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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

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

　市内少年野球チームを対象とした野
球教室です。ご観覧ください。
□主催　西東京市、早稲田大学競技ス
ポーツセンター、多摩東部少年野球リ
ーグ
□協力　早稲田大学野球部、早稲田大
学準硬式野球部
◆スポーツ振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０８１）

　市内在住の伝統職人の方に「伊勢型
紙」の技を学び、オリジナルの年賀状
を作ってみませんか。
　対 小学３年生以上
　定 ２０人（申込順）
　講 南部俊彦さ

ん

　￥ ２００円（材料費）
　持 はがき
　申 １２月２日晶から電話で郷土資料室へ
（札０４２－４６７－１１８３）お申し込みくだ
さい。（月・火曜日は除く）
◆社会教育課 　保 （札０４２－４３８－４０７９）

　内 おはなし「おだんごぱん」、紙芝居
「モチモチの木」ほ

か

　対 ３歳以上
（３歳未満は保護者同伴にて可）
□公演者　おはなしａｑｕａ（アクア）
◆中央図書館（札０４２－４６５－０８２３）

～西東京市誕生１０周年記念市民活動団

１２月４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、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、リサイクル本・猫の里親探し・譲渡会ル、リサイクル本・猫の里親探し・譲渡会がが
ありますあります。。
◆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

　対 高校生以上の市内在住・在勤・在学
者
□競技種別　①一般の部（コート内に
男性１人まで可）　②セミシニアの部
（女性４５歳以上）
※１チーム４～６人の登録
※対戦組み合せは大会当日に発表
□競技方法　ソフトバレーボール競技
規則に準ずる。
　申 １２月１９日捷（必着）までに、市　HP ・
スポーツセンター・きらっとまたはス
ポーツ振興課（保谷庁舎３階）で配布
の申込用紙を〒２０２－８５５５市役所スポ
ーツ振興課「ソフトバレーボール大会」
係へ郵送、ファックスまたは直接持参。
※ファックスで申し込む場合は、必ず
電話で、送達確認をしてください。
◆スポーツ振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０８１・
　胃０４２－４３８－２０２１）

　対 市内在住・在学の小学５・６年生
（男女別）１２人以上２０人以内で構成さ
れたチーム
※ほかに成人の監督１人、監督以外の
お手伝い（記録・タイマー）１人
※試合人数１２人
　申 各小学校、スポーツ振興課（保谷庁
舎３階）、市　HP にて配布の参加申込書・
メンバー表を、１月１３日晶（必着）ま
でに、〒２０２－８５５５市役所スポーツ振
興課「ドッジボール大会」係へ郵送・
ファックスまたは直接持参。
※ファックスで申し込む場合は、必ず
電話で、送達確認をしてください。
※必ず実施要綱を確認してください。
※審判・実技指導の派遣については、
各校２日を上限に受け付けます（日程
により受付不可の場合あり）

早稲田大学野球教室

1211擾 午前８時４５分～正午
早稲田大学東伏見野球場・
準硬式野球場　※雨天中止

伊勢型紙で年賀状を作ろう！

1211擾 午後１時３０分～４時３０分
郷土資料室（西原町４－５－６）
（西原総合教育施設２階）

体提案協働事業～
　内 ギター演奏や朗読劇、メインイベン
トには１００人群読劇を行います。
□主催　青年俳優座
　問 青年俳優座
（山崎札０７０－５５４６－１５８７・死iwawo@
dk.pdx.ne.jp ）
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６）

　ペリー来航以来、江戸近郊の軍需工
場で火薬爆発事故が連続発生して市民
に不安が広がる中、東海、南海地震、
さらに江戸に直下型大地震が発生しま
した。東日本大震災を体験した今日、
参考になる事項を探るとともに、なま
ず絵を鑑賞します。
　定 ６０人（申込順）
　講 吉田豊さ

ん（文京学院大学生涯学習セ
ンター講師）
　申 １２月１５日昭午前１０時から開館時間中
に中央図書館へ電話で申し込み。
◆中央図書館（札０４２－４６５－０８２３）

□コース　田無庁舎～武蔵境杵築大社
～延命寺～大法寺～安養寺～武蔵野八
幡宮～大盛寺（井の頭公園）※午後０
時３０分解散予定【距離約７．５㎞】
　対 小学生以上で市内在住・在勤・在学
の健康な方（小学生は保護者同伴）
　定 １００人（申込順）
　持 歩きやすい靴・服装、ザック、タオ
ル、雨具、飲み物な

ど

　申 往復はがきに、参加者全員の住所・
氏名・性別・年齢・電話番号を明記の
うえ、１２月９日晶（必着）までに、〒
２０２－８５５５市役所スポーツ振興課「武
蔵野吉祥七福神めぐり」係へ。
◆スポーツ振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０８１）

大人のための講演会「幕末江戸の災害
～火薬工場爆発と直下型大地震～」

1224穣 午後２時～４時
田無公民館

雪やこんこん　紙芝居・
おはなしスペシャル！

1217穣 午前１１時～正午
中央図書館
※当日直接会場へ

ライブ公演の魅力
～演奏・朗読劇・群読劇～

1217穣 ①午後１時３０分開演（１時開場）
②午後４時３０分開演（４時開場）
コール田無※当日直接会場へ

市民体力づくり教室
～武蔵野吉祥七福神めぐり～

1 7穣
集合：午前９時田無庁舎
市民広場
※小雨決行・雨天中止

第１１回小学生ドッジボール
大会５・６年生大会

①５・６年生男子の部②５・６年生
女子の部　午前９時～午後５時
スポーツセンター12擾②

211常①

１２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。

□ＮＰＯ市民フェスティバルに参加
し、活動紹介をしませんか。
　対 主に市内で活動しているＮＰＯ法
人や市民活動団体
　申 電話・ファックス・Ｅメールで、
①団体名・担当者名（ふりがな）　②
住所　③電話番号を明記し、１２月１４
日昌までに市民協働推進センターゆ
めこらぼ「ＮＰＯ市民フェスティバ
ル」係へ。
詳細は〈事前説明会〉で説明します。
興ＮＰＯ市民フェスティバル
　時 平成２４年２月１２日掌
　場 きらっと
興事前説明会
　時 １２月１６日晶午後６時～７時３０分
　場 イングビル３階会議室
　問 市民協働推進センター
（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）

２０１２ＮＰＯ市民フェスティバル
参加団体募集

ソフトバレーボール大会

115擾 午前１０時３０分～午後４時
スポーツセンター

□組み合わせ抽選会　
　時 ・　場 １月２５日昌午後６時３０分・スポ
ーツセンター
◆スポーツ振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０８１・
　胃０４２－４３８－２０２１）

◆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
１・８・２２日昭午後３時３０分／３歳児から対象　◆クリス
マス会　１５日昭午後３時３０分／３歳児以上　

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
ンターで／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日晶午前１１時／１～２歳児とそ
の保護者対象（２３日は、お休みです。）　◆おはなしひろ
ば　９日晶午後３時３０分／３歳児から対象（２３日は、お休
みです。）◆おはなしのへや　１７日松午後３時３０分／５
歳児から小学校３年生対象（３日は、お休みです。）

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　１・８・１５日昭午後４時／どなたでも　
◆かにむかしの冬のおはなし会　１７日松午前１１時～正
午／どなたでも　◆クリスマスおはなし会　２２日昭午
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　◆おかあさんとおこさん
のクリスマスおはなし会（出演：絵本と語りの会）　８
日昭午前１１時／１歳～３歳児までとその保護者　◆冬の
おはなし会　２１日昌午後３時３０分／３歳児以上

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　７・２１・２８日昌午後３時３０
分／絵本コーナー／３歳児から対象　◆ク
リスマスおはなしひろば　１４日昌午後３
時３０分／柳沢公民館／３歳児以上

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　◆今月のおはなしひろばサタ
デーはお休みです　◆クリスマスおは
なしひろば　２１日昌午後４時／３歳児以
上

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日捷、２３日抄、２６日捷、２９
日昭から１月４日昌　※中央図書館と保谷
駅前図書館は、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


