
JAN 2012 7インフルエンザにご用心！　帰宅時は　手洗い　うがいを忘れずに！

1月1日号

１月

◆おはなしおばさんのおはなし会　８日掌午前１１時／
どなたでも　◆にこにこおはなし会　２０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　１５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　５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　１３・２７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　１３・２７日晶午後３
時３０分／３歳児から対象　◆おはなしのへや　１４・２８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
札０４２－４６５－９８２５
火～日午前１０時～午後６時

◆ちびっこおはなし会　１８日昌午前１１時／１歳～２歳
児とその保護者対象　◆おはなし会　１１・２５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　６・１３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　１４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／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　６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　
１４日松午前１１時／講座室／３歳児から対象
◆おはなしひろば　１８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　１１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

１日抄～４日昌、９日抄、１０日昇、１６日捷、
２３日捷、３０日捷
※中央図書館と保谷駅前図書館は、９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

　出初式は、消防団による年初めの消
防訓練です。主なプログラムは、放水訓
練、消防ポンプ車のパレード、消防団員
に対する表彰などが行われます 。
■西東京市消防団
　西東京市消防団は、団長の村田恭男
さんを筆頭に、団員数２２７人で、それぞ
れ本業を持ちながら、地域防災の担い
手として市民の生命と財産を守るため
に日夜を問わず、消防・防災活動を行
っています。
　消防団活動に、ご理解ご協力をお願
いします。
◆危機管理室 　保 （札０４２－４３８－４０１０）

　各会場では、和太鼓の演奏などが雰
囲気を盛り上げます。
　お正月にご家庭で使用したお飾りを
持参し、ぜひご参加ください。
※人形などお飾り以外のものは受け付
けません。また、不燃物など燃やして
はいけないものは必ず取りはずしてご
持参ください。

□松飾り受付　正午～午後３時３０分
□点火　午後４時２０分ごろ
※雨天、強風の場合は９日抄に順延。
　問 どんど焼実行委員会保谷第二小地区
責任者：坂本（札０４２－４６２－０５４５）

□松飾り受付　午前１０時～午後１時３０
分
□点火　午後２時１５分ごろ
※雨天、強風の場合は１５日掌に順延。受
付：午前９時～正午、点火：午前１１時ごろ
　問 どんど焼実行委員会明保地区責任
者：川合（札０４２－４２３－５１５８）

□松飾り受付　午前１０時３０分～午後３時
□点火　午後３時ごろ
※雨天、強風の場合は２２日掌に順延。受
付：午前１１時～午後２時、点火：午後１
時３０分ごろ
　問 どんど焼実行委員会上向台地区責任
者：松村（札０４２－４４４－８５６７）
□注意　会場となる各学校へのお問い
合わせはご遠慮ください。

育ゲームにチャレンジします。親子で
楽しみながら、日本食やマナー、料理
器具など料理の基本を学びます。パネ
ルシアター、カルタ大会などお楽しみ
もいっぱい。食育博士をめざそう！
　講 キッズ・キッチンインストラクター、
子ども料理サポーターほ

か

　問 ワーカーズ・コレクティブちろりん村
（札０４２－４２５－０７８８・胃０４２－４２５－
０７８８・死chirorinmura@mbn.nifty.com・
　HP http://www.geocities.jp/chirorinmura
_nisitokyo/）
□主催　ワーカーズ・
コレクティブちろりん村
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６）

　時 ２月９日昭・２３日昭、３月１日昭・
８日昭・２９日昭の計５回
午後２時～４時
　場 田無公民館
　定 １５人※市内在住・連続５回参加可能
な方優先
　講 吉田豊さ

ん（文京学院大学生涯学習セ
ンター講師）
　申 １月２０日晶～２６日昭午前１０時から中
央図書館開館中に電話で申し込み。１
月末日までに決定通知を送ります。
◆中央図書館（札０４２－４６５－０８２３）

1 8擾
午前１０時～正午
千駄山広場（東伏見１－４）
※当日直接会場へ

みんな集まれ！「どんど焼」

西東京市消防団　出初式

大人のための連続講座
「寺子屋式古文書手習い～かな読みに
始まり、冊子を読み上げるまで～」

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。

※時間は、進行の都合上、多少前後す
ることがあります。
※衛生管理上、動物と同伴の来場はご
遠慮ください。
※駐車場はありませんので、車での来
場はできません。
※当日の実施状況、延期など開催に関
する情報は下記　HP をご覧ください。
興どんど焼　HP http://members2.jcom.
home.ne.jp/dondo/
◆文化振興課 　保 （札０４２－４３８－４０４０）

①第１回（開会式・午前１０時１５分）
□対象区域　田無第二中学校、ひばり
が丘中学校、田無第三中学校、青嵐中学
校、明保中学校の各中学校区域在住者
②第２回（開会式・午後０時１５分）
□対象区域　田無第一中学校、保谷中
学校、柳沢中学校、田無第四中学校の
各中学校区域在住者
※対象者（平成３年４月２日～平成４
年４月１日に生まれた方で、西東京市
に住民登録または外国人登録している
方）には、案内状を発送しましたが、
届いていない場合や、市外在住で参加
を希望される方はご連絡ください。
※式典は第１回・第２回に分かれて行
います。案内状の回に不都合がある場
合は、希望される回にご参加ください。
※庁舎敷地内での飲酒ならびに会場内
への酒類の持ち込みや飲酒者の入場は
できません。
※車での来場はご遠慮ください。
◆社会教育課 　保 （札０４２－４３８－４０７９）

　
　料理に関するクイズや食育体験、食

1 8擾
保谷第二小学校
（柳沢４ー２－１１）

114穣 明保中学校
（東町１ー１－２４）

121穣 上向台小学校
（向台町６ー７－２８）

ＮＰＯ等企画提案事業
食育らんど

114穣 午前１０時～午後４時
田無駅北口アスタビル２階センターコート
※当日直接会場へ

昨年の様子

昨年の様子

■①お正月はエコプラザ西東京であ
そぼう！
　環境カルタや環境すごろくをし
て、楽しく環境について学びましょ
う。
　時 １月５日昭～８日掌午前１０時～午
後４時※午後２時からカルタ大会。
　場 エコプラザ西東京
　申 当日直接会場へ
■②リサイクルアートスペース
「にょきにょきワークショップ～レ
ッジョ教育ｉｎ西東京」２０１１第５回
「じぶん」とだいすきな人をつくろ
う！
　時 １月２１日松午後１時３０分～３時３０分
　場 エコプラザ西東京
　内 リサイクル品や小麦粉粘土を使っ
た創作

　講 レッジョ教育を広める会
＠キオッチョラ＠（エコプラザ西東
京登録団体）
　定 ２０組（申込順）
　対 市内在住、在学の４歳～小学３年
生のお子さんとその保護者
　持 飲み物、粘土べら（または代用に
なるもの）、バンダナ、汚れてもよい
服装
　申 氏名（ふりがな）・保護者名・住
所・電話番号・年齢を明記し、１月
６日晶午前９時から電話、ファック
ス、Ｅメールで下記へ申し込み。
※定員になり次第締め切り。
　問 エコプラザ西東京（札０４２－４２１－
８５８５・胃０４２－４２１－８５８６・死ecopla
za@city.nishitokyo.lg.jp）
※電話受付：午前９時～午後５時

※特に記載のないものは、無料です。
※内容についてのお問い合わせは、各サークルへお願いします。

1 9常
①午前９時３０分から受付
②午前１１時３０分から受付
保谷こもれびホール

成人式のご案内

昨年の様子

「みんなの伝言板」（サークルの紹介）は、

個人情報が含まれているため、削除してあ

ります。


