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5 15
●住民登録 〈うち外国人住民〉
人口／19万8,658人（301増） 人口／3,352人
男 ／ ９万7,114人（136増） 男 ／1,604人
女 ／10万1,544人（165増） 女 ／1,748人
世帯／ ９万3,220 （ 343増） 世帯／1,875平成27年５月１日現在　※（　）は先月比

人口と世帯
総人口 19万8,658人
（301増）

市内の情報をお届けします
大好きです

西東京 街道を行く編

農と食の体験塾「大豆編」

多摩六都科学館ナビ

　東大生態調和農学機構（旧東大農場）
で農作業をしませんか。大豆の栽培を
通して「生態調和型農業」について考え
る体験塾です。収穫した枝豆などは試
食予定です。
a説明会：５月26日㈫午前９時～11
時
農作業：①６月16日㈫　②６月30日㈫
※いずれも午前９時～正午ごろ
※３回目以降の農作業は、大豆の生育
に合わせて決定。全８回予定
b旧東大農場（緑町１－１－１）
d18歳以上で６回程度以上参加でき

る方　
※経験不問
e40人
g1,000円
i５月18日㈪（必着）までに、当館k
またははがきに、件名「農と食の体験
塾」・住所・氏名・年齢・性別・電話
番号・Eメールアドレスを明記しjへ
※申込多数の場合は抽選。当選者のみ
に通知
j多摩六都科学館（〒188－0014芝
久保町５－10－64・p042－469－
6100）

作業の様子

多摩六都フェア制作映画 「あの惑
ほ

星
し

の名は」を放映
～多摩六都魅力発信！～

　平成26年度多摩六都フェア「映画制作
ワークショップ」で、プロの映画監督の
指導の下、受講生29人が協力し制作し
た映画が、J：COMチャンネル東京
（11ch）でノーカット放送されます。
□放送日程　５月23日㈯午前０時30
分・午後９時、24㈰正午
□放送エリア　小平・東村山・清瀬・東
久留米・西東京市　※視聴可能な世帯のみ

◆文化振興課o（p042－438－4040） 多摩六都科学館での１シーン

　多摩北部広域子ども体験塾では、国
立天文台の見学や、満天の星空観望体
験を通して、自分と地球、そして宇宙
とのつながりが実感できる感動体験ツ
アーを実施します。
b多摩六都科学館・国立天文台三鷹
キャンパス・キープ自然学校（山梨県
北杜市高根町清里3545）
c山梨県清里での天の川観望・酪農体
験、国立天文台三鷹キャンパスの見学など
d多摩六都地域（小平・東村山・清瀬・
東久留米・西東京市）に在住・在学の
小学３年生～中学生で、事前学習会に

参加できる方
※事前学習会は保護者同伴
e各回70人（申込多数の場合は抽選）
g5,000円（宿泊費など）
□申込期限　６月10日㈬
※申込方法・事前学習会など詳細は、
５月中旬に多摩六都地域の各小・中学
校および公共施設で配布するチラシ、
または科学館kをご覧ください。
※本事業は、東京都市長会多摩・島しょ広
域連携活動（子ども体験塾）助成事業です。
j多摩六都科学館（p042－469－6100）
◆企画政策課n（p042－460－9800）

多摩北部広域子ども体験塾 天の川観望ツアー

□日程
ツアー（１泊２日） 事前学習会

① ７月18日㈯～19日㈰ ６月20日㈯または
６月28日㈰午後６時～７時30分② ７月19日㈰～20日㈷

③ ８月22日㈯～23日㈰ ７月26日㈰午後６時30分～８時

５月30日は、「関東地方環境美化の日（ごみゼロデー）
　市では、西東京市高齢者クラブ連合
会およびシルバー人材センターの皆さ
んと共に、「環境美化キャンペーン」を
実施します。
　市内の公共の場所（道端・公園など）
に捨てられたごみ（可燃ごみ・不燃ご
み・缶・びん・ペットボトル）を拾い
集め、市が設置した臨時集積所（かご
を設置）までお持ちください。
　まちをきれいにするため、１人でも
多くの方の参加をお願いします。

a５月30日㈯午前８時30分～10時
※雨天決行
b臨時集積所（下表参照）
※前日午後３時以降にかごを設置しま
すので、設置前にはごみを持ち込まな
いでください。また、家庭内のごみは
絶対に持ち込まないでください。
※ボランティア袋を、ごみ減量推進課
（エコプラザ西東京）・市民相談室（田
無庁舎２階）で無料配布しています。
◆ごみ減量推進課（p042－438－4043）

□臨時集積所

１ 谷戸イチョウ公園（谷戸町２－12） 13 ひばりが丘北わんぱく公園（ひばりが丘北２－２）
２ 谷戸第二地区会館（谷戸町３－13－２） 14 あらやしき公園（下保谷４－８）
３ 谷戸地区会館（谷戸町１－９－２） 15 武道場（東町２－４－13）

４ 田無緑町三丁目アパート（都営）集会所
（緑町３－８） 16 住吉会館ルピナス（住吉町６－15－６）

５ 田無本町七丁目アパート（都営）公園
（田無町７－５） 17 保谷庁舎正面入り口（中町１－５－１）

６ 芝久保地区会館（芝久保町３－15－10） 18 中町児童館（中町４－４－１）

７ 田無駅北口第１自転車駐車場
西側出口前（田無町４－５－34） 19 第二えのき児童遊園（保谷町５－２）

８ 南町六丁目 小林宅（南町６－９） 20 富士町福祉会館（富士町６－６－13）

９ 田無庁舎市民広場
エスカレーター寄り（南町５－６－13） 21 都立東伏見公園（東伏見１）

10 南町第一児童遊園（南町２－２） 22 むくのき公園（柳沢２－３）
11 向台公園東側入り口（向台町２－５） 23 新町福祉会館（新町５－２－７）

12 保谷北町緑地保全地域（北町５－５） 24 東伏見コミュニティセンター（東伏見５－10－22）

環 境 美 化 キ ャ ン ペ ー ン

青梅街道は、慶長11（1606）年頃に青梅から江戸市中に漆
しっ

喰
くい

のもと
となる石灰などの物資を運ぶために幕府が整備した街道です。
右の図は、天保７（1836）年の「田無村絵図」（下田家文書の一部）で、
黄色は道、青の太い線は石神井川、細い線は田無用水、朱色は新田です。
中央の太い道が青梅街道で、両脇には家々に混ざり「尉

じょう

殿
どの

権
ごん

現
げん

社
しゃ

」（現田
無神社）の鳥居、西

さい

光
こう

寺
じ

（現總持寺）・密
みつ

蔵
ぞう

院
いん

のお寺が描かれ、名主役
宅や高札場の文字も見られます。
左の絵は、「御

み

嶽
たけ

菅
すげ

笠
がさ

」という江戸時代の旅行本からの転載で、現在
の所沢街道と青梅街道の追

おい

分
わけ

周辺を、当時の主な輸送手段である馬を
引き、行き交う人々の姿が、宿場のにぎわいと共に描かれています。
◆社会教育課o（p042－438－4079）
◆秘書広報課n（p042－460－9804）

　今年度は、モノや人が行き来する道に焦点を当てたコラムを、
「街道を行く編」として４回お届けする予定です。
　第１回は、江戸時代に描かれた「青梅街道」を見てみましょう。

　自然環境やリサイクル、エネルギー
の利用など身近な環境について考えま
しょう。
a５月31日㈰午前10時～午後３時　
※小雨決行
b西東京いこいの森公園
cセグウェイ体験会：体重移動によっ
て操作できる排出ガスゼロの乗り物を
試乗できます。　※利用条件あり
「MIRAI」特別展示：水素で作った電気
で走る燃料電池自動車です。
リユースでエコロジー：おもちゃ・ぬ
いぐるみ・育児用品・小物雑貨・食器
類・かばん類を回収します。　※回収
できないものもあり

ゴーヤの苗の配布：①午前10時 ②午
後1時の各回先着300人。夏の暑さ対
策として、ご自宅にみどりのカーテン
を作りましょう。　※持ち帰り用袋を
ご用意ください。
※そのほか、省エネ・節水の展示、エ
コ工作、猫の譲渡会、害虫無料相談、
０円均一なども実施
※「いこいーな」も登場予定！
◆環境保全課（p042－438－4042）

環境フェスティバル

写真提供：東京トヨペット㈱ 保谷店

「武蔵国多摩郡　御岳山道中記　御嶽菅笠」より 「田無村絵図（天保７年）」

ふるさと
 発見！
❾

　　　青梅街道第１回 旧名主役宅を
彩る八重桜


