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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

８月７日掌

エコプラザ西東エコプラザ西東京京
※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、地元産の野菜販売、お茶碗のリサ※当日、地元産の野菜販売、お茶碗のリサイイ
クル、猫の里親探し・譲渡会がありますクル、猫の里親探し・譲渡会があります。。
◆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　１１回目を迎えた小学生の軟式野球大
会です。西東京市軟式野球連盟少年部
に所属していないチームは、申し込み
をしてください。
　時 ９月１８日掌・１９日抄・２３日抄・２５日
掌・１０月２日掌・９日掌
　場 市民公園グラウンド・北原運動場・
芝久保運動場ほ

か

　対 市内在住・在学の小学生で、１チー
ム１０人以上２０人以内、リトル・ポニー
の各リーグに所属していないチーム
　申 所定の申込書で８月２６日晶までに、
下記へ郵送・ファックスまたは直接持
参。
□代表者会議・組み合わせ抽選会
　時 ９月４日掌午後６時
　場 スポーツセンター
　問 ＮＰＯ法人西東京市体育協会事務局
（〒２０２－００１３中町１－５－１スポー
ツセンター内・胃０４２－４３９－３３９５・札
０４２－４２５－７０５５）
◆スポーツ振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０８１）

　内 木の実を使って動物や人形を作り
ます（道具や材料は用意します）。
　対 ・　定 市内在住、在勤、在学者（小
学生以下は保護者同伴）・各２５人
　申 往復はがきに、住所・氏名・年齢・
電話番号・希望時間または、どちらで
も可と明記し、８月１１日昭（必着）ま
でに、〒２０２－８５５５市役所みどり公園
課へ郵送（応募多数の場合は抽選）。
※後日、結果を通知します。
◆みどり公園課 　保 （札０４２－４３８－４０４５）

　フライングディスクとは、プラスチ
ックのディスク（円盤）を投げて遊ぶ
スポーツです。
　内 【ディスクを持ってみよう！】握り
方・投げ方、受け取り方、まっすぐに投
げるには？
【ディスクで遊ぼう！】ボーリング、的
入れ（かご）、ペットボトル倒しな

ど

　対 市内在住・在学の知的障がい者・身
体障がい者の小学生・中学生および引
率者（保護者・支援員な

ど）
　定 ２０組（４０人）
　講 東京都障害者フライングディスク協会
　申 往復はがきで、８月２２日捷までに下
記へ郵送。
※８月２２日捷以降、定員に空きがある
場合は市外の方も参加できます。
□今後の予定　
きらっと…１０月８日松、１１月１２日松、
１２月１７日松、平成２４年２月１１日抄
スポーツセンター…平成２４年１月２１日
松、３月１７日松
　問 スポーツセンター
（〒２０２－００１３中町１－５－１スポー
ツセンター・札０４２－４２５－０５０５）
◆スポーツ振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０８１）

　災害が発生したら、外国人の方々に
はどのようなサポートが必要でしょう
か。私たちはどのようなサポートがで
きるのでしょうか。地域での災害時の
外国人支援について考えます。
　定 ６０人
　講 田村太郎さ

ん（多文化共生センター東
京）
◆文化振興課 　保 （札０４２－４３８－４０４０）

　

　市と東大生態調和農学機構が共同で
取り組む「ひまわりプロジェクトＤＥ
　ＯＩＬ　２０１１」の一環として、同機
構のひまわり畑を一般公開します。 
約４５ｍ×約２２ｍの畑に迷路も作りまし
たので、お楽しみください。
　問 ひまわりプロジェクト土井（札０４２－
４６８－０４５５）加藤（札０４２－４２３－６６７８）
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６）

　当日は、西東京市梨生産組合各生産
者が一生懸命育てた新鮮でおいしい保
谷梨の即売会を行う予定です。
　各園では８月中旬から９月中旬に新
鮮な梨やブドウの直売と地方発送を行
いますのでご利用ください。
※梨の無料配布は行いません。
□主催　西東京市梨生産組合
　問 ＪＡ東京みらい保谷支店
（札０４２－４２１－６４７９）
◆産業振興課 　保 （札０４２－４３８－４０４４）

第１２回保谷梨まつり

818状 即売会　午後３時
保谷庁舎前広場
※当日直接会場へ

障がい者フライングディスク
体験教室

917穣 正午～午後３時
スポーツセンター

第１１回少年野球大会

■９月４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 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。
　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、８月１日捷～１０日昌（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）

★プラネタリウム一般番組

「知っているようで知らない星座の話」

　星座ってなんだろう。星占いの星座が誕生日に見えないのはどうしてだ
ろう。知っているようで知らない「星座」について、プラネタリウム解説
員が紹介します。
　時 ８月３１日昌まで投影
※投影時間はお問い合わせ
ください。
　￥ 展示＋プラネタリウム券
　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）

講演会「災害時の外国人支援」

8 7擾
午後１時～３時
田無庁舎２階
※当日直接会場へ

８月

木の実クラフト教室

826畳 ①午前９時３０分～１１時
②午後１時～２時３０分
西東京いこいの森公園

東大生態調和農学機構
ひまわり畑を一般公開
～迷路も楽しめます～

8
26畳

午前９時３０分～午後４時
（土・日・月曜日を除く）
東大生態調和農学機構

9杖～

ひまわり畑の中の不思議な世界へ遊びに来ませんか 
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。

◆おはなし会　４・１１日昭午後３時３０分／３歳児から対象　
◆おはなしおばさんのおはなし会　７日掌午前１１時／どな
たでも　◆夏！蚊帳（かや）のなかのおはなし会　１８日昭
午後３時３０分／おはなしコーナー／蚊帳の中でおはなしを聞
いてみませんか？どなたでも　◆にこにこおはなし会　１９
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　２１日掌午前１１時／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　４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　１２・２６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　１２・２６日晶午後３時３０分／３歳児から対
象　◆おはなしのへや　１３・２７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　毎週木曜日午後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　３・１７日昌午前１１時／１歳～２歳児
とその保護者対象　◆おはなし会　１０・２４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　５・１２
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　１３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　５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　６日松午前１１時／講座
室／３歳児から対象　◆おはなしひ
ろば　１７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　今月はお休みで
す。

新 町 分 室
札０４２２－５５－１７８３
水～土午後１時～５時

１日捷、８日捷、１５日捷、２２日捷、２９
日捷
※新町分室は、毎週火・日曜日も休館日
です。

休 館 日


