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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

西東京市消防団ポンプ車操法大会
７月７日㈰ 午前８時～午後０時
30分
都立東伏見公園

　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。▲

危機管理室op042－438－4010

猫の譲渡会
７月７日㈰ 午後１時～４時
エコプラザ西東京

　西東京市地域猫の会では、猫の譲渡
会を開催します。同日程でいこいの森
公園で開催予定のリサイクル市とは別
会場となりますのでご注意ください。
j西東京市地域猫の会
　mnishinekotokyo@yahoo.co.jp▲

環境保全課p042－438－4042

市民スポーツまつり実行委員募集
７月12日㈮ 午後６時30分
田無庁舎５階　※当日、直接会場へ

　10月14日㈷に開催される市民ス
ポーツまつりに向けて、実行委員会を
立ち上げます。運営にご協力いただけ
る方は、第１回会議にご参加ください。
d在住・在勤・在学の高校生以上の方
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

多摩・島しょスポーツ習慣定着促進事業
走って、投げて、蹴って、
踊って♪（６日間）
７月25日㈭・８月19日㈪～
23日㈮ 午後３時～５時（受付：２
時30分）　※８月21日㈬のみ午前
10時～正午（受付：９時30分）
スポーツセンター

　スポーツに生かすことのできる「走
る」「投げる」「蹴る」という基本的な体
の使い方や調整力を学び、「踊る」とい
う音楽にあわせて体を動かし表現する
ことの楽しさを経験することで、運動
習慣の定着・苦手意識の軽減につなげ
ます。
d在住・在学の小学１～３年生で全
日程に参加できる方
e50人（申込多数は抽選）
i７月13日㈯（必着）までに、往復は
がきで住所・氏

ふり

名
がな

・性別・保護者氏名・
電話番号・学校名・学年をjの「走って、
投げて、蹴って、踊って♪」係へ
※スポーツセンター・きらっと・総合
体育館窓口でも申込可（返信用はがき
を添付）
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

消費生活展バス見学会
石けん工場を見学しよう！
レッツゴー横浜！
７月26日㈮ 午前８時～午後４時

（集合：田無庁舎）
　石けんと合成洗剤のちがいは何？石
けんの方が環境に優しいのはどうし
て？「人にも、環境にも優しい」石け
ん工場を見学します。
c午前：太陽油脂㈱（石けん工場見学）
午後：横浜港大さん橋国際客船ターミ
ナル（昼食・散策）　※全行程バス移動
d・e在住の小学生と保護者・15組
程度（申込多数は抽選）
※子どもは２人（小学生のみ）まで

h昼食、飲み物、筆記用具、動きやす
い服装・靴（サンダル・ハイヒール不可）
i７月８日㈪（必着）までに、往復はが
き・ファクス・メールで件名「バス見学
会」・住所・保護者氏名・子どもの氏名
と学年・電話（ファクス）番号を〒202
－8555市役所協働コミュニティ課へ

「一日図書館員」に
なってみませんか？
□中央図書館
a①７月23日㈫　②31日㈬午後１時
30分～４時30分
d・e①小学４～６年生　②小学５年
生～中学生・各６人
□保谷駅前図書館
a①７月26日㈮　②30日㈫午後１時
30分～４時30分
d・e小学４～６年生・各６人
□芝久保図書館
a７月25日㈭午後１時30分～４時
30分
d・e小学４～６年生・３人
□谷戸図書館
a①７月25日㈭　②26日㈮午後１時
30分～４時30分
d・e小学４～６年生・各４人
□柳沢図書館
a①７月26日㈮　②30日㈫午後１時
30分～４時30分
d・e①小学５年生～中学生　②小学
４～６年生・各６人
□ひばりが丘図書館
a①７月30日㈫　②31日㈬午後１時
30分～４時30分
d・e小学４～６年生・各６人
i７月２日㈫～７日㈰に、希望する図
書館へ来館（電話不可）　※１人１館まで

※申込多数は、在住・在学の方、申込
者が本人である方、初めての方優先
※申込者全員に結果を電話で連絡▲

中央図書館p042－465－0823

□企画・運営　第19回西東京市消費
生活展実行委員会▲

協 働 コ ミ ュ ニ テ ィ 課op042－
438－4046・l042－438－2021・
mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp

障害者サポーター養成講座 中級編
７月27日㈯ 午後３時
保谷障害者福祉センター

　この講座は、参加・体験型の内容で
開催します。受講者の方には、障害者
サポーターとして住所などを登録いた
だき、情報の発信やサポーター同士の
つながりなどにより受講された方の障
害者支援の活躍の場を広げていきます。
※受講者の方には、受講証明としてサ
ポートリストバンドをお渡しします。
d初級編受講者
h初級編でお渡ししたサポートバン
ダナまたはキーホルダー
i前日までに電話でjへ
j社会福祉法人さくらの園・カノン
　p042－452－7062▲

障害福祉課op042－438－4033

NPO等企画提案事業 地域の災害リ
スクがひとめでわかる「my減災
マップ®」を作ってみませんか？
８月４日㈰ 午後２時～４時30分

（１時30分開場）
障害者総合支援センター フレンドリー

　小学生から大人まで、誰でも簡単に
楽しく、自分の住む地域の特徴や備え、
防災情報について体感的に学ぶことが
でき、一人一人が自分の「my減災マッ
プ®」を持ち帰ることができます。
　地元の防災市民団体「西東京レス
キューバード」の代表が、地元の防災
情報を交え、（一社）減災ラボ監修の

「my減災マップキット」を用いて楽し
く丁寧に教えます。
d在住・在勤・在学の小学生以上

（小学校低学年は保護者同伴）
f荘 雄一朗さん（西東京
レスキューバード代表）
e40人（申込多数は抽選）
i７月15日㈪までに、メール・
ファクスで住所・氏名・電話番号をjへ
j西東京レスキューバード 荘・l042
－450－2358・mysho@nifty.com▲

協働コミュニティ課o
　p042－438－4046

もっと知ろう！
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◦ 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日㈮午後３時30分／３歳児から

◦ おはなしのへや　13・27日㈯午後３時
30分／５歳児～小学３年生

◦ なつのおはなしひろばスペシャル　 26
日㈮午後３時30分～４時30分／３歳児から

◦ 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

◦ かにむかしのおはなし会　  
14日㈰午前11時

◦ 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

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　３日㈬午後３時

30分／新町児童館／３歳児から

１日㈪・８日㈪・16日㈫・
22日㈪・29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、15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。

※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。

a�７月14日㈰午前９時～正午 
※今回に限り第２㈰開催
b  西東京いこいの森公園 

アプローチゾーン

※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、地元産野菜の販売、お茶わんの
リサイクルありません。▲

ごみ減量推進課p042－438－4043

　「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。


