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イベ ント NEWS
講演会

国際結婚、異文化での子育て

10月24日㈯ 午後２時〜４時
田無庁舎５階

※当日、直接会場へ

近年、国際結婚が増え、外国籍市民
を身近に感じることが多くなりました。
日本の教育制度に戸惑うことも多い中、
日本に溶け込んでもらうためにどのよ
うなサポートが必要なのか、一緒に学
んでみませんか。
e 45人（先着順）
◆文化振興課 o
（p 042−438−4040）

西東京市消防団ポンプ操法大会
10月25日㈰ 午前８時15分〜正午
都立東伏見公園
（東伏見１）

消防団員の活動技術の向上と士気高
揚を図るため、各分団で競い合い日頃
の訓練の成果を披露します。
消防団は、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。ぜひご観覧ください。
◆危機管理室 o
（p 042−438−4010）

福祉会館 作品展示会
10月28日〜11月１日の３日間ずつ

下記の各福祉会館

福祉会館で活動しているサークルの
作品を次の日程で展示します。普段の
活動の成果をぜひご覧ください。
□ひばりが丘福祉会館
10月28日㈬〜30日㈮
j p 042−424−0262
□下保谷福祉会館
10月29日㈭〜31日㈯
j p 042−422−8338

もっと知ろう！ 楽しもう！
□富士町福祉会館
10月30日㈮〜11月１日㈰
j p 042−465−9350
※開催時間など詳細は、各館にお問い
合わせください。
◆高齢者支援課 o
（p 042−438−4029）
西東京市図書館開館40周年記念事業

西東京市図書館文化講演会
「読書ばなれ」
というけれど
−読者と書店と図書館と−
11月７日㈯

午後２時〜４時（１時40分開場）
保谷駅前公民館
「本好き」の皆さん、本と読書の未来
について一緒に考えてみませんか。
e 70人（申込順）
f 永江朗 さ ん（評論家。著書「菊地君の
本屋」ほか）
i 10月７日㈬午前10時から開館時間
中に、下記へ電話または来館
◆中央図書館（p 042−465−0823）
◆保谷駅前図書館（p 042−421−3060）

今を知る、
性的マイノリティーへの理解

11月12日㈭ 午後１時30分〜３時
住吉会館ルピナス
多数の出張事業や研修を手掛けてい
るNPO法人Re Bitが、人権課題や教
育問題を分かりやすくお話しします。
性的マイノリティーへの理解を深めて
みませんか。
e 30人 ※保育あり：生後６カ月以
上の未就学児・15人（申込順）
i 10月15日㈭午前９時から、電話ま
たはEメールで下記へ
◆男女平等推進センター
（p 042−
439 − 0075・ m kyoudou@city.
nishitokyo.lg.jp）

駅前放置自転車クリーンキャンペーン

困ります！自転車置きざり 知らんぷり

自転車・バイクなどは手軽な交通手
段ですが、安易な気持ちで歩道・道路
に置く人も多いようです。邪魔になら
ないように置いたつもりでも、放置自転
車を避けるため、歩行者は車道に出て
通行することになります。また歩行者
や自転車の通行が滞ることで衝突事故
が発生するなど、放置自転車は歩行者
の障害になるばかりか、自転車・自動
車の交通事故の原因にもなっています。
10月22日㈭〜31日㈯の10日間、都

内全域で
「第32回 駅 前 放 置 自 転 車 ク
リーンキャンペーン」
が実施されます。
市ではキャンペーン期間中、田無警察
署・西武鉄道・駅前商店会などと協力
して、自転車の安全利用啓発活動を行
います。チラシ配布などの広報活動と
ともに、放置自転車・原付バイクなど
は撤去します 。
放置自転車のない、きれいで快適な
街づくりにご協力ください。
◆道路管理課 o
（p 042−438−4057）

ごみの出し方 ワンポイント
柳泉園組合（清瀬市・東久留米市・
西東京市で構成しているごみ・資源物・
し尿の中間処理施設）で焼却した排ガ
スから、高い水銀濃度が検出されまし
た。管理廃棄物（水銀含有物・硫酸な
どの劇薬類など）の不適正排出はしない
ようご協力をお願いします。
□経過と措置
９月１日午前８時46分、柳泉園組
合で運転していた２炉のうち１炉の排
ガスから、高い水銀濃度を検出したた
め、直ちに濃度を下げる措置などを行
いました。水銀の排出基準は、法律上
では設けられていませんが、１時間の

平均値が東京二十三区清掃一部事務組
合で定めている自己規制値の0.05mg/
N㎥を超えたため、水銀が検出された
焼却炉を停止しました。今後は、周辺
自治会の理解を得て焼却炉の運転を再
開する予定です。大量の水銀などの混
入により、焼却炉を長時間停止せざる
を得ない事態を招いた場合は、ごみ収
集が停止するなど、市民生活に重大な
影響を与えかねません。今後、同組合
では搬入車両の内容物検査を強化する
などの防止措置を実施します。
j 柳泉園組合技術課（p 042−470−1547）
◆ごみ減量推進課（p 042−438−4043）

≪西東京消防署からのお知らせ≫

朗読フェスティバル
in 西東京市民会館

第６回

11月21日㈯・22日㈰・29日㈰
西東京市民会館

※当日、直接会場へ

朗読のグループが多くの作品を携え
て集合します。特別企画では市内各地
域にまつわる「むかしばなし」
を紹介し
ます。朗読と同時に奏でられる笙・筝・
龍笛の音色もお楽しみください。
□11月21日㈯
午後１時 ぐるーぷ「楯岡組」
午後３時 語りの会 イーハトーブ
午後４時30分 朗読の会 たまゆら
□11月22日㈰
午前11時 青年俳優座プロデュース
午後１時30分 おはなしいっぱい
午後３時30分 特別企画
□11月29日㈰
午後２時 賢治の会（有料）
※詳細は、j へお問い合わせください。
j 西東京市民会館（p 042−463−5381）
◆文化振興課 o（p 042−438−4040）

水車で精米

〜再生可能エネルギーを実感！〜

11月21日㈯ 集合：午前８時45分・
田無庁舎１階ロータリー前
深大寺水車館・三鷹市大沢の水車
「し
んぐるま」
※貸し切りバス。雨天決行

c 水車見学・精米体験（お米は持ち帰
り可）
d・e 市内在住・在勤・在学の16歳
以上の方・15人（申込順）
g 100円（施設見学料）・昼食代
h 雨具・飲み物・筆記用具・携帯電話
i 10月17日㈯午前９時から、電話・
ファクス・Eメールで、住所・氏名・
年齢・電話番号を添えてj へ
j エコプラザ西東京（p 042−421−

みんなの

伝言板

8585・l042 − 421 − 8586・
m ecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp）
◆環境保全課
（p 042−438−4042）

他人事ではない、
災害時のDV問題を考える

11月21日㈯ 午後２時〜４時
住吉会館ルピナス

東日本大震災の発生後、被災した女
性に何が起こったのか。避難所・復興
住宅などで女性が直面したDV被害の
事件や処遇の事例を通して、災害時に
起きるDV問題について考えます。
e 40人 ※保育あり：生後６カ月以
上の未就学児・15人
（申込順）
i 10月15日㈭午前９時から、電話ま
たはEメールで下記へ
◆ 男 女 平 等 推 進 セ ン タ ー（p 042−
439 − 0075・ m kyoudou@city.
nishitokyo.lg.jp）

緑のいやしを身近に！
寄せ植え体験講座

12月１日㈫ 午前10時〜正午
消費者センター分館・市内農家
市内産の花を使って、寄せ植えに挑
戦します。初心者向けの内容です。
d 市内在住の寄せ植えに関心のある方
e 15人（申込多数の場合は初めての方
を優先し抽選）
g 1,000円（材料費）
i 11月１日㈰（必着）までに、往復は
がき・ファクス・Eメールに、件名
「寄
せ植え講座」
・住所・氏名・電話番号・
ファクス番号
（ファクス申込の場合のみ）
を明記し、〒202−8885市役所協働
コミュニティ課へ
◆協働コミュニティ課（p 042−438
− 4046・ l 042 − 438 − 2021・
m kyoudou@city.nishitokyo.lg.jp）

※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。

「みんなの伝言板」
（サークル紹介）
は、
個人情報が含まれているため、
削除してあります。

病院？ 救急車？ 迷ったら、♯7119または東京消防庁k「東京版受診ガイド」のご利用を
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