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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０４２－４２１－４５４５）へお問い合わせください

　対 ３歳～小学３年生くらい

◆保谷駅前図書館
（札０４２－４２１－３０６０）

　介護保険で利用できる住宅改修のパ
ネル展示や、介護に役立つ福祉用品を
紹介します。また、専門相談員や福祉
住環境コーディネーターが、福祉用具
に関する質問や住宅改修の相談をお受
けします。
◆高齢者支援課 　田 
（札０４２－４６０－９８３７）

　原子力発電に警鐘を鳴らし、市民科
学を提唱されてきた高木仁三郎さんの
市民科学基金。事務局の菅波さんを囲
んで、市民科学を支える仕組みを一緒
に考えてみませんか。
　対 ・　定 市内在住・在勤の方・１０人
　申 電話・ファックス・Ｅメールで、①氏名
（ふりがな）　②住所　③電話番号を明
記し、５月１２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@k
td.biglobe.ne.jp）
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６）

　国籍・言語・文化など異なる背景を
持つ方々がともに暮らす多文化共生社

会の実現のために、地域のボランティ
アの活動について考えます。
　講  杉  澤  経  子 さん（東京外国語大学多文化・

すぎ さわ みち こ

多言語教育研究センタープログラムコ
ーディネーター）
□共催　NPO法人西東京市多文化共
生センター（ＮＩＭＩＣ）
◆文化振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０４０）

□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　１００区画（１区画４㎡）
　申 往復はがきに、「環境フェスティバ
ル出店希望」と記入のうえ、①住所　
②氏名（ふりがな）　③電話番号　④年
齢　⑤参加人数　⑥出店物（衣類・雑
貨な

ど）を明記し、５月９日捷～１３日晶
（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。
※申込多数の場合は抽選。
※飲食物・動植物などの販売は不可。
※出店場所の選択は不可。
◆ごみ減量推進課
（札０４２－４３８－４０４３）

 子ども読書の日記念　グリーン ぐりん！  みどりの日
おはなしひろばスペシャル！

5 4常
午前１１時～１１時４０分
保谷駅前図書館
※当日、直接会場へ

　元気をもらえる！みんなに見てもら
いたい！いつまでも残したい！そんな
木、５０本を市民公募で選びます。
※この事業は、「西東京自然を見つめる
会」が主催し、東京都「東京の緑を守ろう
プロジェクト」の助成を受けています。
興選定の対象
　市内の公共施設、
学校、社寺内に植え
られている樹木
興選定の基準
①巨木ないし名木として見られる独立樹
②歴史的、文化的に価値が感じられる木
③将来とも市民に愛され末永く保存に
値する木
興選定方法　外部有識者の選定委員が
行います（選定された樹木の写真は、
１１月ごろに田無駅前アスタセンターコ
ートに展示を予定）。
興募集期間　５月～９月
　申 応募用紙に必要事項を記入し、受付
箱に投函または下記へ郵送。
□受付箱設置場所　田無庁舎２階、保
谷庁舎１階、出張所、公民館、エコプラザ
西東京、ゆめこらぼ（イングビル１階）、西
東京いこいの森パークセンター
　問 事務局・中村賢司（〒１８８－００１２ 南町
１－６－８・札０４２－４６４－１１５７・
死kenjin_2002@ybb.ne.jp）
◆みどり公園課 　保 （札０４２－４３８－４０４５）

■６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　４３区画
※申込多数の場合は抽選。
※出店場所の選択は不可。
□出店料　無料
　申 往復はがきに、①住所　②氏名（ふ
りがな）　③電話番号　④年齢　⑤参
加人数　⑥出店物（衣類・雑貨な

ど）を
明記し、５月１日掌～１０日昇（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通に限ります）。
※飲食物・動植物などの販売は不可。
◆ごみ減量推進課
（札０４２－４３８－４０４３）

ゆめこらぼトークサロン
市民の科学を目指して

高木仁三郎市民科学基金１０年の歩み

513畳 午後６時～７時３０分
イングビル

講演会「多文化化する日本社会
と多文化ボランティアの役割」

514穣 午後１時～３時
田無庁舎　　　　　　　
※当日、直接会場へ

５月１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・カステラ当日、地元産の野菜・カステラのの
販売、お茶碗のリサイク販売、お茶碗のリサイクルル、、猫の猫の
里親探し・譲渡里親探し・譲渡会会があります。があります。　　

◆ごみ減量推進課（◆ごみ減量推進課（札札０４２－４３８－４０４０４２－４３８－４０４３３））

午前９時～正午前９時～正午午

　誰でもすぐゲーム
が楽しめるカーリン
グから生まれたニュ
ースポーツ！ユニカ
ールを中心に行いま
す。
　初めての方も気軽
にご参加ください。
　時 午前９時３０分～１１時３０分
　対 市内在住・在勤・在学の小学生以上（小学３
年生以下は保護者同伴）
　持 室内運動靴、運動ができる服装、タオル、
飲み物
　申 当日直接会場へ
◆スポーツ振興課 　保 （札０４２－４３８－４０８１）

内　容場　所日　時

ユニカール・ソフトバレーボール・ミニテニスきらっと
５月２９日掌

６月２６日掌

ティーボールスポーツセンター７月２日松

ユニカール・ソフトバレーボール・ミニテニスきらっと

７月３１日掌

８月２８日掌

９月２５日掌

ティーボールスポーツセンター１０月２９日松

ユニカール・ダーツ・バスケットボール（３on
３）きらっと

１０月３０日掌

１１月２７日掌

１２月２５日掌

１月２９日掌

２月２６日掌

住宅改修・福祉用具の
展示相談コーナー

5 午前１０時～午後５時
田無庁舎１階

10杖・
11浄

西東京市の木５０選

「環境フェスティバル」
フリーマーケット出店者募集

529擾 午前１０時～午後３時
西東京いこいの森公園

ＥＮＪＯＹニュースポーツ２０１１開ＥＮＪＯＹニュースポーツ２０１１開催催

５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　１日掌午
前１１時／どなたでも　◆にこにこおはなし会　
２０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　１５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０４２－４６５－０８２３
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　１１日昌午前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／どなたでも（下保谷児童館センター共
催）　◆ちいさなおはなしひろば　１３・２７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　１３・２７日晶午後３時３０分／３歳児から対
象　◆おはなしのへや　７日松午後３時３０分／
５歳児～小学３年生対象

保 谷 駅 前
札０４２－４２１－３０６０
火～金午前１０時～午後８時
土・日午前１０時～午後６時

　地震により、おはなしコーナーの一部が破
損したため、おはなし会は中止させていただ
きます。

芝 久 保
札０４２－４６５－９８２５
火～日午前１０時～午後６時

◆ちびっこおはなし会　１８日昌午前１１時／１歳
～２歳児とその保護者対象　◆おはなし会　１１・
２５日昌午後３時３０分／３歳児から対象　◆おか
あさんとおこさんのおはなしかい　１９日昭午
前１１時／１～３歳児とその保護者対象

谷 戸
札０４２－４２１－４５４５
火～日午前１０時～午後６時

◆ちいさなおはなしひろば　６・１３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　１４日松午前１１時／どなたで
も　◆おはなしひろば　１１日・１８日昌午後４時／絵
本コーナー／３歳児から対象

柳 沢
札０４２－４６４－８２４０
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　６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　１４日松午前１１時／絵本コー
ナー／３歳児から対象　◆おはなしひろば　１８日
昌午後４時／講座室／３歳児から対象

ひ ば り が 丘
札０４２－４２４－０２６４
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　１１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

２日捷、３日抄、４日抄、５日抄、９日捷、１６日捷、２３日
捷、３０日捷
※中央図書館と保谷駅前図書館は、３日昇・４日昌・５
日昭は開館しています。（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。
※５月１６日捷～６月３０日昭まで、特別整理のため順次
休館します。詳細は、５月１５日号をご覧ください。

休 館 日


