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凡例 　時 日時　　場 場所　　内 内容　　対 対象　　定 定員　　講 講師　　￥ 料金　　持 持ち物　　申 申し込み　　問 問い合わせ　　HP ホームページ　胃ファックス　糸メール　　田 田無庁舎 　保 保谷庁舎

　各種目の申し込み・問い合わせは、
下表をご覧ください。
興総合開会式
　時 ８月２１日掌午前８時３０分から
　場 スポーツセンター
　持 室内用運動靴

◆環境保全課（札０４２－４３８－４０４２）

□コース　
　コカ・コーラ㈱多摩工場見学、東久
留米市落合川水遊び
　対 市内在住・在学（日本語教室を含む）
の外国にルーツを持つ小学生と保護者
　定 １０組程度（応募多数の場合は抽選）
　￥ １人１００円
　持 昼食、飲み物※計画停電などにより
工場見学ができない場合は中止。雨天
決行（水遊びは変更）。
　申 Ｅメールで７月１１日捷（必着）まで
に、①学校名　②学年　③氏名（ふり
がな）④住所　⑤電話番号　⑥保護者
氏名を明記のうえ、下記へ。
　問 ＮＰＯ法人西東京市多文化共生セン
ター（ＮＩＭＩＣ）。
（死 info@nimic.jp）
（件名には“バスハイク”と入力）
　HP  http://www.nimic.jp/
◆文化振興課 　保 （札０４２－４３８－４０４０）

　和太鼓の部、民謡の部、器楽の部、
合唱の部、演芸の部、着付の部、吟詠
の部、茶会の部、菊花展の部、生花展
の部で再募集します。７月１１日捷締め

に下記ゆめこらぼ「専門相談会」係へ。
　問 市民協働推進センターゆめこらぼ
（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）

　内 「甘いさん」（住井すゑ作）、「武蔵野」
（国木田独歩作）ほ

か

　定 ５０人（先着順）
□出演　田無朗読ボランティアの会
◆中央図書館（札０４２－４６５－０８２３）

□参加資格　クラブ会員、市内在住・
在勤・在学者
□募集　２４チーム（１チーム６人以内）
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）
　￥ クラブ会員　１人４００円
　一般市民　１人６００円
　申 申込用紙・参加費を持参のうえ、７月
１２日昇までに直接下記へ（月曜日休館）
　問 にしはらスポーツクラブ
（西原町４－５－６西原総合教育施設
内・札０４２－４６７－９９１９）
◆スポーツ振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０８１）

　内 犬に関する法律、犬のしつけ方な
ど

（飼い犬は同伴できません）
　講 東京都動物愛護相談センター職員
　定 ５０人（先着順）
　申 ７月１日晶～２０日昌に電話で申し込み。

～西東京市誕生１０周年記念市民活動団
体提案協働事業～
　ジャズダンスや車いすダンスなど、
市内でダンス活動を行っている団体が
発表会を行います。
　問 車いすダンスサークルあすなろ№２
（札０９０－９３７９－９７９６・胃０４２－４２１－
２６６２・小原）
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６）

　ＮＰＯ法人設立や、組織の運営につ
いて、ＮＰＯ事業サポートセンターの
専門相談員が各団体の相談にお答えし
ます（１団体原則６０分の個別相談）。
　対 市内の市民活動団体やＮＰＯ法人
　定 ３団体（応募多数の場合は抽選）
　￥ １団体１，０００円
　申 電話・ファックス・Ｅメールで、①氏
名（ふりがな）　②団体名　③住所　④
連絡先（電話、ファックス、Ｅメール）　
⑤相談内容を明記し、７月１３日昌まで

問い合わせ申込期限など日　程種　目
軟式野球連盟事務局
（札０４２－４６１－３３５５）７月５日昇８月２１日掌から軟式野球

江頭（札０４２－４２２－２８０４）８月２１日掌９月１８日掌剣　　道
西塔（札０４２－４２２－２２２９）１０月３０日掌１１月２０日掌柔　　道
村田（札０４２－４２１－２５７５）当日午前１０時まで受付１０月９日掌弓　　道
吉岡（札０４２－４２３－３６５４）８月１日捷～９月２日晶９月２５日掌水　　泳

下田（札０４２－４６２－２２１７）８月１５日捷８月２８日掌
予備日９月１１日掌ソフトテニス

久保田（札０４２－４６２－０８１４）
小町谷（札０４２－４６３－０２７１）

８月１９日晶午後４時９月１１日掌（ダブルス戦）
卓　　球

１０月７日晶午後４時１０月２３日掌（シングルス戦）
奥井（札０４２－４６８－２２４５）８月３０日昇１０月１５日松民踊舞踊

佐藤（札０４２－４６９－９１６６）
８月１７日昌９月２５日掌（小学生の部）

バドミントン ９月７日昌１０月９日掌（壮年･中学生の部）
９月７日昌１０月１６日掌（高校・一般の部）

中根（札０４２－４６２－１９５６）１０月４日昇１０月１６日掌空　　手

橋本（札０４２－４６７－８２５０）１０月２１日晶　　１１月１３日掌　　登山
（山岳連盟）

曽根（札０９０－８８０８－２８４１）７月９日松８月２８日掌陸上競技

　問 ＮＰＯ法人西東京市体育協会
（〒２０２－００１３　中町１－５－１　ス
ポーツセンター内・札０４２－４２５－
７０５５）
　HP  http://nishitokyotaikyo.jp/nitotaikyoHP/
◆スポーツ振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０８１）

問い合わせ申込期限など日　程種　目

岡村（札０９０－８８１６－２５８６）
７月２９日晶午後４時８月２１日掌（一般の部）

バレーボール
８月１日捷午後７時８月２８日掌（家庭婦人の部）

切通（札０４２－４６７－０６０６）
渡辺（札０４２－４２３－９５２１）
斉藤（札０９０－１７６２－１９６０）

８月２０日松午後６時３０分から
田無庁舎会議室で受付

９月４日掌から
１１月１３日掌（学生女子の部）ソフトボール

久保田（札０９０－９３４２－１０１１）
瓜生（札０８０－５０６４－４９０８）９月２日晶午後４時１０月３０日掌からバスケット

ボール
辻（札０９０－１４２０－８３７４）７月２４日掌８月２８日掌からサッカー
妹尾（札０４２－４２１－１２９１）１０月３１日捷１１月２０日掌アーチェリー
躰道協会（札０４２－４２１－７０７５）１０月９日掌１０月２３日掌躰　　道
岡村（札０４２－４２２－１２１５）８月１５日捷午後３時９月２３日抄少林寺拳法

谷戸（札０４２－４２２－４０６１）９月４日掌１０月８日松
ハイキング
（ラジオ体
操会連盟）

渋谷（札０４２－４２１－１９９８）９月１４日昌午後４時９月３０日晶
予備日１０月７日晶ゲートボール

中原（札０４２２－５５－１３７４）８月６日松９月２５日掌
予備日１０月９日掌硬式テニス

中村（札０４２－４６２－３８１４）
五十嵐（札０４２－４２３－５７９５）１０月７日晶１０月９日掌太極拳

内山（札０４２－４２１－４１５９）当日午後１時から受付１０月９日掌社交ダンス

茂木（札０４２－４２２－５８７８）１０月３１日捷～１１月２４日昭１２月１１日掌ダンス
スポーツ

黒沢（札０４２－４６４－６８５２）
西田（札０４２－４６１－６６４２）９月３０日晶１０月１６日掌

予備日１０月２３日掌
ターゲット
バードゴルフ

西潟（札０４２－４６１－７０５８）
（札０９０－６９５２－５０９１）１０月１８日昇１０月３０日掌

予備日１１月６日掌
グラウンド
ゴルフ

芝田（札０４２－４７８－０３５１）当日正午までに受付１１月３日抄合気道

平井（札０４２２－５２－１７５５）市報１０月１日号
および市　HP にて募集予定１１月中ゴルフ

石崎（札０９０－９１４４－４２１５）１０月１４日晶１１月５日松ティーボール

■８月７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）
□出店料　無料
　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。
　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　⑤参
加人数　⑥出店物（衣類・雑貨な

ど）を
明記し、７月１日晶～１０日掌（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）

ＮＰＯ法人の設立・運営に　
関する専門相談会

715畳 午後６時～９時
イングビル３階

声の広報をお届けしています 知り合いで希望される方がいらっしゃいましたら
谷戸図書館（札０４２－４２１－４５４５）へお問い合わせください

オールダンスフェスティバル

710擾 午前１０時～午後５時
きらっと
※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

参加チーム募集!!

718常 午前９時１０分～午後２時
西原総合教育施設
（西原町４－５－６）

第１１回西東京市総合体育大会

721状 午後１時３０分～３時３０分
エコプラザ西東京

犬のしつけ方教室

第９回大人のための朗読の夕べ

716穣 午後３時～４時２０分
田無公民館
※当日直接会場へ

外国にルーツを持つ子どもたちのための
日本語交流バスハイク

726杖 集合：午前８時５０分
田無庁舎・谷戸小学校近辺
※解散は午後４時ごろ

７月３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・カステラの販売、※当日、地元産の野菜・カステラの販売、おお
茶碗のリサイクル、猫の里親探し・譲渡会茶碗のリサイクル、猫の里親探し・譲渡会がが
あります。午前１０時からたい肥を配りますあります。午前１０時からたい肥を配ります。。
◆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

切り。この事業は、西東京市誕生１０周
年記念の一環として開催します。
◆ 文化振興課 　保 （札０４２－４３８ー４０４０)

文化祭参加団体による
ワークショップ参加者再募集

◆多摩六都科学館
（札０４２－４６９－６１００）

　人の目の錯覚を巧みに利用した、見
て、触れて、驚いて、遊べる新感覚の絵
画です。絵と一緒にポーズをとって、楽し
い写真を撮ってみませんか。
　時 ７月１６日松～９月２５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

★夏の特別企画　「トリックアート展２０１１」

巨大ゴリラの巨大ゴリラの口口


