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４・５面の「未来予想図」の中に隠れているうさぎの数は、「２３匹」です！

１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。

　内 ＮＰＯ法人西東京コミュニティひろ
ばＮＣＨ事務局長の嶋田安民さんに身
近な事例をご紹介いただき、ＮＰＯ法
人や市民活動にとってのネットワーク
づくりについて語り合います。
　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）
　申 電話・ファックス・Ｅメールで、住
所・氏名（ふりがな）・団体名・電話番
号を明記し、１月２４日捷までに市民協
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）

　内 白菜と肉のミルフィーユ風・変りピ
ザ・大学いも
　対 市内在住者
　定 ２０人
　講 斉藤恵美子さ

ん

（管理栄養士）
　￥ ６００円（材料費）
　持 エプロン、三角巾、ふきん２枚
　申 往復はがきに、住所・氏名（ふりが
な）・年齢・電話番号を明記し、１月１２
日昌（必着）までに〒２０２－０００５住吉
町６－１－５消費者センター「あった
か料理」係へ。
※応募多数の場合は抽選、初めての方
優先。
◆消費者センター（札４２５－４１４１）

　内 「めがねくんのさんぽ」ほ
か

　対 ・　定 どなたでも・４０人（先着順）
□公演者　みみぃちゃんの紙芝居
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

　ジャーナリストの山口正紀さん（元
読売新聞記者）を囲んで、実際に起こ
った事例などを題材にして、一緒に考
えてみませんか。
　対 ・　定 市内在住、在勤者・１０人（先着順）
　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、
１月１３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 ①３か月以上の０歳児　②１・２歳
児※２日間参加できる方を優先（年齢
は平成２３年１月１日現在）
　定 ①②とも親子参加１５組、大人のみの
見学参加１０人
　講 「保谷わらべうたの会」会員
　申 １月６日昭午前１０時から保谷駅前図
書館の開館時間内に来館または電話
（定員になり次第受付終了）。
◆保谷駅前図書館（札４２１－３０６０）

いよう、ご注意ください。
興西東京市消防団
　西東京市消防団は、団長の村田恭男
さんを筆頭に、団員数２２０人で、それぞ
れ本業を持ちながら、地域防災の担い
手として市民の生命と財産を守るため
に日夜を問わず、消防・防災活動を行
っています。　消防団活動にご理解ご
協力をお願いします。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

①午前の部（開会・午前１０時４５分）
□対象区域　田無第一中学校、保谷中
学校、柳沢中学校、田無第四中学校の
各中学校区域在住者
②午後の部（開会・午後２時１５分）
□対象区域　田無第二中学校、ひばり
が丘中学校、田無第三中学校、青嵐中
学校、明保中学校の各中学校区域在住
者
※対象者（平成２年４月２日～平成３
年４月１日生まれ）には案内状を発送し
ましたが届いていない場合や、市外在住
で参加を希望される場合はご連絡くださ
い。
※案内区分に不都合がある場合は、希
望される区分にご参加ください。
※式典当日、飲酒などによる、迷惑行
為がある場合は、会場内への入場をご
遠慮いただく場合があります。
※車での来場はご遠慮ください。
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

　西東京市の理容組合が市民の美と健
康を応援する理容祭を開催します。
　内 理容のオリンピックと言われる世界
理容美容技術選手権大会で優勝した金
メダリストの華麗な技術をご覧いただ
き、高齢者のための訪問理容や女性のた
めのシェービングエステなどを紹介。
　問 東京都理容生活衛生同業組合、多摩
小平東支部・笠原（札４６５－９９９０）
◆協働コミュニティ課 　保 （札４３８－４０４６）

　各会場では、和太鼓の演奏などが雰
囲気を盛り上げます。
　お正月に家庭で使用したお飾りを持
参し、ぜひ参加してください。
※人形などお飾り以外のものは受け付
けません。また、不燃物など燃やして
はいけないものは必ず取りはずしてご
持参ください。

□松飾り受付　午前１０時～午後１時３０分
□点火　午後２時１５分ごろ
※雨天、強風の場合は９日掌に順延。受
付：午前９時～正午、点火：午前１１時ごろ。

　問 どんど焼実行委員会明保地区責任
者・川合（札４２３－５１５８）

□松飾り受付　正午～午後３時３０分
□点火　午後４時２０分ごろ
※雨天、強風の場合は９日掌に順延。受付：正
午～午後３時３０分、点火：午後４時２０分ごろ。

　問 どんど焼実行委員会保谷第二小地区
責任者・坂本（札４６２－０５４５）

□松飾り受付　午前１１時～午後３時
□点火　午後３時３０分ごろ
※雨天、強風の場合は２３日掌に順延。受付：午
前１１時～午後２時３０分、点火：午後３時ごろ。

　問 どんど焼実行委員会上向台地区責任
者・高橋（札４６９－８１８５）　
□注意　会場となる各学校へのお問い
合わせはご遠慮ください。
※時間は、進行の都合上、多少前後す
ることがあります。
※衛生管理上、動物と同伴のご来場は
ご遠慮ください。
※駐車場はありませんので、車でのご
来場はご遠慮ください。
※当日の実施状況、延期など開催に関
する情報は下記　HP をご覧ください。
興どんど焼　HP  http://members2.jcom.ho
me.ne.jp/dondo/
◆文化振興課 　保 （札４６４－１３１１）

　出初式は、消防団による年初めの消
防訓練です。
※当日は午前８時３０分に演習信号のサ
イレンを鳴らします。火災と間違えな

みんな集まれ！「どんど焼」

 西東京市消防団１０周年記念
出初式

1 9擾
午前１０時
千駄山広場(東伏見１－４）
※当日直接会場へ

成人式のご案内

110常 ①午前１０時から受付
②午後１時３０分から受付
保谷こもれびホール

冬のわくわくドキドキ紙芝居
スペシャル！

110常 午前１１時～１１時４５分
中央図書館
※当日直接会場へ

ゆめこらぼトークサロン

～報道から見た冤罪・再審事件～

114畳 午後６時～７時３０分
イングビル

ＮＰＯ・市民活動ネットワーク

～地域に根付くネットワークづくりとは～

126浄 午後６時～８時
イングビル

1 8穣
明保中学校
（東町１－１－２４）

1 8穣
保谷第二小学校
（柳沢４－２－１１）

122穣 上向台小学校
（向台町６－７－２８）

西東京市誕生１０周年記念
市民活動団体提案協働事業

～元気はつらつ　美と健康の理容祭～

110常 正午～午後５時３０分
田無駅北口アスタビル
２階センターコート

あったか料理講座

126浄 午前９時３０分～午後１時
消費者センター

楽しいね！親子でわらべうた

1 ①午前１０時２０分～１１時
②１１時２０分～正午　
保谷駅前公民館

23擾・
26擾

※特に記載のないものは、無料です。
※内容についてのお問い合わせは、各サークルへお願いします。

◆おはなしおばさんのおはなし会　９日掌午前１１時／
どなたでも　◆にこにこおはなし会　２１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　１６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　６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／どなたでも（下保
谷児童センター共催）　◆ちいさなおはなしひろば　１４・２８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　１４・２８
日晶午後３時３０分／３歳児から対象　◆おはなしのへや　１５日松午
後３時３０分／５歳児から小学校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／どなたでも
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　５・１９日昌午前１１時／１歳～２
歳児とその保護者対象
◆おはなし会　１２・２６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　７日・１４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　８日松
午前１１時／どなたでも　◆おはなしひろば　
毎週水曜日午後４時／絵本コーナー／３歳児か
ら対象

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　７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　８
日松午前１１時／講座室／３歳児から対象　
◆おはなしひろば　１９日昌午後４時／講座
室／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　１２日昌午後３時３０分
／新町児童館／どなたでも

新 町 分 室
札０４２２－５５－１７８３
水～土午後１時～５時

１日松～４日昇、１０日捷、１１日昇、１７日捷、２４日捷、３１日捷
＊中央図書館と保谷駅前図書館は、１０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

「ヘアーショー」

「みんなの伝言版」（サークルの紹介）は、

個人情報が含まれているため、削除してあ

ります。


