
「西東京市からのお知らせ」
FM 西東京（84.2MHz）
❶午前9時～9時15分（月～日曜日）
❷午後8時～8時15分（月～金曜日）

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（ 042ー421ー4545）へ
お問い合わせください
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yumecollabo@ktd.biglobe.ne.jp）
◆協働コミュニティ課 
　（ 042－438－4046）

　市内で育った苗木を活用して、緑化
事業者の皆さんが講習会・デモンスト
レーションなどを行います。講習会な
どで使用した苗木は、お持ち帰りいた
だきます。自分で作る「緑」の魅力をぜ
ひ体験してください。
①樹木アレンジメント教室…ポット

に植木などを植栽し、指導を受けなが
らアレンジメント。ポットごと持ち帰り。
②グリーン・プロ講習会…自宅や職場
で植栽する植木を長く育てることがで
きるよう、植木のプロの指導を受ける
ことができます。　③植木「プロの技」
デモンストレーション　※参加費無料
・ 小学生以上の市内在住者（小学
生は保護者同伴）・各回50人
□服装　動きやすい服装・手袋
往復はがきに、住所・氏名・電話

番号・希望回（緑のアカデミー第１回
目または第２回目）を明記し、６月15
日㈮（必着）までに、〒202－8555市
役所産業振興課へ郵送（返信面には住
所・氏名を記入）。
※申し込みははがき１枚につき２人まで。
参加者全員の必要事項を記入。代表者に
は「代表者」と明記し、返信先住所も代表
者名で。申し込み多数の場合は抽選。
◆産業振興課 （ 042－438－4044）

□日程（講師）
①６月30日㈯…パパの子育て（小崎恭

やす

・ 平成25年１月６日㈰・保谷こ
もれびホール
□共演　東京ニューシティ管弦楽団
□共催　西東京ジュニアオーケストラ
保谷こもれびホール

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

❖展示室　 市内で活動する団体
□発表期間　10月11日㈭～11月14日㈬

❖プレイルーム　
市内で「朗読」「語り」などの活動を

する団体
□発表期間　11月17日㈯・18日㈰・
24日㈯・25日㈰
いずれも６月30日㈯午後５時まで。

※詳しくは、市民会館で配布中の応募
要項をご覧ください。
西東京市民会館（ 042－463－5381）

◆文化振興課 （ 042－438－4040）

弘
ひろ
さん）　②７月14日㈯…市内の子育て

支援施設めぐり　③７月28日㈯…産
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㈯…パパ料理（滝村雅
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さん）　⑤９月

８日㈯…パパの地域デビュー　⑥９月
22日㈷…パパのえほんうた・あそび
うた（西村直人さん）
※いずれも午後３時～５時
20人（全６回参加できる方を優先）
Eメールで6月20日㈬までに、住所・

氏名・電話番号を明記のうえ、下記へ。
西東京市パパクラブ（田崎 090－

9144－3328）
nishitokyoshipapaclub@gmail.com
http://www.facebook.com/

NishiTokyoCityPapaClub
□主催　西東京パパクラブ
◆協働コミュニティ課 
　（ 042－438－4046）

近郊在住・在学・在勤の小学生以上の
青少年で、自前の楽器で講習に参加で
きる方
※中学生以下は保護者が送迎できる方
□募集パート　バイオリン・ビオラ・チェ
ロ・コントラバス・フルート・オーボエ・ク
ラリネット・ファゴット・ホルン・トランペット・
トロンボーン・チューバ・パーカッション
❖講習
□曲目　ドボルザーク作曲「交響曲第
９番ホ短調作品95『新世界より』」ほか
西森光信さん（日本フィルハーモニー

交響楽団）
２万1,000円※途中返還しません。
市民公共施設に置いてある所定の

応募用紙に記入し、６月20日㈬（消印
有効）までに申し込み。
❖オーディション
６月24日㈰または６月30日㈯

❖コンサート

　外国人登録が廃止され、３カ月を超
える在留期間の方などは、日本人と同
じく住民票が作成されます。制度の変
更に伴い、外国人の生活や立場、行政
の対応、共に生活する地域ではどのよ
うな課題や変化があるかを考えます。
100人（先着順）
大木和弘さん（弁護士）
当日、直接会場へ。

□共催　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）

加納朋子作「すいかのお化け」、竹
下文子作「月売りの話」ほか
□共催・出演　田無朗読ボランティアの会
◆中央図書館（ 042－465－0823）

　市民協働推進センターゆめこらぼで
は、登録団体をはじめとするNPO法
人や市民活動団体のネットワークづく
りを目指して、交流会を開催します。
・ 市内で活動しているNPO法人
や市民活動団体、市内在住・在勤・在
学で市民活動に関心がある方・70人
500円
電話・ファクス・Eメールで、住所・

氏名（ふりがな）・電話番号を明記し、
６月15日㈮までに市民協働推進セン
ターゆめこらぼ「交流の集い」係へ。
市民協働推進センター（ 042－497

－6950・ 042－497－6951・

NPO等企画提案事業
西東京市パパスクール
①谷戸公民館  ②田無公民館  ③谷戸公民館
④～⑥ 未定

NPO・市民活動団体
「交流の集い」

６月16日㈯ 午後２時～４時
コール田無

講演会「新しい在留制度に
伴う外国人の状況と課題」

６月７日㈭ 午後２時～４時
保谷庁舎４階 緑のアカデミー

～職人の技と緑のふれあい～

７月１日㈰ １回目：午前９時～11時　
２回目：午前11時～午後１時（雨天実施）
岡部造園敷地（向台町5－5－3）
（駐車場はありません）

６月９日㈯ 午後２時30分～４時
田無公民館

大人のための朗読会

イベント NEWS 西東京をもっと楽しむ情報満載！

　市では、東京都の支援を受けながら、
貴重な都市農地の保全や農地が持つ多
面的機能の活用を図る「都市と農業が
共生するまちづくり事業」に取り組ん
でいます。この事業の一環として、市
民と農業のふれあいの場「花摘みの丘」
が４月23日㈪にオープンしました。
　四季折々の草花を楽しみながら、緑
豊かな市の北部エリアを散策してみま
せんか。市では今後、同所を活用した
事業（イベント）なども実施します。

北町５－８－25花昭園（本橋）
　（ 042－421－0497）
□開園期間　夏季（４月～９月）…午前
9時～午後0時30分・午後3時～5時
冬季（10月～３月）…午前10時～午後
0時30分・午後１時30分～4時
※天候などにより花がそろわないこと
があります。
□定休日　水曜日・年末年始（詳しくは、
施設に直接お問い合わせください。）
※来場は公共交通機関をご利用ください。
□アクセス
徒歩…保谷駅北口から15分（福泉寺通
りを北へ、しもほうや保育園を過ぎた
ら信号を左折）　
バス…保谷駅北口から「はなバス第１
ルート」で「北宮ノ脇停留所」下車、徒
歩０分
◆産業振興課 （ 042－438－4044）

７月１日㈰午前９時～正午
田無庁舎市民広場

□募集区画　65区画（１区画約3.5㎡）
往復はがきに、①住所　②氏名　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、６月10日
㈰（消印有効）までに、〒202－0011泉

町３－12－35エコプラザ西東京内ごみ
減量推進課へ郵送（応募は１世帯１通。
申し込み多数の場合は抽選）。
※飲食物・動植物の販売は不可。
◆ごみ減量推進課
　（ 042－438－4043）

「りさいくる市」フリーマーケット出店者募集

日本天文学会理事長による最先端の
宇宙のお話
６月30日㈯午後２時～４時
・ 中学生以上・80人
展示室券 大人500円、中・高校生200円

往復はがきで６月12日㈫（必着）ま
でに下記へ申し込み（応募多数の場合
は、抽選）。
多摩六都科学館 

　（〒188－0014 芝久保町5－10－64・
　 042－469－6100）

東京大学カブリIPMU共催
サイエンスカフェ2012 ～数学と物理で宇宙を探る～

第１回 岡村定
さだ

矩
のり
さ
ん「バリオンの宇宙」

★多摩六都科学館ナビ★★多摩六都科学館ナビ★

「花摘みの丘」がオープンしました！

文化芸術振興
シンフォニーコンサート
「オーケストラ体験ワーク
ショップ」参加者募集
７月～12月の土・日曜日 （全27回）
西東京市民会館・柳沢公民館・保谷こも
れびホールなど

市民会館「展示室」「プレイ
ルーム」で日頃の成果を発
表しませんか

現地の様子

６月24日㈰ 午前10時30分～午
後１時30分
総合体育館

　市内中学校バレーボー
ル部などを対象とした、柳
本監督によるバレーボー
ル教室を行います。当日は、一般の方の観
覧もできますので、ぜひ、お越しください。
□講師　柳本晶一さん（前バレーボー
ル全日本女子チーム監督）
ウオーミングアップ、練習（サーブ・

レシーブ・アタック）、クーリングダウン
※公共交通機関や自転車などでお越
しください。
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）

熱血！柳本晶一監督の
バレーボール教室
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