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　企業には環境配慮や社会貢献さらに
は地域社会との協働推進など広く社会
的責任が求められています。市内に事
務本部を置く損保ジャパンのＣＳＲ・
環境推進室長酒井香世子さんに同社の
最新事情を伺います。
　対 市内在住・在勤の方
　定 ２０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、１０月１３日昭までに市民協働
推進センターゆめこらぼ「企業に聞く
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）

　今年は「今できることで・・未来に
つなごう」をテーマに開催します。
興イベント
・参加１３団体の活動報告および展示発表
・地産地育のとれたて野菜販売
・地粉でつくるだんご汁（無料試食）
・おちゃわんリサイクル（不要食器回収）
・消費生活相談コーナー
興講習会　省エネグッズ
「鍋帽子をつくろう」　　
　￥ ５００円（材料費）
※要予約（各日１０人ずつ）
□講演会「放射能汚染とこれからの私
たちのくらし」
　時 １０月７日晶午後１時３０分～３時３０分
　場 住吉会館ルピナス　　
　定 ６０人
　講 澤井正子さ

ん（原子力資料情報室）
　申 当日直接会場へ。
■保育有り
　対 生後６か月以上の未就学児
　定 ３人（申込順）
　申 講習会、保育ともに、１０月３日捷か
ら電話で申し込み。
□企画・運営　消費生活展実行委員会
◆消費者センター
（札０４２－４２５－４１４１）

　響き渡る癒しの音色に触れてみません
か。お子さん連れの方もお気軽にご参加
ください。入退場は自由です。
　内 ハーモニカ演奏 、地域活動支援セン
ター♪ハーモニーの音楽プログラム参
加者による演奏な

ど。
◆障害者総合支援センター
（札０４２－４５２－００８７）

～西東京市誕生１０周年記念協賛事業～
　日本に住んでいる外国人による日本
語スピーチコンテストを開催します。
　内 市内在学の外国にルーツを持つ小・
中学生による日本語メッセージ、在住
外国人による日本語スピーチ、アトラ
クション（尺八演奏）な

ど

□主催　ＮＰＯ法人
西東京市多文化共生
センター、西東京市日
本語スピーチコンテ
スト実行委員会
※この事業は宝くじの助成金を受け、
実施します。
◆文化振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０４０）

興第一部　公演「お笑い長寿寄席」
（古今亭菊六、ピロキ、ばいそん）
□体操「西東京しゃきしゃき体操」
興第二部　演芸（西東京市各高齢者ク
ラブ）
　対 市内在住の６０歳以上の方
　問 西東京市社会福祉協議会
（札０４２－４３８－３７７３）
◆高齢者支援課 　保 
（札０４２－４３８－４０２８）

　農業景観散策を通して農業について
学び、野菜栽培農家を訪ね、市内の農
産物について畑で学びましょう。
　内 ①農のある景観散策　②都市型農
業・西東京市産農産物などの説明ほ

か

□コース　南町６丁目の畑→向台公園→
向台町１丁目の畑→十王堂一宇建立の碑
　対 小学生以上の市内在住者（小学生は
保護者同伴）
　定 ２０人
　持 飲み物・帽子・歩きやすい服装
　申 往復はがきに、住所・氏名・電話番
号を明記し、１０月１１日昇（必着）まで
に、〒２０２－８５５５市役所産業振興課へ。
※参加者全員の必要事項を記入、代表
者については「代表者」と明記し、返
信用はがきには住所・氏名（代表者名）

を記入。
※申し込みは１件につき２人まで可。
※応募者多数の場合は、抽選。
◆産業振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０４４）

～西東京市誕生１０周年記念市民活動団
体提案協働事業～
　内 ①勝手遊び（自然の中を走り回ろう）
②西原の木を使って工作（クワガタや
カブト虫を作ろう）　③鋸挽き体験（の
こぎりで木を切ろう）　④野外コンサ
ート（松本佳奈のコンサート）
⑤クイズラリー（要事前申込）
興クイズラリー
　対 グループ（親子３人～５人）で参加。
２人の時はその場でグループになって
も可。
　定 ３０組（申込順）
　持 昼食
　申 電話またはファックスで代表者の氏
名・住所・電話番号・人数を明記し、
下記まで申込み。
※参加時間自由・大雨の場合は中止。
※小学生以下は保護者同伴。
※参加賞あり
※定員に達していない場合は、当日参
加可。詳細はお問い合わせください。
　問 ・　申 西原自然公園を育成する会　　
（池田札・胃０４２－４６３－５５６１）
◆みどり公園課 　保 
（札０４２－４３８－４０４５）

　世界の国からやってきた留学生と一
緒に楽しい活動をしてみませんか！い
ろいろな国の言葉を使ったゲームや
歌、理想の島の旗づくりをします。ス
タンプラリーのような特別パスポート
もあります。
　講 佐々木一也さ

ん

（ＮＰＯ法人国際ボランティア２１）
　対 市内在学の小学３～６年生
　定 ３０人
　￥ １，０００円
　申 インターネットまたはファックス
で、１０月１２日昌（必着）までに申込み。
※詳しくはチラシをご覧ください。
　問 ・　申 ＮＰＯ法人西東京市多文化共生
センター（ＮＩＭＩＣ）
（札・胃０４２－４６１－０３８１・死 event@ni
mic.jp、インターネット　申  http://www.
nimic.jp/hyotanjima/）
◆文化振興課 　保 （札０４２－４３８－４０４０）

　洋服と違って着物は、体型が変わっ
ても長く着られて、リフォームもでき
るエコな素材です。タンスにしまった
ままの着物を捨てる前に自分で着物を
着てみませんか。昔の着物でも、自分

に合った着付けをすればエレガントに
よみがえります。
　内 着付け体験、個別の着付け相談、着
物のリユース・リフォーム活動紹介ほ

か

　対 ・　定 着物を自分で着てみたいと思っ
ている方・２０人
　持 着物、肌着、帯ほ

か

　申 ・　問 リュース“和”の会（林札・胃０４２－
４２１－９２８５）※電話は午後７時以降
□主催リュース“和”の会
※この事業は、環境保全課の協力事業
です。
◆環境保全課（札０４２－４３８－４０４２）

　市が実施した多摩六都フェアの講座
から誕生した音楽バンド７団体による
合同コンサートです。本コンサート
は、市の誕生１０周年を記念するととも
に、東日本大震災における被災者を応
援するため、圏域市民による活力ある
演奏を披露します。
□出演　①（吹奏楽）ドリームウェス
ト・ウィンドオーケストラ、ウィンズ・
パストラーレ
②（ビッグバンド、ゴスペル）
ノーザン・シックス・ビッグバンド、
アーリーモーニン・ラテン＆ジャズオ
ーケストラ、ジョリーウェスト・ジャ
ズオーケストラ、ラ・ムシカ・サブロ
ーサ、ジョイフルクワイヤー西東京
　定 ６６２人
　申 １０月１５日松午前１０時から、保谷こも
れびホールにて、コンサートの入場整
理券（無料）を事前に配布します。
※入場整理券は、１人４枚まで。
　問 保谷こもれびホール
（札０４２－４２１－１９１９）
◆文化振興課 　保 （札０４２－４３８－４０４０）

企業に聞く会
「地元企業のＣＳＲ最新事情」

1014畳 午後６時～７時３０分
イングビル３階

日本語スピーチコンテスト

1016擾 正午～午後４時
保谷こもれびホール
※当日直接会場へ

高齢者福祉大会

1019浄 午前１０時～午後４時
保谷こもれびホール
※当日直接会場へ

■１１月６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、１０月１日松～１０日抄（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）

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

市内の農ある風景を
散策してみませんか

1022穣 午前９時～正午（雨天実施）
集合：田無庁舎1階ロータ
リー

ＮＰＯ企画提案事業
世界の留学生と「ひょうたん島ワークショップ」

115穣
午後０時３０分～４時３０分
きらっと

“自分で”着物を着る講座
～タンスに眠った着物をよみがえらせよう

116擾
午後１時３０分～３時３０分
エコプラザ西東京

第１１回消費生活展

10 午前１０時～午後４時
消費者センター

14畳・
15穣

秋の西原自然公園であそぼう！

113常
午前１０時～午後２時３０分
西原自然公園（西原町４－５）

西東京市誕生１０周年記念　多摩六都フェア
卒業団によるチャリティコンサート

①12 ①午後７時開場、７時３０分開演
②午後２時３０分開場、３時開演
保谷こもれびホール

2畳・
②123穣

フレンドリーな音楽会～土曜の午後の
ひと時、美しい生演奏をあなたに～

1015穣 午後２時～４時
障害者総合支援センター
（フレンドリー）１階

ノーザン・シックス・ビッグバンド


