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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（　042̶421̶4545）へお問い合わせください

　市内近隣の中学・高校生のパフォーマ
ンス発表！さらにお笑い芸人のゲスト出
演あり！
・ 小学生以上・500人
市内各児童館で無料チケットを配付

（先着順。1人2枚まで）
①2月１日㈬～８日㈬は中学・高校生年
代のみ配付（本人が来館）
②2月9日㈭～17日㈮小学生以上配付
※中学・高校生年代対象事業のため、優
先期間を設けています。
※当日券は空席が出た場合のみ発行。
詳細は、市 または中町児童館へご連絡
ください。
□ゲスト　東京ダイナマイト、ものいい、
少年少女
中町児童館
　（ 042－422－
　8800）
◆児童青少年課 
　（ 042－460－
　9843）

　都市における農業・農地は、さまざ
まな機能や役割を担っています。新鮮
な農産物を供給するだけでなく、教育・
環境・コミュニティ、また防災面におい
ても大変重要なものとなっています。
　このフォーラムでは、「都市農業」の現
在と将来像について考えます。
・ 市内在住・在勤・在学者・７０人
後藤光蔵さ

ん（武蔵
大学経済学部教授）
往復はがきに、住所・

氏名・電話番号を明記
し、２月13日㈪（必着）
までに、〒202－8555市役所産業振興
課へ郵送。
※返信はがきに住所・氏名を記入。
※申し込みは１件につき２人まで可。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。返信はがき
の住所・氏名についても代表者を記入
してください。
※応募者多数の場合は、抽選にて決定
し、抽選結果を連絡します。抽選のな
い場合も連絡します。
◆産業振興課 
　（ 042－438－4044）

　東京都は、３月１０日を「東京都平和の
日」と定めています。
　平和の意義を確認し、平和意識の高
揚を図るため空襲の被害実態をあらわす

被災品や遺品、また戦時下の都民の暮ら
しを伝えるさまざまな資料に加え、空襲
下の東京を写したパネルを展示します。
◆協働コミュニティ課 
　（ ０４２－４３８－４０４６）

　
　市が非核・平和都市宣言をしてから、
今年で１０周年を迎えます。
　市内で空襲があった歴史を振り返り
ながら、非核・平和都市宣言の意義を
再確認するため、シンポジウムを開催
します。
□基調講演　牛田守彦さ

ん（法政大学中
学高等学校教諭・武蔵野の空襲と戦争
遺跡を記録する会副代表）
□パネリスト　広島平和の旅参加者、
武蔵野大学の学生、非核・平和をすす
める西東京市民の会会長
１５０人（先着順）

□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 
　（ ０４２－４３８－４０４６）

ロールケーキ、クッキー2種類
・ 市内在住者・１６人
藤木貴子さ

ん（洋菓子店パティシエ）
エプロン、三角巾、ふきん2枚
５００円
往復はがきに、①住所　②氏名（ふ

りがな）　③年齢　④電話番号を明記の
うえ、2月10日㈮（必着）までに〒２０２
－０００５住吉町6－1－5 消費者センター
へ郵送。
※申込多数の場合は抽選、初めての方
優先。
◆消費者センター
　（ 042－４２５－４１４１）
　

　フィリピン、オランダ、アメリカ（ハ
ワイ）出身の英語教育専門家が、子ど
もたちに世界中で母語・共通語となっ
ている英語の楽しさを教えてくれます。

①幼稚園年長～小学2年生
　②幼稚園年少・年中
各24人（事前申し込み制）

※応募多数の場合は抽選
１人５００円
往復はがきまたはEメール（携帯メー

ル不可）で、  ①お子さんの氏名（ふりがな）  
②学年  ③保護者氏名  ④住所  ⑤電話
番号を明記し、２月24日㈮（必着）ま
でに、〒202－8555市役所文化振興
課「英語で楽しく3/10」係へ。
※Eメールの場合はタイトルに「3/10
英語で楽しく」と必ず記入。
※学年は申し込み時点。
※会場までは必ず保護者の方が送迎し
てください。
□主催　NPO法人西東京市多文化共生
センター（ＮＩＭＩＣ）
◆文化振興課 
　（ 042－438－4040・ bunka@
city.nishitokyo.lg.jp）

　昨年予定していたコンサートの代替
公演を実施します。
□出演（ビッグバンド、ゴスペル）
アーリーモーニン・ラテン＆ジャズオー
ケストラ、ラ・ムシカ・サブローサ、ジョ
イフルクワイア西東京
662人
 無料（要入場整理券）
２月4日㈯午前9時から保谷こもれ

びホールにて、コンサートの入場整理
券を配布します（入場整理券は、１人4
枚まで）。
保谷こもれびホール

　（ 042－421－1919）
◆文化振興課 
　（ 042－438－4040）

　いつまでも若く元気で過ごすために、ア
ンチエイジングの第一人者をお迎えします。
青木晃医師（順天堂大学大学院准教授）

□共催 ㈳東京都西東京市歯科医師会
◆健康課 （ 042－438－4037）

　ＮＰＯ、市民活動団体、企業などが展示や
発表などによりそれぞれの活動を紹介します。
※事前準備や当日のお手伝いをするボラン
ティアを募集。
市民活動に興味のある方
市民協働推進センター（ 042－497

－6950・・ 042－497－6951）
yumecollabo@ktd.biglobe.ne.jp

◆協働コミュニティ課  
　（ 042－438－4046）

　講演会とパネルディスカッション。市内
の具体的な協働の取り組み事例から、今
後の協働の推進について考えます。
・ 市内在住・在学・在勤で、協働
に関心のある方・５０人（申込順）
手塚明美さ

ん（藤沢市市民活動推進セ
ンター長）
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、２月13日㈪までに市民協働推
進センターゆめこらぼ「協働を考えるシ
ンポジウム」係へ。
市民協働推進センター（ 042－497

－6950・ 042－497－6951・
yumecollabo@ktd.biglobe.ne.jp）

◆協働コミュニティ課
　（ 042－438－4046）

市民講演会
今日から始めるアンチエイジング
～抗加齢医学で健康長寿を～

 2 8水
午後3時～4時30分
西東京市民会館
※当日、直接会場へ

非核・平和都市宣言
１０周年記念シンポジウム

 2 26日
午後1時３０分～3時３０分
（１時開場）
コール田無
※当日、直接会場へ

「多摩六都フェア卒業団による
チャリティコンサート」代替公演

 3 25日
午後3時
（2時30分開場）
保谷こもれびホール

 2 19日 午後1時～3時15分
コール田無

都市農業フォーラム
～都市農業の現在と将来について～

 2 29水 午前10時～午後1時
消費者センター2階

楽しいお菓子作り講座

中学･高校生年代イベント
『パフォーマンス翔！笑？！SHOW！！！』

 2 18土
午後2時45分
（2時30分開場）
西東京市民会館公会堂

「わくわくスケート教室」

東京空襲資料展

2／22水
　　～28火

午前９時～午後5時
※２月２７日㈪は休館
コール田無２階

　講師に女子アイスホッケーチーム
「Queen Bears」の現役選手や早稲田
大学スケート部の皆さんを迎え、実技指
導やデモンストレーションを行います。
３月２日㈮・３日㈯・４㈰

午後６時３０分～８時３０分
ダイドードリンコアイスアリーナ

（東伏見駅前）
小学生以上の男女（小学生は保護

者同伴。リングサイドで見学可）
２００人（申込順）
大人3,000円、子ども2,000円

※滑走代、貸靴代、保険代込み
２月６日㈪～２９日㈬午後８時まで

に、スポーツセンターにある所定の申
込用紙に必要事項を記入のうえ、参
加費を添えてスポーツセンター・きらっ
と・総合体育館のいずれかに申し込み。
西東京市スポーツセンター

　（ 042－425－0505）
◆スポーツ振興課
　（ 042－４３８－４０８１）

東京ダイナマイト

協働を考えるシンポジウム
～市民の力で協働のまちづくりを～

 2 15水 午後２時～４時３０分
保谷庁舎４階

2012ＮＰＯ市民フェスティバル
縁（えん）～このまちでつながる～

 2 12日
午前10時～午後4時
きらっと
※当日、直接会場へ

子ども対象英語で楽しく！

 3 10土
①午前10時～11時
②午前11時30分～午後0時20分
きらっと

非核・平和都市宣言5周年記念シンポジウム
の様子


