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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

９面のイベントＮＥＷＳもご覧ください。

□公演　オフィスやまいも
　定 ７０人（先着順）
　申 ９月６日昇午前１０時から谷戸図書館
にて整理券を配布。
◆谷戸図書館（札０４２－４２１－４５４５）

　～西東京市誕生１０周年記念市民活動
団体提案協働事業～
　色々な花で作った、壁掛けタイプの
ハンギングバスケットの作品展と講習
会を開催します。また、展示する作品
を９月１４日昌まで募集しています。詳
細はお問い合わせください。
※２６日捷午後は、講習会は行いません。
　￥ 講習会のみ２，０００円（材料費な

ど）
　問 西東京ガーデニングクラブ（大安札・
胃０４２－４６１－９９２２・死ngc_hanabora
@yahoo.co.jp）
□主催　西東京ガーデニングクラブ
◆協働コミュニティ課 　保 

（札０４２－４３８－４０４６）

　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回通して参加できる方、現在子ど
もたちに紙芝居を演じている方、今後
演じる予定の方優先
※市内在住者優先
　定 ２０人（申し込み・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 ９月１日昭～１５日昭に下記へ電話ま
たは直接。
◆柳沢図書館（札０４２－４６４－８２４０）

□コース　久米川駅南口→八坂駅前・
九道の辻→野火止緑地→ガーデニング
緑道→都立薬用植物園（昼食・見学）
→小平監視所（都・水道局）→玉川上
水駅（解散）
　定 １００人（申込多数の場合は抽選）
　持 弁当・飲物・雨具な

ど

　申 往復はがきに、参加希望者全員の住
所・氏名・年齢・電話番号を明記し、
９月１５日昭（必着）までに、〒２０２－
８５５５市役所みどり公園課「水と緑ウォ
ッチングウォーク」係へ郵送。
※後日、結果および詳細を通知します。
※台風の接近など、災害の恐れがある
場合は中止とします。
◆みどり公園課 　保 
（札０４２－４３８－４０４５）

　
　太平洋ビキニ環礁沖の核実験で被爆

した漁船を展示する第五福竜丸展示館
と第二次世界大戦の惨状が分かる平和
祈念展示資料館を見学します。
　ピースウォークを通じて、核兵器や
戦争、そして平和について一緒に考え
てみませんか。
　対 市内在住・在学・在勤の方
　定 ３０人（申込多数の場合は抽選）
　持 弁当（昼食場所の近くで、購入不
可。）
　申 往復はがき、ファックスまたはＥメ
ールに、住所、氏名、年齢、電話番号、
市内在学・在勤の方は学校名または勤
務先名、集合場所（田無庁舎または保
谷庁舎）を明記し、９月１６日晶（必着）
までに、〒２０２－８５５５市役所協働コミ
ュニティ課「ピースウォーク」係へ。
□共催　非核・平和をすすめる西東京
市民の会
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６・胃０４２－４３８－
２０２１・死kyoudou@city.nishitokyo.lg.jp）

　自分の体力を知り、健康維持や体力
づくりに役立てましょう。
　対 小学生以上の市内在住・在勤・在学者
□種目　握力・上体起こし・長座体前
屈・開眼片足立ち・１０ｍ障害物歩行・
６分間歩行・２０ｍシャトルラン・立ち
幅とび・反復横とびな

ど

※年齢により測定種目が異なります。
※体力テストを
受けた方は、骨密
度と血管年齢の
測定が受けられ
ます（午前・午後、
各先着１００人）。
　持 室内用運動靴
（必ず持参）、運
動のできる服装、タオル、飲み物な

ど

◆スポーツ振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０８１）

　
　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
楽家の皆さんによるコンサートを開催
します。
　内 ８月６日松に開催されたオーディションに
合格した若手音楽家１０組による演奏
□プログラム　ピアノ演奏「前奏曲１７
番～２４番」（ショパン）、テノール独唱
「君は花のように」(ロベルト・シュー
マン）な

ど

　申 無料入場整理券を９月１５日昭から企
画政策課（田無庁舎３階）、総合案内
（保谷庁舎１階）、各公民館で配布。
※お車でのご来場はご遠慮ください。
□主催　多摩北部都
市広域行政圏協議会
　問 東村山市立中央公
民館
（札０４２－３９５－７５１１）
◆企画政策課 　田 
（札０４２－４６０－９８００）

９月４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、地元産の野菜の販売、お茶碗のリ※当日、地元産の野菜の販売、お茶碗のリササ
イクル、猫の里親探し・譲渡会がありますイクル、猫の里親探し・譲渡会があります。。
午前１０時からたい肥を配ります午前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

■１０月２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
□募集区画数　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、９月１日昭～１０日松（消印有
効）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
（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）

９月
乳幼児～小学生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　４日掌午前１１時／
どなたでも　◆にこにこおはなし会　１６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　１８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　１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　９晶・２３日
抄午前１１時／１～２歳児とその保護者対象　◆おはなしひろば　
９晶・２３日抄午後３時３０分／３歳児から対象　◆おはなしのへや　
１０・２４日松午後３時３０分／５歳児から小学校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　７・２１日昌午前１１時／１歳～２
歳児とその保護者対象　◆おはなし会　１４・２８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　２・９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　１０
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　２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　１０日松
午前１１時／講座室／３歳児から対象　◆おは
なしひろば　２１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　１４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

５日捷、１２日捷、１９日抄、２０日昇、２３日抄、２６日捷
※中央図書館と保谷駅前図書館は、１９日捷と２３
日抄は開館しています（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

☆コズミックカレッジ　
かさ袋ロケットで宇宙に行こう！
　みんなでかさ袋ロケットを作って
飛ばしてみよう！
　時 １０月８日松
①午前１１時３０分～午後０時１０分
②午後１時３０分～２時１０分
　対 ４歳～小学２年生とその保護者
各２０組４０人
　￥ 展示室　大人５００円、子ども２００円
（４歳～高校生）
　申 はがきに、イベント名・開催日・
希望時間・住所・氏名（ふりがな）・
年齢（学年）・保護者名・電話番号を
明記し、９月２６日捷までに、下記へ。
　問 多摩六都科学館
（〒１８８－００１４芝久保町５－１０－６４
　・札０４２－４６９－６１００）

谷戸図書館人形劇公演
「さんびきのこぶた」

925擾 午後３時～４時
谷戸公民館

フラワーフェスティバルin西東京２０１１

9 午前１０時～午後４時
最終日は午後３時まで
田無庁舎前※直接会場へ

25擾～
102擾

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～

9 午後１時３０分～３時３０分
柳沢公民館
（２回連続講座）

29状・
106状

第９回水と緑ウォッチングウォーク

101穣
集合：午前９時３０分久米川駅南口
出発：午前１０時（解散は午後３時）
※雨天決行 市民体力テスト

102擾
受付：午前９時３０分～１１時３０分、
午後１時３０分～３時３０分
きらっと※当日直接会場へ

多摩六都フェア
第１８回多摩六都フレッシュコンサート

1016擾 午後２時開演（午後１時３０分開場）
東村山市立中央公民館（東村山駅
東口徒歩２分）

去年行われたウォッチングウォークのようす

ピースウォーク

101穣
集合：午前８時３０分・保谷庁舎
１階、午前９時・田無庁舎１階


