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≪西東京消防署からのお知らせ≫　してますか？ 家具類の転倒・落下・移動防止対策　早めの対策で安全・安心な住まいづくりをしましょう。

伝言板
みんなの ※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。

□総合開会式
a８月21日㈰午前８時30分
bスポーツセンター
h室内用運動靴

　　　西東京市総合体育大会

種目 日時 申込期限など 問い合わせ
軟式野球 ８月21日㈰から ７月17日㈰ 事務局（p042－461－3355）
剣道 ９月18日㈰ ８月14日㈰ 小菅（p042－467－1529）
柔道 11月20日㈰ 10月16日㈰ 山本（p042－457－7448）
弓道 10月８日㈯ 当日午前11時まで 村田（p042－421－2575）

水泳 ９月25日㈰ ７月22日㈮～
８月22日㈪ 安田（p042－465－7015）

ソフトテニス ９月４日㈰
予備日９月11日㈰ ８月23日㈫ 瀧島（p042－468－7894）

卓球 ダブルス戦 ９月11日㈰ ８月26日㈮ 前田（p080－5478－9058）
民踊舞踊 10月16日㈰ ８月31日㈬ 仲澤（p042－461－0180）
バドミ
ントン
（男子・
女子）

小学生 ９月11日㈰ ８月18日㈭
姉松（p042－463－6334）
佐藤（p042－469－9166）

中学生 10月２日㈰ ９月８日㈭
高校生・
一般 10月16日㈰ ９月22日㈷

空手 10月23日㈰ ９月４日㈰ 中根（p042－462－1956）

登山 11月26日㈯
（雨天中止） 10月25日㈫ 林（p042－421－6962）

浅野（p042－458－2769）

陸上競技 ８月28日㈰
（雨天決行） ７月25日㈪ 保谷（p042－421－1873）

バレー
ボール

一般 ８月21日㈰ ７月29日㈮
午後４時 林（p090－1050－8503）家庭婦人 ９月４日㈰

ソフト
ボール

一般男子・女子
学生女子 ９月４日㈰から ８月20日㈯

午後７時
切通（p080－5549－2953）
斉藤（p090－1762－1960）シニア 10月16日㈰

バスケットボール 10月23日㈰から ９月17日㈯必着 久保田（p090－9342－1011）
瓜生（p080－5064－4908）

サッカー ８月21日㈰から ７月23日㈯必着 辻（p090－1420－8374）

アーチェリー 11月20日㈰ 11月１日㈫ 妹尾（p042－421－1291）
渡辺（p042－347－5731）

躰道 10月23日㈰ 10月１日㈯ 事務局（p042－421－7075）

少林寺拳法 ９月22日㈷ ８月21日㈰
午後３時 岡村（p042－422－1215）

ハイキング 10月１日㈯ ９月10日㈯ 谷戸（p042－422－4061）

ゲートボール 10月１日㈯
予備日10月２日㈰

９月16日㈮
午後１時 渋谷（p042－421－1998）

硬式テニス ９月11日㈰・22日㈷
予備日10月２日㈰ ８月17日㈬必着 小貫（p042－467－2864）

海老名（p042－424－2117）

太極拳 10月９日㈰ 当日 所山（p042－425－6409）
弓田（p042－423－3621）

社交ダンス 10月16日㈰ 当日午後１時から 内山（p042－421－4159）

ダンススポーツ 12月４日㈰ 11月１日㈫～
15日㈫ 茂木（p042－422－5878）

ターゲット
バードゴルフ

10月２日㈰
予備日11月３日㈷ ９月15日㈭ 大西（p042－461－9084）

林（p042－464－7370）

グラウンドゴルフ 10月１日㈯
予備日10月８日㈯ ９月15日㈭ 西潟（p090－6952－5091）

ティーボール 11月13日㈰
予備日11月20日㈰ 10月14日㈮ 小川（p090－2905－2347）

なぎなた 10月９日㈰ ８月１日㈪必着 石井（p042－225－4138）

i・j下表参照
jNPO法人西東京市体育協会
（p042－425－7055）
◆スポーツ振興課o（p042－438－4081）

　　　西東京市総合体育大会第16回

夏はうみ 夏はやま 夏は紙芝居
おはなしスペシャル！
７月23日㈯ 午前11時
中央図書館　※当日、直接会場へ

c絵本の読み聞かせ・紙芝居の実演など

d３歳以上（３歳未満は保護者同伴）
□共催・公演者　おはなしaqua
◆中央図書館（p042－465－0823）

はたらく消防の写生会 作品展

７月23日㈯ 午前10時～午後５時
      24日㈰ 午前10時～午後４時
きらっと　※当日、直接会場へ
　消防車や消防隊員などの写生会を通
して小・中学生の防火・防災意識の向上
を図っています。生徒の皆さんが描いた
写生画の中から優秀作品を展示します。
j西東京消防署（p042－421－0119）
◆危機管理室o（p042－438－4010）

夏の紙芝居スペシャル
紙芝居で見る戦争ってどんなこと？
７月30日㈯ 午前11時～正午
中央図書館　※当日、直接会場へ

c「よみがえったすいせん」ほか
d３歳以上（３歳未満は保護者同伴）
※大人だけの参加も可
□共催・公演者　はとぽっぽ
◆中央図書館（p042－465－0823）

第１回 ルピナスまつり

７月30日㈯ 午後２時～４時30分
住吉会館ルピナス　※当日、直接会場へ
　住吉小学校区育成会「わかば」を中心
とした地域の方々が実行委員会を作り、
第１回ルピナスまつりを実施します。
cさかなつり・あめ玉すくい・輪投げ・
バルーンアート・防火防災訓練（消防
車も来ます）など
◆子ども家庭支援センター
（p042－425－3303）

障害者サポーター養成講座

７月30日㈯ 午後３時～３時50分
障害者総合支援センターフレンドリー
　ちょっとした手助けが誰かの安心に
つながることを知ってください。
cヘルプカード・ヘルプマークについて
i前日までに電話でjへ
※サポーターの証しであるサポートバ

◆協働コミュニティ課o
（p042－438－4046・mkyoudou@
city.nishitokyo.lg.jp）

古紙が生まれ変わるところを
見に行こう！
８月25日㈭ 午前９時～午後５時（予
定）（集合・解散：田無庁舎）
　使い終わった古紙がどのようにリサ
イクルされるのかを知って、資源の循
環について考えてみませんか。
c午前：古紙に関する施設など

午後：紙の博物館　※全行程バス移動
d・e市内在住の小学生と保護者・16
組程度（必ず保護者同伴で子どもは２
人まで可）　※申込多数の場合は抽選
g大人300円、子ども100円（博物館
入館料）
h動きやすい服装・靴・昼食
i８月３日㈬（必着）までに、往復はが
き・ファクス・Eメールで、件名「バス
見学会」・住所・氏名・年齢・電話番号
を〒202－8555市役所協働コミュニ
ティ課へ

ンダナとキーホルダーを差し上げます。
j社会福祉法人さくらの園・カノン
（p042－452－7062）
◆障害福祉課o（p042－438－4033）

認知症サポーター養成講座

８月６日㈯ 午後２時～３時30分
谷戸公民館
　認知症を正しく理解し、地域で生活
している認知症の方や家族を見守り、
自分でできる範囲で支援しませんか。
c ●認知症とは　●認知症の方を地
域で支えるためにはほか

d・e市内在住・在勤で、当講座を受
講したことのない方・50人（申込順）
i８月１日㈪までに電話で下記へ
□市内どこでも出張講座…５人から

◆高齢者支援課o（p042－438－4029）

障害者差別解消法を知る講演会
私とアイメイト（盲導犬）との
２人５脚生活
８月７日㈰ 午前10時～正午
田無公民館
　アイメイト（盲導犬）との日常生活を
分かりやすくお話ししてもらいます。
体験コーナーもあります。
d小学３年生～中学生（保護者の同伴可）
e60人（申込順）
i７月20日㈬から、電話または直接
窓口へ
◆中央図書館（p042－465－0823）

人権バスハイク
国立ハンセン病資料館・
多磨全生園見学会
８月９日㈫ 
午後０時30分～５時15分（予定）
（集合・解散：田無庁舎および保谷庁舎）

　映画「あん」の舞台となった多磨全生
園へ行き、ハンセン病問題を通して、
人間の尊厳を学びます。
c資料館展示物の見学・DVD鑑賞・
全生園の史跡巡りなど

d市内在住・在勤・在学の小学校高
学年以上の方（親子参加歓迎）
e25人（申込多数の場合は抽選）
i７月28日㈭（必着）までに、往復は
がき・Eメールで住所・氏名・年齢（学
年）・性別・電話番号・勤務先または
学校名（在勤・在学の方）・希望の集合
場所（田無庁舎・保谷庁舎）を、〒202
－8555市役所協働コミュニティ課
「人権バスハイク」係へ

□企画・運営　第16回西東京市消費
生活展実行委員会
◆協働コミュニティ課（p042－438
－4046・l042－438－2021・
mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp）

今すぐ使えるクリーニングの基礎知識
プロに学ぶ、簡単シミ抜き・
アイロンがけテクニック
９月９日㈮ 午後２時～４時
消費者センター分館
　クリーニングのプロが、衣類とク
リーニングの正しい知識を紹介し、家
庭でできるシミ抜き・アイロンがけテ
クニックを伝授します（実習・実演あり）。
e24人（申込多数の場合は抽選）
i８月５日㈮（必着）までに、往復は
がき・ファクス・Eメールで、件名「ク
リーニング」・住所・氏名・電話（また
はファクス）番号を〒202－8555市
役所協働コミュニティ課へ
◆協働コミュニティ課（p042－438
－4046・l042－438－2021・
mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp）

イベント NEWS もっと知ろう！ 楽しもう！

「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。


