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4 月12 日は 西東京市平和の日
日イベント
平和の

a ４月12日㈮～14日㈰ b アスタセンターコート

▲

市は条例で４月12日を「西東京市平和の日」と定めています。
昭和20年のこの日、米軍のB29爆撃機による空襲により、本市とその周辺地域では多くの尊い命が失われました。
被害の集中した田無駅周辺では、昼時に空襲を受け、50人以上の方々が犠牲となりました。
長い年月を経ても、戦争の体験を風化させることなく平和の意義を語り継ぐために、
「西東京市平和の日」
を中心に、
さまざまな催しを行います。
□共催 非核・平和をすすめる西東京市民の会
協働コミュニティ課 o p 042－438－4046
❖イベントスケジュール
午後１時

❖「西東京市戦災パネル」
「1ｔ爆弾模型」
の展示
a ４月12日㈮～14日㈰
午前10時～午後９時
（最終日は４時まで）

❖「忘れてはいけない記憶
～西東京市にもあった戦争～」
の上映
a ４月12日㈮午後１時30分
13日㈯午後０時30分、４時
14日㈰午後０時30分
c 戦後70年の節目に、戦争を風化させ
ないよう次世代に伝えていく取組として
作成した映像

「西東京市平和の日」
を

記念式典・紙芝居「タイムスリップ」

４月13日㈯

午後１時
朗読
（西東京市平和の日朗読・語りの会）
２時
歌とギター演奏（芝久保ギタークラブ）
３時
ギター弾き語り（和／Nagomi）

４月14日㈰

空襲の犠牲者のご冥福と世界の恒久平和
を願い、４月12日㈮の午後１時から防災
無線で
「西東京市平和の日」を呼び掛けます。
ご理解とご協力をお願いします。

午後１時
合唱（森のくまさん合唱団）
２時
戦争体験の講話（浜野敏郎さん）
３時
手話歌とミニ手話講座
（手話うたユニットT-ripple（トリップル）&
しゅわクラブりるふぃんbyしゅわにゃん）

大型連休のご案内

□各施設の利用状況 ※４月27㈯〜５月６日㉁
施設名

大型連休の施設やサービスの業務日程などをお知らせします。

消費者センター分館

児童館・児童センター※２

４月28日～
５月 ６日

アスタ市民ホール

４月27日～29日
５月 ３日～ ５日

郷土資料室

４月29日・30日
５月 ６日

ど

４月29日～
５月 ６日

市民協働推進センター

４月30日～
５月 １日・２日

下宿・谷戸・向台
地区会館

５月１日

南町・緑町
地区会館

５月２日

芝久保地区会館
芝久保第二・谷戸第二・
田無町・北原・上向台
地区会館

保谷障害者福祉
センター※３
田無総合福祉センター

４月29日～
５月 ６日
４月28日～
５月 ６日

老人福祉センター
４月27日～
(田無総合福祉センター内） ５月 ６日
新町・富士町福祉会館

４月28日～
ひばりが丘・下保谷福祉 ５月 ６日
会館 ※3
全日利用可能

市民集会所

住吉老人福祉センター ４月28日～
(住吉会館内）
５月 ６日
老人憩いの家おあしす

東伏見コミュニティ
センター
ふれあいセンター

全日利用可能

保谷こもれびホール

障害者総合支援センター
フレンドリー

福祉関係施設

❶午後０時45分〜１時㈪〜㈰ ❷午後８時〜８時15分㈪〜㈮

４月27日～
５月 ６日

コール田無

東伏見ふれあいプラザ ４月30日

スポーツ施設

「西東京市からのお知らせ」FM西東京（84.2MHz）

エコプラザ西東京※１

住吉会館ルピナス

市民交流施設

※図書館 kの利用は通常通りです。
中央図書館 p 042－465－0823

保谷保健福祉総合セン
ター・防災センター

多文化共生センター

開館日時は下記の表のとおりです。

中央・保谷駅前・柳沢・ 芝久保・
館名
ひばりが丘図書館 谷戸図書館
４月27日〜
４月27日・28日
開館日 ５月 ６日まで
５月 １日・ ２日
全日開館します。 ・５日
開館時間 午前10時〜午後６時

公民館

休みの期間

な

ど

な

図書館

▲

消費者ホットラインの
電話番号は３桁です。

大型連休もカレンダー通り行います。
当日の午前８時30分までにお出し
ください。
□粗大ごみの受付
４月28日㈰から５月６日㉁まで電
話・FAX・メールともお休みとなり、
５月７日㈫から通常の受付となります。
なお、大型連休の前後は電話がか
かりにくい状況が予想されますので、
計画的なお申し込みをお願いします。
j 粗大ごみ受付 p 042－421－5411
ごみ減量推進課 p 042－438－4043

▲

▲

４月27日㈯から５月６日㉁まで
消費者センターの消費生活相談窓口
はお休みとなります。急を要する場
合や不安な場合は、消費者ホットラ
インをご利用ください。連休中に相
談できる消費生活相談窓口につなが
ります。
消費者ホットライン p 188
消費者センター o
p 042－425－4040

ごみ・資源物の収集

施設名

田無庁舎・保谷庁舎

出張所
庁舎

消費者センター消費生活相談窓口

大型連休も通常
運行します。
都市計画課 o
p 042－438－4050

▲

▲

下記の日程にて開設します。
a・b ４月27日㈯…田無庁舎
５月 ４日㈷…保谷庁舎
※住民票や印鑑登録証明書などの交
付・転入・転出手続などは午前９時～
午後０時30分まで
※マイナンバーカード交付専用窓口
（５月４日のみ ）は午後２時～５時まで
（カード交付受付：４時30分まで）
※戸籍の届出については、田無庁舎「休
日・夜間受付」でのお預かりになります。
市民課 n p 042－460－9820
o p 042－438－4020

休みの期間

文化・教育施設

はなバス

市民課土曜窓口

長崎で、原爆の被害や平和の大切さを学び、
新聞を作ってみませんか。
※本事業は、本市が加盟している日本非核宣
言自治体協議会が実施しています。
a ８月８日㈭午後２時30分～８月11日㈷正午
d 戦争の被害や平和の尊さを伝えることに
関心のある、在住の小学４～６年生とその保
護者
（各１人）
※過去に参加した方の応募はご遠慮ください。
までに、申込書に住所・
i ５月７日㈫（必着）
ふりがな
小学生と保護者の氏名・性別、学年（４月１日
現在）、学校名、電話番号、メールアドレス、
平和を願う一言メッセージを明記しメールで j
へ（ kあり）
j 日本非核宣言自治体協議会
p 095－844－9923
m info@nucfreejapan.com
協働コミュニティ課 o
p 042－438－4046

▲

防災無線で
呼び掛けます

長崎で平和の取材をする
「親子記者」を募集

４月12日㈮

５月１日

スポーツセンター・
総合体育館・きらっと・
全日利用可能
武道場・運動場・
テニスコート

全日利用可能

※１ 多目的室など施設利用は可能です。
市の窓口業務は行いません。
※２ 田無柳沢児童センター・西原北児童館は
４月28日㈰日曜開館を実施します。
※３ 公共施設予約システムによる施設貸し
出しの利用は対応します。

音声版
「声の広報」
も 「広報西東京」をデイジー版・CD版でお聞きになれます。
作成しています
詳細は、谷戸図書館p 042ー421ー4545へお問い合わせください。

