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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

３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。

◆おはなしおばさんのおはなし会　６日掌午前１１時／
どなたでも　◆にこにこおはなし会　１８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　２０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　３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　１１・２５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　１１・２５日晶午後３時３０分／３歳
児から対象　◆おはなしのへや　５・１９日松午後３時３０
分／５歳児から小学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／どなたでも　
◆かにむかしはるのおはなし会　１２日松午前１１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　２・１６日昌午前１１時／１歳～２
歳児とその保護者対象　◆おはなし会　９・２３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　４・１１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　１２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　４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　
５日松午前１１時／講座室／３歳児から対象
◆おはなしひろば　１６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　９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

７日捷、１４日捷、２１日捷、２２日昇、２８日捷
※中央図書館と保谷駅前図書館は、２１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

★春の特別企画展　　　　　　

　「ロクト☆恐竜パーツラボ」

　あたまからしっぽまで･･･恐竜の
からだのパーツを間近でじっくり観
察してみよう！
　４月１０日掌は、『恐竜のおはなし会
～恐竜発掘の現場はこんなにおもし
ろい』を開催します。
　時 ３月５日松～４月１７日掌　　　　
　午前１０時～午後５時
　￥ 展示室券　大人５００円、
　子ども（４歳～高校生）２００円
　問 多摩六都科学館（札４６９－６１００）

　『西東京市の女性の聞き書き集』は、
身近なひと（女性）を大切にしてこそ私
たちも生かされ、それが重なりまちが変
わってきたことを教えてくれました。
　この冊子を発行したＮＰＯ法人生活
企画ジェフリー渡辺美恵さんを囲ん
で、本づくりの楽しさや仲間づくりを
語り合ってみませんか。
　対 市内在住・在勤の方
　定 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、
３月９日昌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）

　内 主に高齢者を対象としたうつの症状
と対応、予防な

ど

　対 ・　定 家族を介護している方、事業所、
そのほかどなたでも・１５０人
　講 平井茂夫氏（入間平井クリニック医
師・精神保健指定医・日本老年精神医
学会指導医）
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２９）

　長年教育現場にいた元校長先生のお
話を聞きながら、育児について一緒に
話しましょう。講演後は「ＨＯ鉄道模
型の運転会」もあります。
　対 ・　定 子育て中のお父さん・２５組（お
母さんやお子さんも同伴可）
　講 廣瀬英一さ

ん（田無スキップ教室指導員）
　申 下記へ電話（当日受付可）
◆中町児童館（札４２２－８８００）

　内 落ち葉を使った腐葉土作り、土と有機
質原料、肥料などを積み重ねていく花栽
培用腐葉土作りを実際に体験します。
　定 ３０人（先着順）
　講 冨岡紀康さ

ん

（ＮＰＯ法人西東京花の会顧問）
　￥ ５００円
　申 ・　問 ＮＰＯ法人西東京花の会・小山
田（札４６７－４６２８）、中谷（札４６３－６７０８）
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

　多様な人（団体）との出会いによる
新たな発見や協働の創出を目指し、名
刺交換会を開催します。
　対 市内で活動しているＮＰＯ法人や市
民活動団体、企業、市内在住・在勤・
在学で協働に関心をお持ちの方
　定 ６０人（先着順）
　￥ ２００円（飲み物代など実費）
　申 電話・ファックス・Ｅメールで、住
所・氏名（ふりがな）・団体名（会社・
学校名）・電話番号・参加人数を明記し、
３月１０日昭までに市民協働推進センタ
ーゆめこらぼ「名刺交換会」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）

□参加資格　市内在住・在勤の方およ
びクラブ会員
□募集　２４チーム（１チーム６人まで
エントリー可）
□参加費　クラブ会員…１人３００円、
一般市民の方…１人５００円
□競技種別　①一般の部（コート内に
男子１人まで可）②シニアの部（チー
ム全員５０歳以上）
※組み合わせ抽選は大会当日
□競技方法　日本バレーボール協会ソ
フトバレーボール競技規則に準ずる。
□賞品　参加賞・優勝・準優勝
　申 申込用紙・参加費を３月１５日昇まで
に、にしはらスポーツクラブへ直接持
参（申込用紙はにしはらスポーツクラ
ブで配布。月曜日は休み）。
　問 にしはらスポーツクラブ（札４６７－９９１９）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　内 紙芝居の歴史・特性、作品の選び方、
演じ方の基本、実演指導ほ

か

　対 ２回とも参加できる方（現在子ども
たちに紙芝居を演じている方、今後演
じる予定の方、市内在住者優先）
　定 ２０人（選考制）
　講 田中和子さ

ん（紙芝居実演家・研究家・
紙芝居文化の会運営委員）
　申 ３月１日昇～１３日掌までに柳沢図書
館に電話または来館。
◆柳沢図書館（札４６４－８２４０）

　平成２３年春に東伏見地域の方 が々自
主運営する総合型地域スポーツクラブ
が誕生します。オープン前のＰＲイベント
で、様 な々種目の参加型デモンストレー
ションなど盛りだくさんの内容です。

　対 市内在住・在勤・在学者
　持 室内運動靴、運動ができる服装、タ
オル、飲み物
　問 東伏見総合型地域スポーツクラブ設
立準備委員会会長・早乙女
（札０９０－８３１３－９７５９）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）　

　対 市内在住、在勤、在学（小学生以上）
　定 大人４８人・子ども１２人（先着順）
　持 室内運動靴、タオル、飲み物、運動
が出来る服装
　申 往復はがきに、住所・氏名・年齢・性
別・電話番号を明記し、３月１５日昇（必
着）までに、〒２０２－８５５５市役所スポー
ツ振興課「ユニカール交流会」係へ。
※チームでの参加も可（１チーム３人）
その際は全員の氏名、年令、性別を明記。
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

ゆめこらぼトークサロン
『西東京市の女性の聞き書き集』
の面白さ倍増～編さんこぼれ話

310状 午後６時～７時３０分
イングビル

講演会「高齢期のうつ予防」

311畳 午後２時～４時（午後１時３０分開場）
コール田無
※当日直接会場へ

すてきなかみしばいの世界
～演じる楽しさ・共感のよろこび～

3 午後１時３０分～３時３０分
柳沢公民館

24状・
31状

総合型地域スポーツクラブ
『ココスポ東伏見』オープニングプレイベント

326穣 午後３時２０分～５時
スポーツセンター
※当日直接会場へ

にしはらスポーツクラブ
「第６回ソフトバレーボール大会」

321常 午前９時３０分～午後２時
（受付９時１０分から）
きらっと

腐葉土と土づくり体験教室

312穣 午後１時３０分～３時３０分
花育苗センター
（栄町３－１）

ゆめこらぼ　名刺交換会
～名刺がない方も大歓迎！～

312穣 午後２時～４時
コール田無

「おとうさんのためのＩＫＵＭＥＮ講座」
～地域の中で子どもを育てよう～

312穣 午前１０時３０分～正午
中町児童館

ユニカール交流会

327擾 午前９時３０分～１１時３０分
きらっと

■４月３日掌の「りさいくる市」
フリーマーケット出店者募集
　場 エコプラザ西東京
□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）
□募集区画　４３区画（１区画４㎡）
　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）を記入し、３月１
日昇～１０日昭（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通のみ。申込多数の場合は抽選。）
※電話・来庁での申し込み不可。
※飲食物・動植物などの販売不可。
※当日の駐車場はありません。荷物の
搬入後、すみやかに車の引き上げをお
願いします。
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）


