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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

★中川達夫写真展

「地球が宇宙にとけこむとき」　　

　～北アルプス剱岳の星空～

　北アルプス剱岳一帯の稜線や峠、
河原や森の中から見上げた夜空の風
景写真です。星空を舞台に、日没か
ら日の出までに撮影した星明かりや
月明かりの写真を展示します。
　時 １２月７日昇～２６日掌
　午前１０時～午後５時
※会期中の休館日
　１２月１３日捷～１５日昌・２０日捷
　￥ 展示室券（大人５００円、４歳～高校
生２００円）
◆多摩六都科学館（札４６９－６１００）

　田無駅－高田馬場駅－田端駅下車～
東覚寺（福禄寿）～青雲寺（恵比寿）～修
性院（布袋尊）～長安寺（寿老人）～天王
寺（毘沙門天）～護国院（大黒天）～上野
不忍池弁天堂（弁財天）　距離：約５．５㎞
①スタスタコース（午後０時ごろ解散）
②ゆっくりコース（午後１時ごろ解散）
　対 小学生以上で市内在住・在勤・在学
の健康な方（小学生は保護者同伴）
　定 １２０人（先着順）
　￥ 無料（ただし交通費自己負担）
　持 雨具、タオル、飲み物、歩きやすい
靴・服装、ザックな

ど

　申 往復はがきに、参加者全員の住所・氏
名・年令・性別・電話番号と希望コース
①または②を明記のうえ、１２月１０日晶
（必着）までに、〒２０２－８５５５市役所スポ
ーツ振興課「谷中七福神めぐり」係へ
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

□企画・運営　圏域美術家展実行委員会
　問 小平市政策課（札０４２－３４６－９５０３）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　西東京市ビッグバンド養成講座より
誕生した２つの楽団の素晴らしい演奏
をお楽しみください。
□出演　JOLLY WEST JAZZ ORCHEST
RA（ジョリーウエストジャズオーケス
ラ）・Northern Six Big Band（ノーザ
ンシックスビッグバンド）
　￥ １，０００円
□主催　ひばりジャズ音楽連盟
□後援　東京保谷ロータリークラブ、
西東京市社会福祉協議会
　問 鈴木（札４２１－２２５４）
◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０）

□コース

興弁護士、行政書士、社会保険労務士、
臨床心理士、女性のためのカウンセラ
ーによる相談　
　国際結婚・離婚、ビザ、在留資格、精
神的な悩み、ストレス、女性の悩みな

ど

興市の職員による相談
　市民税、子育て、教育に関すること
□通訳言語　英語、中国語、韓国・朝
鮮語、スペイン語、フランス語、タガ
ログ語、ポルトガル語
□共催　ＮＰＯ法人西東京市多文化共
生センター（ＮＩＭＩＣ）、東京都国際交
流委員会、東京外国人支援ネットワーク
Professional Consultation for 
Foreign Residents (Free of 
Charge)
Date/Time: Saturday, December 11, 
2010, 13:00－15:30
Place: Nishitokyo City,Minami－cho 
Sports & Culture Center“Kiratto”2nd 
floor. (Access: a 3－minute walk from 
the South Exit of Tanashi Station, 
Seibu－Shinjuku Line)  
*Consultation with Experts, including 
Lawyers, Administrative Scriveners, 
Certified Social Insurance Labor 
Consultants, Clinical Psychologists, 
Feminist  Counselors,and City Hall 
Officials.
＊Please feel free to consult with 
experts about any problems you have, 
and get all the information you need.
＊On First－come－ first－ served 
basis.  No Appointment Necessary.
＊Strict Protection of Confidentiality.
＊If you request a volunteer 
interpreter, he/she is with you at the 
consultation. 
＊Interpreters are available: English, 
Chinese, Korean, Spanish, French, 
Tagalog, and Portuguese.
◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０）

　圏域５市（小平市、東村山市、清瀬
市、東久留米市、西東京市）を代表す
る、現在活躍中の著名な美術家の作品
（絵画）を展示します。
□主催　多摩北部都市広域行政圏協議会

　対 市内在住の小学４年生以下、または
市内在住の中学生で市内少年野球チー
ムに所属している方
□主催　西東京市、早稲田大学競技ス
ポーツセンター、多摩東部少年野球リーグ
□協力　早稲田大学野球部、早稲田大
学準硬式野球部
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　クリスマスソングなどを演奏します。※
会場はバリアフリーですが、車いすから降
りて鑑賞する場合は、敷物をご用意くださ
い。駐車場の利用はご相談を。
□出演　ＭＵＳＩＣ　ＢＯＸ
　問 西東京市地域活動の会リトルベリ
ー・田口（札４６７－２５５６）
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

　弁護士などの専門家と市の職員によ
る無料相談会を開催します。
　相談には７か国語の通訳ボランティ
アが付き添います。

１２月

早稲田大学野球教室

125擾
午前８時４５分～午後３時
早稲田大学東伏見野球場、
準硬式野球場※雨天中止

無料　外国人のための
リレー専門家相談会

1211穣 午後１時～３時３０分
きらっと
※当日直接会場へ

第２３回　圏域美術家展

12 午前１０時～午後６時
（最終日は５時まで）
ルネこだいら（小平市）

21杖～
26擾

～西東京市誕生十周年記念～

第６回　X’Masジャズコンサート

1223常 午後１時３０分開演
保谷こもれびホール

市民体力づくり教室
谷中七福神めぐり

1 6状
田無駅北口ペデストリアンデ
ッキ上　午前８時３０分集合
※小雨決行

◆おはなしおばさんのおはなし会　５日掌午前１１時　　　
◆にこにこおはなし会　１７日晶午前１１時／１～２歳児とその
保護者　
◆サンサンおはなし会　１９日掌午前１１時／３歳児から　　
◆おはなし会　２・９・２３日昭午後３時３０分／３歳児から
★クリスマス会　１６日昭午後３時３０分／３歳児以上　　　　
★冬のおはなし会　（出演：おはなしａｑｕａ（アクア）)１８日松
午前１１時／３歳児以上（３歳以下は保護者同伴にて可）

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　２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　１０・２４日晶午前１１時／１～２歳児
とその保護者　◆おはなしひろば　１０・２４日晶午後３時３０分／３歳児
から　◆おはなしのへや　４・１８日松午後３時３０分／５歳児～小学校
３年生

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　２・９日昭午後４時
★クリスマスおはなし会　１６日昭午後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　１・１５日昌午前１１時／１歳～２歳児とその保護者
◆おはなし会　８日昌午後３時３０分／３歳児から
★おかあさんとおこさんのクリスマスおはなしかい（出演：絵
本と語りの会）９日昭午前１１時／１歳～３歳児までとその保護者
★冬のおはなし会　２２日昌午後３時３０分／３歳児以上

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　３・１０日晶午前１１時／
１～２歳児とその保護者　◆わくわくドキドキ紙芝
居スペシャル　１１日松午前１１時～正午　◆おはなし
ひろば　１・８・２２日昌午後４時／３歳児から対象
★音楽とおはなしのクリスマス会　（出演：城戸由美
さんほ

か）　４日松午後２時／柳沢公民館／小学生以上
大人まで　★クリスマスおはなしひろば　１５日（水）
午後３時３０分／柳沢公民館／３歳児以上

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　３日晶午前１１時
／１～２歳児とその保護者　◆おはなしひろ
ばサタデー　１１日松午前１１時／３歳児から
★クリスマスおはなしひろば　１５日昌午後４
時／３歳児以上

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　８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

６日捷、１３日捷、２０日捷、２３日昭、２７日捷、
２９日昌～１月４日昇
※中央図書館と保谷駅前図書館は、２３日昭は開
館（午前１０時～午後６時）
※新町分室は、　毎週火・日曜日も休館日。

休 館 日

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。

務局・スポーツ振興課（保谷庁舎３
階）・スポーツセンター・総合体育館・
きらっとのいずれかで受け取るか、
市　HP からダウンロード。
※参加費は、郵便振替またはロード
レース大会事務局へ直接持参、また
は現金書留で郵送（参加費未納の場
合は、参加できません）。
※当日の参加受付は行いません。
※１０㎞、３ ㎞は各２００人の定員にな
り次第受付終了。
　問 ＮＰＯ法人西東京市体育協会
「第１１回西東京市ロードレース大会
事務局」（〒２０２－００１３中町１－５－
１スポーツセンター内、札・胃４２５－
７０５５　月～金曜日午前９時～午後
４時※１２月７日昇は除く）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　時 ２月１１日抄午前８時３０分から開会
式(小雨決行)
　場 向台運動場・市民公園グラウンド
とその周辺（１ ㎞コースは向台運動
場内）※コースなどの詳細は、市　HP を
ご覧ください。
□種　目
①１０㎞…一般（高校生以上）男女、
壮年（５０歳以上）男女
②３㎞…一般男女、中学生男女
③１㎞…小学５・６年生男女、親子
（小学４年生以下と保護者）
　￥ １種目１，０００円（中学生以下と親子
１組は３００円）
　申 所定の申込用紙で、１２月２４日晶
（消印有効）午後４時までに下記ロ
ードレース大会事務局へ郵送、ファ
ックスまたは直接持参。
※申込用紙は、ロードレース大会事

第１１回 西東京市ロードレース大会 参加者募第１１回　西東京市ロードレース大会　参加者募集集

～地域生涯学習事業～
クリスマスハッピー★コンサート

125擾
午後２時から
コール田無
※当日直接会場へ

１２月５日掌

エコプラザ西東エコプラザ西東京京
※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


