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■１２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 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、１１月１日昇～１０日昭（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）

１１月６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、お茶碗のリサイ当日、地元産の野菜、お茶碗のリサイクク
ル、猫の里親探し・譲渡会がありますル、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

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

　申 往復はがきに、住所・氏名・年齢・
性別・電話番号を明記し、１１月１５日昇
（必着）までに、〒２０２－８５５５市役所み
どり公園課「自然観察会参加希望」係
へ郵送（１枚に複数名の記入可、申し
込み多数の場合は、抽選）。
※後日、結果および詳細を通知。
◆みどり公園課 　保 
（札０４２－４３８－４０４５）

　あなたもタッピング・タッチ（リラ
クゼーション）で心身ともに癒されて
みませんか。
　講 更科幸一さ

ん（自由学園男子部副部長・
コーチング・カウンセリング）
　定 ２０人（申込順）
□保育あり（生後６か月以上未就学児）
　定 １５人（申込順）
　申 11月２日昌から電話で申し込み
◆男女平等推進センター
（札０４２－４３９－００７５）

■昆虫展「櫻井標本コレクション」

　東久留米市在住の櫻井孜さんが収
集した標本コレクションを２回に分
けて公開。今ではあまり見ることの
できない種類や珍しい種間雑種など
も展示します。
「日本のチョウ」
　時 １１月２６日松～平成２４年２月５日掌
「世界のチョウ」
　時 平成２４年２月９日昭～３月３１日松
　￥ 展示室券　大人５００円、子ども（４
歳～高校生）２００円
　問 多摩六都科学館
（札０４２－４６９－６１００）

１１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　６日掌午前１１時／
どなたでも　◆にこにこおはなし会　１８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　２０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　１０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　１１・２５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　１１・２５日晶午後３
時３０分／３歳児から対象　◆おはなしのへや　５・１９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　毎週木曜日。午後４時／どなたでも　
◆芝久保公民館まつり　おはなし会スペシャル　①絵
本の読みきかせ　②こうさく（エコバッグづくり）　１９日
松正午～午後１時／どなたでも／先着５０人／申し込みの
必要はありません。当日、ご来館ください。

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　２・１６日昌午前１１時／１歳～２
歳児とその保護者対象　◆おはなし会　９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　４・１１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
１２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３時３０分（１１月２３
日を除く）／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　４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　
５日松午前１１時／講座室／３歳児から対象
◆おはなしひろば　１６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　９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

３日抄、７日捷、１４日捷、２１日捷、２３日抄、２８日捷
※３日抄と２３日抄は中央図書館と保谷駅前図
書館は、開館します。（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

９面のイベントＮＥＷＳもご覧ください。

　ＮＰＯ法人や市民活動団体の会計や
税務について、ＮＰＯ事業サポートセ
ンターの専門相談員が各団体のご相談
にお答えします。
　対 市内の市民活動団体やＮＰＯ法人
　定 ３団体（申し込み多数の場合は、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、１１月１４日
捷までに市民協働推進センターゆめこ
らぼ「専門相談会」係へ。
　問 市民協働推進センター（札０４２－４９７
－６９５０・胃０４２－４９７－６９５１・死 yume
collabo@ktd.biglobe.ne.jp）
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６）

～東日本大震災支援イベント～
　てんつくマンは、モンゴルでの植林
活動や洞爺湖での村づくりプロジェク
トなど環境問題から国際協力まで幅広
い分野で活躍する活動家です。「夢を
持って生きていくことを再び見つめ直
そう」というてんつくマンの熱いメッ
セージを伝えます。
　￥ 大人１，５００円　高校生５００円　中学生

以下無料
□第一部（午後１時）（出演予定）Ｋ’ｓ
パワー、キャラ丸くんとドク丸くん、ア
ルテ・ピアッツァ・ローゼ　松本佳奈ほ

か

□第二部（午後２時）てんつくマン　トーク
　申 Ｅメールまたは電話で下記へ。
　問 キラキラ西東京（エクラアニマル　
豊永札０４２－４６５－９３３１・胃０４２－４６１－
５３０１・死 ekuraanimal@gmail.com）
□主催　キラキラ西東京
□協力　環境保全課
※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）

　
　東日本大震災と原発事故は、国民に
大きな被害をもたらしました。復旧・
復興に向けて活動する市民の方からお
話しを伺い、『大震災とフクシマ』につ
いて一緒に考えてみませんか。
　対 ・　定 市内在住、在勤者・２５人（先着順）
　講 シャプラニール 小  松  豊  明 さんほか、市民

こ まつ とよ あき

活動関係者
　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、１１月１８日晶までに市民協働
推進センターゆめこらぼ「大震災とフ
クシマ」係へ。
　問 市民協働推進センター（札０４２－４９７
－６９５０・胃０４２－４９７－６９５１・死 yume
collabo@ktd.biglobe.ne.jp）
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６）

　初日には、グループの垣根をこえ、
参加者有志による群読「葉っぱのフレ
ディ」を行います！
　時 ・　場 １１月１９日松～２７日掌の各松・掌
　場 西東京市民会館
興１１月１９日松午後１時～オープニング
「葉っぱのフレディ」、１時４５分～田
無朗読ボランティアの会、３時１５分～
豊かな老いじたくを考える会、４時３０
分～東京紅緑会
興１１月２０日掌午前１１時～朗読「草の会」
午後１時～高田妙、３時～おはなしいっぱい
興１１月２６日松午後１時～青年俳優座プロ

デュース、３時１５分～朗読の会たまゆら
興１１月２７日掌正午～朗読サークル「川」、午
後３時～賢治の会、終了後～エンディング
◆西東京市民会館
（札０４２－４６３－５３８１）

　講 堀田力さ
ん（さわやか福祉財団理事長・弁護士）

□主催　NPO法人サポートハウス年輪
※この事業は高齢者支援課の協力事業
です。
◆高齢者支援課 　保 
（札０４２－４３８－４０３０）

　ふれあいまちづくり２０周年事業、ファミリ
ー・サポート・センター１０周年事業とほっと
ネットステーション事業の同時開催でシン
ポジウムを開催します。「地域のつながり」
について一緒に考えてみませんか。
※午前１０時からイベント「ふれあいま
つり」も同時開催。
　講 永田陽子さ

ん（臨床心理士・駒沢女子短
期大学講師）
□パネリスト　高橋有加さ

ん（子育てサ
ロン活動者）、田中のり子さ

ん（西東京子
育てコム）、内田日出子さ

ん（ふれあいの
まちづくり推進委員会）
□その他　託児あり（要予約、定員あ
り）、手話通訳あり
　申 西東京市社会福祉協議会
（札０４２－４３８－３７７１）
◆生活福祉課 　保 （札０４２－４３８－４０２４）

□コース　武蔵大和駅～南の森～青年
の森～野鳥の森～宅部池～太陽広場～
トチノキ林～トウカエデの森～狭山公
園パークセンター～多摩湖堰堤～武蔵
大和駅（解散）※途中で昼食
　コースおよび時間は天候などにより
変更になることがあります。山道で階
段など歩きにくいところがあります。
　対 ・　定 １８歳以上の市内在住、在勤者・４０人

ＮＰＯ法人のための会計や
税務に関する専門相談会

1118畳 午後６時～９時
イングビル

こもれび　てんつくマン劇場

1119穣 午後１時～午後４時
開場午後０時３０分
保谷こもれびホール

『大震災とフクシマ』を
めぐる市民活動を語る集い

1119穣 午後２時～４時３０分
イングビル３階

第２回　朗読フェスティバル
　ｉｎ　西東京市民会館

シンポジウム「つながろう地域！　　
～タテヨコナナメ・世代間交流のススメ～」

1127擾 午後１時３０分～３時
西東京市民会館

講演会「地域包括ケアの今後のあり方」

1126穣 午後１時３０分
西東京市民会館
※当日直接会場へ

タッピング・タッチ講座

123穣
午後２時～４時
住吉会館ルピナス２階

都立狭山公園の自然をたずねて

1130浄 午前１０時（小雨決行）
集合：武蔵大和駅
解散：午後２時頃


