
6月1日号

JUN 2011 11Ｊ：ＣＯＭチャンネル（地上デジタル放送１１チャンネル）で、西東京市の「市からのお知らせ」のデータ放送をご覧いただけます。

★全天周映画「ドルフィン」

　グラミー賞受賞アーティスト・ス
ティングの音楽にのせ、迫力の大型
スクリーンに繰り広げられる多様な
いるかの世界、「ドルフィン」はいつ
しか見るものを野生のいるかに寄り
添わせ、楽しい海中世界の冒険へと
連れ出してくれます。
　時 ５月３１日昇～６月２６日掌
　￥ 展示＋全天周映画券　大人１，０００
円、子ども（４歳～高校生）４００円
　問 多摩六都科学館
（札０４２－４６９－６１００）

６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　５日掌午前１１時／
どなたでも　◆にこにこおはなし会　今月はおやすみ
です。　◆サンサンおはなし会　今月はおやすみです。
　◆おはなし会　２日・９日・１６日昭午後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　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／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
　１０日・２４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　１０日・２４日晶午後３時３０分／３歳児から対象　
◆おはなしのへや　４日・１８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

◆おはなし会　２日・１６日・２３日・３０日昭午後４時／どなた
でも

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　１日昌午前１１時／１歳～２歳
児とその保護者対象　◆おはなし会　８日・２２日昌午後
３時３０分／３歳児から対象

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　３日・１０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　
１１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　１０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　１１日松
午前１１時／講座室／３歳児から対象　◆おは
なしひろば　１５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　８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

６日捷、１３日捷、２０日捷、２７日捷
※新町分室は、　毎週火・日曜日も休館日です。
※６月３０日昭まで、各館特別整理のため順次休
館させていただきます。

休 館 日

※１２月１０日松・１７日松も予定。
　場 ルネこだいらレセプションホールほ

か

　対 ①各音楽大学長または学部長推薦の
大学生　②大学、大学院、専攻科また
は研究科などで音楽を専攻した卒業者
およびこれに準ずる３０歳までの方（４
月１日現在）　原則として、小平市、東
村山市、清瀬市、東久留米市、西東京
市に在住・在勤・在学の方
　定 女声１５０人、男声５０人
□指揮　今村能さ

ん

□指導　藤井宏樹さ
ん

　￥ 一般１万３，５００円、学生１万１，５００
円。楽譜代１，５００円。
□共演　西東京フィルハーモニーオー
ケストラ
　申 往復はがきに、①住所　②氏名（ふ
りがな）　③電話番号　④パート（自己
申告）を明記し、６月１５日昌（消印有
効）までに、小平市文化振興財団「２０１１
こだいら合唱団」団員募集係（〒１８７－
００４１小平市美園町１丁目８番５号）へ。
　問 ２０１１こだいら合唱団実行委員会・田
沼（札０４２－３４１－７９１２）
◆企画政策課 　田 （札０４２－４６０－９８００）

□メニュー　はちみつムースのフルー
ツゼリー添えとマンゴー添え、クッキ
ー２種類を作ります。
　対 市内在住の方
　定 １６人
　講 藤木貴子さ

ん（洋菓子店パティシエ）
　持 エプロン、三角巾、ふきん２枚
　￥ ５００円
　申 往復はがきに、①住所　②氏名（ふ
りがな）　③年齢　④電話番号を明記
し、６月９日昭（必着）までに、〒２０２
－０００５住吉町６－１－５消費者セン
ターへ郵送。※初めての方優先。応募
多数の場合は抽選。
◆消費者センター（札０４２－４２５－４１４１）

　多摩北部都市広域行政圏協議会（小
平市・東村山市・清瀬市・東久留米市・
西東京市）では、音楽文化普及向上の
ため、圏域内外で活動している若い音
楽家の皆さんに、より多くの発表の場
を提供することを目的に多摩六都フレ
ッシュコンサートを開催します。
　時 ①オーディション…８月６日松午前
１０時～午後３時３０分（予定）　②コンサ
ート…１０月１６日掌午後２時開演
　場 東村山市立中央公民館ホール
　対 ①各音楽大学長または学部長推薦の
大学生　②大学、大学院、専攻科また
は研究科などで音楽を専攻した卒業者
およびこれに準ずる３０歳までの方（４
月１日現在）
　申 参加申込書を７月７日昭までに、郵
送または東村山市立中央公民館へ直接
持参。
※参加申込書は企画政策課（田無庁舎
３階）で配布。
　問 東村山市立中央公民館
（札０４２－３９５－７５１１・〒１８９－００１４東
村山市本町２－３３－２）
◆企画政策課 　田 （札０４２－４６０－９８００）

　１２月１８日掌に小平市民文化会館（ル
ネこだいら）で、ウェーバー作曲の「魔
弾の射手ミサ」を歌う合唱団員を募集
します。
□練習
　時 ７月２７日～１２月１４日の水曜日、午後
７時～９時３０分（全１９回）

　市民協働推進センターゆめこらぼで
は登録団体をはじめとするＮＰＯ法人
や市民活動団体のネットワークづくり
を目指して交流の夕べを開催します。
　対 市内で活動しているＮＰＯ法人や市
民活動団体、在住・在勤・在学で市民
活動に関心をお持ちの方
　定 ６０人
　￥ ５００円
　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、６月１７日晶までに市民協働
推進センターゆめこらぼ「交流の夕べ」
係へ。
　問 市民協働推進センター（札０４２－４９７
－６９５０・胃０４２－４９７－６９５１・
死 yumecollabo＠ktd.biglobe.ne.jp）
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６）

　郷土資料室にあるジオラマが５２年ぶ
りにリニューアルされました。
　３人の制作者の方の苦労話を聞きな
がら、西東京市の歴史に触れてみませ
んか。

　問 郷土資料室（札０４２－４６７－１１８３）
◆社会教育課 　保 （札０４２－４３８－４０７９）

　多摩六都フェアから誕生したビッグ
バンドの定期演奏会が開催されます。
□出演　ジョリーウェスト・ジャズオ
ーケストラ
□曲目　シンギング・ウィンドほ

か

□ゲスト　田辺信男さ
ん（テナーサック

ス奏者）
　￥ ５００円
　問 事務局（札０４２－４２３－６５８３）
◆文化振興課 　保 （札０４２－４３８－４０４０）

　ＮＰＯの透明性を高めるために、民
間主導で開発された『ＮＰＯ法人会計
基準』。ＮＰＯ会計の専門家が分かり
やすく説明します。
　対 市民活動団体やＮＰＯ団体の関係
者、市民活動に興味・関心のある方
　定 ２０人
　￥ ５００円（資料代）
　申 電話・ファックス・Ｅメールで、①
団体名・氏名（ふりがな）　②住所　③
電話番号を明記し、６月９日昭までに
市民協働推進センターゆめこらぼ「会
計講座」係へ。
　問 市民協働推進センター（札０４２－４９７
－６９５０・胃０４２－４９７－６９５１・
死 yumecollabo＠ktd.biglobe.ne.jp）
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６）

　西東京市の女性の暮らし・歴史を研
究する意味や楽しさをお話ししていた
だきます。
　対 市内在住・在勤・在学の方
　定 ２０人（先着順）
　講 石崎昇子さ

ん（女性史研究家・武蔵野大
学講師ほ

か）
　申 電話・ファックスのいずれかで、①
氏名　②住所　③電話番号を明記し、
６月１０日晶までに下記へ。
　問 ＮＰＯ法人生活企画ジェフリー・渡
辺（札０４２－４６７－２０８９・胃０４２－４６７－
２０９６）
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６）

■７月３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 田無庁舎市民広場
□募集区画　７５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、６月１日昌～１０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（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）

６月５日掌

エコプラザ西東エコプラザ西東京京
※来場者用の駐車場は有りません※来場者用の駐車場は有りません。。

※当日、地元産の野菜・カステラの販売、お茶碗の※当日、地元産の野菜・カステラの販売、お茶碗の 
リサイクル、猫の里親探し・譲渡会がありまリサイクル、猫の里親探し・譲渡会がありますす。。
◆ごみ減量推進課（◆ごみ減量推進課（札札０４２－４３８－４０４３０４２－４３８－４０４３））

午前９時～正午前９時～正午午

ＮＰＯ会計講座「よくわか
る！ＮＰＯ法人会計基準」

610畳 午後６時～８時３０分
イングビル３階

ＮＰＯ等企画提案事業　
「女性史の宝庫・西東京市を
研究する意味と楽しさ」講座

611穣 午後２時～４時
イングビル３階

ＮＰＯ・市民活動団体
交流の夕べ

618穣 午後5時～７時
田無庁舎１階

郷土資料室「西東京市の歴史を知ろう！
ジオラマ補修完成記念ギャリートーク」

619擾 午後２時～３時３０分
郷土資料室
※当日直接会場へ

ジョリーウェスト・ジャズオーケストラ
７周年記念リサイタル

619擾 午後２時開演
西東京市民会館
※当日直接会場へ

楽しいお菓子作り講座

622浄 午前９時３０分～午後１時
消費者センター２階

多摩六都フレッシュコンサート
出演者募集

多摩六都フェア
２０１１こだいら合唱団員募集

修復されたジオラマ（横山道）


