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凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎  o保谷庁舎

広報

エコプラザの雑草教室 
春の雑草
４月23日㈫ 
午後１時30分～３時30分
新川暗

あん
渠
きょ

～エコプラザ西東京
集合：谷戸小バス停（ひばりヶ丘駅
方面）　※荒天翌日

　春の雑草を観察しながら環境との関
わりを考えます。
d・e在住・在勤・在学で18歳以上
の方・15人（申込順）
h筆記用具・雨具・飲み物
i４月４日㈭午前９時から、電話・
ファクス・メールで氏名・住所・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

ENJOYニュースポーツ2019（前期）

４～８月の最終週 日曜日 
午前９時30分～11時30分（受付：９時20分）
スポーツセンター ※当日、直接会場へ

　普段運動をしていない方・障害のある
方、初めての方も気軽にご参加ください。
cカーリングから生まれたユニカー
ル、ボッチャ・ソフトバレーボール・
ミニテニスなどのニュースポーツ
d在住・在勤・在学で小学生以上（小
学３年生以下は保護者同伴）
h室内用運動靴・運動ができる服装・
タオル・飲み物など▲

スポーツ振興課op042－438－4081

もっと知ろう！
楽しもう！イベントNEWS キッズルーム

子育て世代向け情報
※市からの連絡帳（２面）も

ご覧ください。

　地域子育て支援センターでは、毎月
赤ちゃんと保護者の方が気軽に楽しめ
るつどいを行っています。ぜひご参加
ください！
　センター・児童館・
公民館など、市内14
カ所で開催しています。
詳細はセンターkを
ご覧ください。
a午前10時～11時30分
※１ 午前10時15分～11時30分
d８カ月までの乳児と保護者、妊婦

□赤ちゃんのつどい日程（４・５月）
会場（同保育園内） 日程
センターすみよし ４月22日㈪

５月27日㈪

センターけやき ４月26日㈮
５月27日㈪

センターやぎさわ ４月19日㈮
５月23日㈭

センターなかまち ４月22日㈪
５月13日㈪・22日㈬

センターひがし※１ ４月22日㈪
５月28日㈫

▲

保育課np042－460－9842

　　　　赤ちゃん集まれ～♪

「りさいくる市」フリーマーケット出店者募集
a５月５日㈷午前９時～正午
b西東京いこいの森アプローチゾー
ン（雨天中止）
□出店資格　成人で在住の個人・団
体（業としている方を除く）
□募集区画数　40区画（１区画約
3.5㎡）　※出店場所の選択は不可
i４月10日㈬（消印有効）までに、
往復はがきで参加者全員の氏

ふり

名
がな

、代

表者の住所・年齢・電話番号、出店
物（衣類・雑貨など）を〒202－0011
泉町３－12－35ごみ減量推進課へ
※１世帯１通。申込多数は抽選
※正午には片付けを終了してください。
※飲食物・動植物・手作りなどの販
売は不可▲

ごみ減量推進課
　p042－438－4043

資源物の無料持込回収

a４月７日㈰午前９時～正午
bエコプラザ西東京
　会場で、右記の資源物を無料で回収
します。受付までご持参ください。
※環境保護のため徒歩・自転車での来
場にご協力ください。
※当日、地元産の野菜の販売、茶わん
のリサイクル、猫の里親探し・譲渡会

があります。
※メダルプロジェクトによる小型電子
機器の回収および硬質プラスチックの
モデル回収は終了しました。▲

ごみ減量推進課
　p042－438－4043

陶磁器食器
（ごみ資源化
市民会議主催）

茶わん・皿・小鉢・湯飲み
（ガラス・花瓶・土鍋・自
作品は回収不可）

　児童館で友達づくりをしてみません
か。児童館では、０歳～就学前までの
乳幼児親子向けに、親子でのふれあい
あそび・体操・季節の行事や工作など、
１年間楽しめる内容の乳幼児活動を企
画しています。
　その中で、今年度３歳以上になる幼
児親子向けの活動「ようじのつどい」を
紹介します。前年度までは、全館共通
事業として全館同日に実施していまし
たが、今年度から実施曜日が火曜日ま
たは木曜日になるなどリニューアルし
ました（下表参照）。
a午前10時30分～（45分程度実施）
※月１～２回（８月除く）、年間18回
実施予定
b各児童館・児童センター
c親子体操・季節の行事・工作など

d今年度中に３歳以上になる幼児と
保護者
h上履き（親子とも）など

i登録制。各児童館・児童センター
で随時受け付け中
※詳細は、来館か電話でjへ
※市kでも詳細をご確
認いただけます。
j各児童館・児童セン
ター▲

児童青少年課np042－460－9843

乳幼児親子集まれ～♪

施設名 初回日 所在地 電話番号
ひばりが丘児童センター ４月18日㈭ ひばりが丘３－１－25 p042－465－4540
田無児童館

23日㈫

田無町４－14－２ p042－462－6237
北原児童館 北原町１－16－２ p042－461－2156
芝久保児童館 芝久保町１－16－18 p042－465－1678
下保谷児童センター 下保谷４－３－20 p042－422－8346
中町児童館 中町４－４－１ p042－422－8800
ひばりが丘北児童センター ひばりが丘北１－６－８p042－423－4686
西原北児童館 西原町４－５－96 p042－464－3833
田無柳沢児童センター 向台町１－７－25 p042－464－3844
新町児童館 25日㈭ 新町５－２－７ p0422－55－1782
保谷柳沢児童館 柳沢２－６－11 p042－468－7892

◦ おはなしおばさんのおはなし会　  
７日㈰午前11時

◦ にこにこおはなし会　４・18日㈭午前
11時／１～２歳児と保護者

◦ サンサンおはなし会　  
21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

◦ ちいさなおはなしひろば　12・26日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなしひろば　  
12・26日㈮午後３時30分／３歳児から

◦ おはなしのへや　６・20日㈯午後３時
30分／５歳児～小学３年生

◦ ちびっこおはなし会　  
10日㈬午前11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなし会　毎週㈭午後４時／３歳児から

◦ ちびっこおはなし会　３・17日㈬午前
11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなし会　  
10・24日㈬午後３時30分／３歳児から

◦ 子ども読書の日記念春のおはなし会　  
28日㈰午前11時／３歳以上

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  

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  

p042－465－9825
火～日　午前10時～午後６時

芝久保   

p042－421－4545
火～日　午前10時～午後６時

谷  戸   

◦ ちいさなおはなしひろば　 ５・12日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者

◦ わくわくドキドキ紙芝居　  
13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

◦ ちいさなおはなしひろば　 ５・12・26
日㈮午前11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなしひろばサタデー　  
６日㈯午前11時／３歳児から

◦ おはなしひろば　  
３・17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　  

４日㈭午前11時／下保谷児童センター
◦ 新町おはなしひろば　10日㈬午後３時

30分／新町児童館／３歳児から

１日㈪・８日㈪・15日㈪・22日㈪
※ 中央・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘図書館は、19

日㈮休館
※芝久保・谷戸図書館は、29日㈷・30日㉁休館

休館日

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  

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  

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。

ようこそ としょかんへ 4 月

親子で工作をしている様子

　スズメ、シジュウカラ、ムクドリな
どは、この時期に雨戸の戸袋に入り
込んで営巣することがあります。１カ
月程度でヒナは巣立ちますが、ダニ
の発生原因にもなるので、隙間を塞
いで入り込まれないようにしましょう。

▲

環境保全課p042－438－4042

野鳥の営巣にご用心

猫の譲渡会
　西東京市地域猫の会では平成31
年度も猫の譲渡会を開催します。
a４・６・８・10・12月…りさい
くる市（第１㈰午前９時～正午）
５・７・９月…第１㈰午後１時～４時
b�エコプラザ西東京

このほか、環境フェス
ティバルや市民まつり
でも譲渡会を実施します。
j西東京市地域猫の会
　mnishinekotokyo@yahoo.co.jp▲

環境保全課p042－438－4042

カーペット上で
ストーンを滑らせる
ユニカール


