆめこらぼ「専門相談会」
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）

★マタニティコンサート

～やすらぎの調べと音の科学

　時 １１月２５日昭
　午後２時３０分～３時３０分
　内 生誕２００年のショパンやシュー
マンの名曲を中心に、絵本の朗読
や「音」をテーマにしたミニサイ
エンスショーも。
□演奏　 大  保  麗  香 さん・

おお ぼ れい か

 永  源  美  恵  子 さん
えい げん み え こ

　対 ・　定 妊婦の方とその家族・４０人
　￥ 展示室券　大人５００円、小人（４
歳～高校生）２００円
　申 はがきに、開催日・イベント名・住
所・参加者全員の氏名・年齢・電話
番号を明記し、１１月１２日晶までに下
記へ（応募多数の場合は、抽選）。
　問 多摩六都科学館
（〒１８８－００１４ 芝久保町５－１０－
６４・札４６９－６１００）

１１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。

　江戸時代の中期以降の田無村の世襲
名主である下田家の見学会です。
　代々の名主は水車を作り、製粉脱穀
を営み地域の農商業の経営や救済用穀
物として 穀  櫃 の建築、養老畑を定め収

こく びつ

穫物で得たお金を村の老人に贈るなど
数多くの業績を残しています。この役
宅では明治１６年に明治天皇が昼食をと
られ小休止されたことがありました。
　今回は、その歴史的な史跡として、
また旧田無では最も古い民家である下
田家を見学します。
□見学　建物の外からの見学になりま
す。現地にて簡単な説明を行います。
　内 ２回とも内容は同じ、見学時間は１
時間程度
　定 各回２０人程度（先着順）
　申 電話またはＥメールで、氏名・住所・
電話番号・希望日を明記のうえ、１１月
２日昇～１９日晶までに下記へ。
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９・
死syakyou@city.nishitokyo.lg.jp）

　対 ・　定 ３歳以上・５０人
□公演　劇団なるにあ
　申 １１月２日昇午前１０時から芝久保図書
館で整理券を配布（先着順）。
◆芝久保図書館（札４６５－９８２５）

　最近、こころが疲れていませんか？
過剰なストレスは心身の不調をおこし、さ
まざまな病気になることがあります。

　ストレスと上手に
付き合い、日 、々
健康に過ごすため
に、笑いのプロが
気分転換やリラッ
クスのコツを伝授し
ます。大いに笑って
ストレスを解消して
ください。

　対 市内在住者
　定 ４５０人（申込み多数の場合は抽選）
　講 三遊亭円楽　師匠
　申 はがきに、「笑いは心の栄養剤」講演
会・参加者全員の氏名（年齢）・住所・
電話番号を明記し、１１月３０日昇（必着）
までに、〒２０２－８５５５市役所健康課へ。
※１枚のはがきで１家族分申込み可。
※当選者には、１２月１０日晶までに入場
券を郵送します。
□協力　首都圏エネルギー懇談会
◆健康課 　保 （札４３８－４０３７）

■１２月５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
□募集区画数　４４区画
※申込多数の場合は抽選
※出店場所の選択は不可。
　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）を明記し、１１月１
日捷～１０日昌（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通に限る。
※飲食物・動植物などの出品は不可。
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

１１月７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、、
お茶碗のリサイクお茶碗のリサイクルルがあります。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

ＮＰＯ法人のための
会計や税務の専門相談会

人形劇公演
「ながぐつをはいたネコ」

1128擾 午後２時～３時
芝久保公民館

三遊亭円楽師匠講演会
「笑いは心の栄養剤」

114畳 午後７時～９時
市民会館

声の広報をお届けしています 知り合いで希望する方がいましたら
谷戸図書館（札４２１－４５４５）へお問い合わせください

◆おはなしおばさんのおはなし会　７日掌午前１１時
◆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
センター／絵本の読み聞かせ、紙芝居、おもしろい本
の紹介な

ど（下保谷児童センター共催）
◆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・１９・２６日晶午後３時３０分／
３歳児から対象（１９日はスペシャル。詳細は次号）
◆おはなしのへや　６・２０日松午後３時３０分／５歳
児～小学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
◆芝久保公民館まつり　２０日松午前１１時～正午（先
着５０人／当日会場へ）うきうきおはなし会１・２・３
①絵本の読みきかせ　②しりとりびっくりばこ　③こ
うさく（あかいぼうえんきょうづくり）　

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　１７日昌午前１１時／１歳～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
◆おはなしひろば　毎週水曜日午後４時（１１月
３日を除く）　絵本コーナー／３歳児から対象
※１日からシニア・コーナーが設置されました。

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　１３日松午前１１
時／３歳児から対象
◆おはなしひろば　１７日昌午後４時／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

新 町 分 室
札０４２２－５５－１７８３
水～土午後１時～５時

１日捷・３日昌・８日捷・１５日捷・２２日捷・２３
日昇・２９日捷
※３日昌・２３日昇は中央図書館と保谷駅前図書
館は、開館（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

中学・高校生年代イベント『パフォーマンス翔！笑？！SHOW!!!』出演者募集

　高校生年代スタッフが企画した、中学・高校生年代の方対象のイベントを
実施します。有名芸能人をゲストに迎え、さまざまなパフォーマンス披露を
行います。お笑い・ダンス・寸劇・コーラスなど、どんなジャンルも大歓迎！
□イベント開催日　平成２３年２月１９日松
□リハーサル日　２月４日晶・５日松
　対 市内在住または近隣中学・高等学校の
生徒・高校生年代の個人・グループ
　申  Eメールで１１月２日昇～１９日晶までに、
死 jidoukan@city.nishitokyo.lg.jpまたは下
記へ電話。
※応募状況・内容によっては出演できな
い場合もあります。
◆中町児童館（札４２２－８８００）・田無柳沢児童センター（札４６４－３８４４）

旧下田名主役宅の見学会

11 午後２時～３時
旧下田家名主役宅
（田無町２丁目）

26畳・
27穣

昨年のイベントのようす

三遊亭円楽師匠


