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a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金  h持ち物  i申込  j問い合わせ  lファクス  mメール  kホームページ  n田無庁舎  o保谷庁舎

v

p042－465－0823
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

中  央  

◦�おはなしおばさんのおはなし会　� �
３日㈰午前11時
◦�にこにこおはなし会　� �
７・21日㈭午前11時／１～２歳児と保
護者
◦�サンサンおはなし会　� �
17日㈰午前11時／３歳児から

◦�おはなし会　� �
毎週㈭午後３時30分／３歳児から

p042－421－3060
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

 保谷駅前

◦�ちいさなおはなしひろば　� �
８・22日㈮午前11時／１～２歳児と保
護者
◦�おはなしひろば　� �
８・22日㈮午後３時30分／３歳児から

◦�おはなしのへや　９日㈯・23日㈷午後
３時30分／５歳児～小学３年生

p042－465－9825
火～日　午前10時～午後６時

芝久保

◦�ちびっこおはなし会　� �
13日㈬午前11時／１～２歳児と保護者
◦�おはなし会　� �
７・14・21・28日㈭午後４時／３歳児から

ようこそ としょかんへようこそ としょかんへ 9月
乳幼児～小学生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へ

p042－421－4545
火～日　午前10時～午後６時

谷  戸 

◦�ちびっこおはなし会　６・20日㈬午前
11時／１～２歳児と保護者
◦�おはなし会　� �
13・27日㈬午後３時30分／３歳児から

p042－464－8240
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

柳  沢

◦�ちいさなおはなしひろば　１・８日㈮午
前11時／１～２歳児と保護者
◦�わくわくドキドキ紙芝居　９日㈯午前11時
◦�おはなしひろば　� �
毎週㈬午後３時30分／３歳児から

p042－424－0264
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

 ひばりが丘  

◦�ちいさなおはなしひろば　１・８・22日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者
◦�おはなしひろばサタデー　� �
２日㈯午前11時／３歳児から

◦�おはなしひろば　� �
６・20日㈬午後４時／３歳児から

児童館・児童センターとの共催行事
◦�はじめてのページ　� �
７日㈭午前11時／下保谷児童センター
◦�新町おはなしひろば　20日㈬午後３時
30分／新町児童館／３歳児から

４日㈪・11日㈪・19日㈫・25日㈪

休館日

※中央・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘図書
館は、15日㈮休館
※芝久保・谷戸図書館は、18日㈷・23日
㈷休館

□判定内容　余震などによる建築物の
倒壊などに伴う二次災害防止のための
被災状況調査および当面の使用可否
d都内在住・在勤の建築士
e各500人（申込順）
i①９月８日㈮　②10月13日㈮まで
に、�jのk・危機管理室（防災セン
ター５階）で配布の申込書を郵送また
は電子申請
※詳細は、申込書などをご覧ください。
i・j㈳東京建築士会p03－3536－7711
◆危機管理室op042－438－4010

　住吉小学校学区育成会「わかば」を中
心とした地域の方々が実行委員会を作
り、ルピナスまつりを実施します。
cあめ玉すくい・段ボール迷路・ボッ
チャ・大声コンテスト・防火防災訓練など

◆子ども家庭支援センター
　p042－425－3303

　コスモスの花苗約1,000鉢を谷戸第
二小の皆さんと一緒に植えましょう。
e30人（申込順）
h帽子・軍手・作業のできる服装・
スコップ（お持ちの方）
i電話で下記へ
◆みどり公園課p042－438－4045

　専門の講師により、草花の知識・種ま
き・鉢上げ・植え付け・花壇デザイン・
病害虫防除などを実践的に学べます。
詳細は市k・花の会kをご覧ください。
d・e市内在住・在勤で、受講後に花
いっぱい運動など、ボランティア活動
に参加できる方・30人（申込順）
g3,000円（資料代）
i９月15日㈮までに、電話・はがき・
Eメールで住所・氏名・性別・年齢・
電話番号をみどり公園課へ
jNPO法人西東京花の会（共催）
　横山p090－5768－2744
◆みどり公園課〒202－0011泉町３
－12－35・p042－438－4045・
mkouen@city.nishitokyo.lg.jp

　誰でもすぐにゲームが楽しめます。
cユニカール・ボッチャなど

ストーンやボールをいかに標的に近づ
けるかをカーリングのように競います。
d市内在住・在勤・在学で小学生以

被災建築物応急危険度判定員講習会
①９月15日㈮�②10月26日㈭�
午後１時40分～５時
都庁第一本庁舎５階

ルピナスまつり
９月17日㈰�
午前10時30分～午後３時30分
住吉会館ルピナス　※当日、直接会場へ

市の花「コスモス」を植えよう
９月21日㈭�
午前10時30分～午後０時30分
谷戸第二小学校北側の門前　※小雨決行

花いっぱい�コミュニティー
ガーデナー養成講座（全６回）
９月～２月の第４㈮�
午後１時30分～４時
西東京いこいの森公園

秋のENJOY�ニュースポーツ交流会
９月24日㈰�午前９時20分～11時30分
スポーツセンター（受付：９時から）

　多摩六都の水と緑を楽しんでみませ
んか。
□コース　清瀬駅南口→清瀬松山緑地
保全地域→竹丘緑地公園→小山緑地保
全地域→黒目川→東久留米駅西口（解散）
e100人（申込多数は抽選）
h飲み物・雨具など

i９月26日㈫（必着）までに、往復は
がきで参加者全員の住所・氏名・年齢・
電話番号をjへ
（電子申請も可）
j〒204－8511清瀬市
役所水と緑の環境課
　p042－497－2098
◆みどり公園課
　p042－438－4045

　将来についてライフプランをお持ち
ですか。生活・住宅・教育・保険・老
後…漠然としたものとしてではなく、
整理して計画的に見つめ直してみま
しょう。年代に合わせて紹介します。
d市内在住・在勤・在学の方
e各回15人（申込多数は抽選）

多摩六都フェア�第15回
水と緑ウオッチングウオーク
10月７日㈯�午前９時（正午解散予定）
集合：清瀬駅南口　
※雨天決行・荒天中止

自分に合ったマネーライフ
プランを考えよう！
10月７日㈯�シニア向け（60歳以上）：
午前10時～11時30分
一般向け：午後１時30分～３時
消費者センター分館

上（小学３年生以下は保護者同伴）
e36人　※チーム（１チーム３人）で
の申込も可
h室内用運動靴・タオル・飲み物など

i９月11日㈪（必着）までに、往復は
がきで参加者全員の住所・氏名・年齢・
性別・電話番号を〒202－8555市役
所スポーツ振興課「秋のENJOYニュー
スポーツ交流会」係へ
◆スポーツ振興課op042－438－4081

　講座を通して自分を知り、自分と上
手に付き合ってみませんか。
①パーソナルカラー
d・e基礎編・応用編どちらにも参加
できる女性・20人（申込順）
f笹野かよさん（カラーコーディネーター）
②知って得する法的知識～別居・離
婚・その後の暮らし～
d・e女性・30人（申込順）
f折井純さん（弁護士）
□共通　保育あり：生後６カ月以上の
未就学児・15人（申込順）
i９月１日㈮午前９時から、電話・E
メールで件名「自立支援講座Ⅰ」・住所・
氏名・電話番号・希望講座を下記へ
◆男女平等推進センターp042－
439－0075・mkyoudou@city.
nishitokyo.lg.jp

c ●奥武蔵の森で間伐などの林業体
験　●木工作（箸づくりなど）や薪

まき

割り
d・e市内在住・在勤・在学の18歳
以上の方・10人（申込順）
h野外作業用の服装と靴・軍手・タ
オル・帽子・着替え・筆記用具・雨具・
昼食・飲み物　※交通費実費
i９月２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jへ
jエコプラザ西東京p042－421－
8585・l042－421－8586
mecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp
◆環境保全課p042－438－4042

　特設ドッグランやドッグマーケッ
ト・カフェ・お悩み相談など、誰もが
犬と気持ち良く過ごすためのパークラ
イフイベントです。
※ドッグラン入場には、当日の講習会
参加や予防注射済みなどの条件があり
ます。詳細はjのkをご覧ください。
j西東京いこいの森公園パークセン
ターp042－467－2391
◆みどり公園課p042－438－4045

男女平等推進センター自立支援講座Ⅰ
Do�it!�ここから始まる
一歩前にふみ出したいあなたへ
①��９月25日㈪：基礎編�
10月10日㈫：応用編�

午後１時30分～３時30分
②10月２日㈪�午前10時～正午
住吉会館ルピナス

山仕事にチャレンジ
奥武蔵の里山で林業体験

９月30日㈯�午前９時10分～午後３時
西川・森の市場（埼玉県飯能市）
集合：西武秩父線武蔵横手駅
※荒天時10月７日㈯

いこいの森ドッグフェスタ
９月30日㈯�午前11時～午後４時
西東京いこいの森公園
※雨天時10月１日㈰

cライフプランに合ったお金の使い
方・増やし方・ため方など

i９月15日㈮（必着）までに往復はが
き・ファクス・Eメールで、件名「マネー
ライフプラン」・住所・氏名・年齢・
電話（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op042－438
－4046・l042－438－2021・
mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp

　レッスンプロによる指導で、初心者
も経験者もゴルフの楽しさや醍

だい

醐
ご

味
み

を
味わえます。
d市内在住・在勤・在学の高校生以
上でゴルフ用具をお持ちの方
e20人（申込多数は抽選）
g9,890円（プレー／レッスン料）
※昼食代は各自負担（持込不可）
i９月19日㈫（必着）までに、往復は
がきで住所・氏

ふり

名
がな

・年齢・電話番号・
ゴルフ経験年数・１ラウンド平均スコ
ア・バスの乗車場所（西東京郵便局前
またはスポーツセンター）をjの「ゴル
フクリニック」係へ
※グループでの申込は１組１枚
jスポーツセンター〒202－0013中
町１－５－１・p042－425－0505
◆スポーツ振興課o
　p042－438－4081

ゴルフクリニック
10月15日㈰�
午前７時ごろ～午後８時30分ごろ

大多喜城ゴルフ倶楽部　※貸切バス
集合・解散：西東京郵便局前またはス
ポーツセンター

イベント�NEWS もっと知ろう！�楽しもう！


