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人口と世帯
総人口 19万8,823人
（66増）

c国史跡に指定された下野谷遺跡の、
今後の保存や活用などについて
f水ノ江和同さん（文化庁文化財部記念
物課埋蔵文化財部門文化財調査官）
◆社会教育課o（p042－438－4079）

　子ども・子育て支援の専門家をファ
シリテーターに、現場で活動中のまち
づくり円卓会議メンバーの話し合いを
参観し、一緒に考えてみませんか。
d市内在住・在勤・在学の方
e各30人(申込順)
i第３回は７月18日㈯、第４回は７月
30日㈭までに、電話・ファクス・Eメー
ルで住所・氏名・電話番号を添えて、j
の「まちづくり円卓会議」係へ
j市民協働推進センター（p042－
497－6950・l042－497－6951・
myumecollabo@ktd.biglobe.ne.jp）
◆協働コミュニティ課o
（p042－438－4046）

c西東京市・武蔵野市内のこれまでの
作業報告・今後の作業予定や、東京都
水道局が行う水路・のり面の保全のた
めの樹木のせん定・伐採などについて
j東京都水道局経理部（p03－5320
－6388）
◆社会教育課o（p042－438－4079）

　消防隊員や消防車両などの写生会を
通して小・中学校の防火防災意識の育
成・向上を図っています。市内の児童・
生徒が描いた写生画の中から選ばれた
優秀作品を展示します。
j西東京消防署（p042－421－0119）
◆危機管理室o（p042－438－4010）

c絵本「なつのいちにち」ほか
d３歳児以上（３歳未満は保護者同伴）

□公演　おはなしaqua
◆中央図書館（p042－465－0823）

　認知症を基本から学びませんか。
d市内在住・在勤で、認知症サポーター
養成講座を受講したことのない方
e50人（申込順）
i７月27日㈪までに、電話で下記へ
◆高齢者支援課o
（p042－438－4029）

　市では、西東京商工会と協力して、
モノやサービスなど個店独自の「逸品」
を確立し、入りたくなる店づくりへと
つなげる一店逸品事業を展開していま
す。逸品ゼミナールでは、事業認定商
品の取扱店の方が講師となり、技術や
知識、商品の魅力をお伝えします。
cひんやりゼリーづくり
fアジュール（保谷町）
d・e20歳以上の方・16人 （申込順）
i電話でjへ
j西東京商工会（p042－461－4573）
◆産業振興課o（p042－438－4041）

　ハンセン病問題を通して人間の尊厳
を学ぶ、人権バスハイクを実施します。
cビデオ鑑賞・館内展示物の見学・全
生園の史跡巡りなど
d市内在住・在勤・在学の小学５年生
以上（親子参加歓迎）
e25人（申込多数の場合は抽選）
i７月30日㈭（必着）までに、往復は
がき・Ｅメールで住所・氏名・年齢（学
年）・性別・電話番号・勤務先または
学校名（在勤・在学の方）・希望の集合
および解散場所（田無庁舎・保谷庁舎）
を明記し、〒202－8555市役所協働
コミュニティ課「人権バスハイク」係へ
◆協働コミュニティ課o（p042－438－
4046・mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp）

d大学３年生、大学院１年生、短大・
専門学校１年生
※申込方法など詳細は、市kをご覧く
ださい。
◆職員課n（p042－460－9813）

a11月14日㈯午前10時～午後４時・
15日㈰午前９時～午後３時30分
b西東京いこいの森公園
cまつり会場での模擬店（飲食物・物
品販売・展示・相談・PRなど）
d市内在住者・公益的市民団体・市内
商工業者・公共的な団体など

※出店要領は市kからダウンロード可
g１万2,000円～２万円（出店料）
i８月10日㈪（必着）までに、はがきに
「市民まつり出店申し込み」・出店団体
（者）名・代表者名・住所・電話番号・
出店内容・希望出店日（両日またはど

ちらかの日）・希望テント数（１団体２
張まで）を明記し、〒202－8555市役所
文化振興課内「市民まつり実行委員会
事務局」へ
※申込多数の場合は、テント数の削減
など実行委員会の選考により決定
※詳細は、後日開催する「市民まつり
出店説明会」でお知らせします。
※野外演芸などの参加者募集は、市報
８月１日号でお知らせする予定です。
j市民まつり実行委員会（文化振興課内）
◆文化振興課o（p042－438－4040）

史跡玉川上水整備活用のため
の作業説明会
７月22日㈬ 午後６時30分～８時
武蔵野スイングホール（JR武蔵境駅前）
※当日、直接会場へ

はたらく消防の写生会　作品展

７月25日㈯ 午前10時～午後５時・
26日㈰ 午前10時～午後４時
きらっと

夏は海 夏は山 夏は紙芝居
おはなしスペシャル！
７月25日㈯ 午前11時
中央図書館　※当日、直接会場へ

認知症サポーター養成講座

８月１日㈯ 午後２時～３時30分
（１時45分開場）　住吉会館ルピナス

西東京市一店逸品事業　
逸品ゼミナール
８月５日㈬ 午前10時～午後０時
30分　消費者センター分館

市役所の仕事を知ろう！
（１DAYインターンシップ）
８月24日㈪ 午前10時・午後１時・
３時30分（３回開催）
パレスサイドビル　マイナビルーム
（東京メトロ東西線竹橋駅直結）

まちづくり円卓会議
「子どもの声に向き合うために
～今、私たちにできること～」の参観
第３回：７月22日㈬
第４回：８月３日㈪ 
いずれも午後１時30分～４時30分
障害者総合支援センターフレンドリー

人権バスハイク
国立ハンセン病資料館・多磨全
生園見学会
８月12日㈬ 正午～午後５時（予定）
国立ハンセン病資料館・多磨全生園（集
合・解散：田無庁舎または保谷庁舎）

下野谷遺跡国史跡指定講演会
埋蔵文化財の保存と活用
～史跡下野谷遺跡の可能性～
７月17日㈮ 午後２時20分から１時
間程度（午後２時開場）　保谷庁舎４階
※当日、直接会場へ

平成27年７月１日現在　※（　）は先月比

●住民登録 〈うち外国人住民〉
人口／19万8,823人（66増） 人口／3,355人
男 ／ ９万7,170人（54増） 男 ／1,610人
女 ／10万1,653人（12増） 女 ／1,745人
世帯／ ９万3,306 （27増） 世帯／1,856

イベント NEWS もっと知ろう！ 楽しもう！

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申し込み  j問い合わせ  kホームページ  lファクス  mメール  n田無庁舎  o保谷庁舎凡例

たっぷり畑の恵み！めぐみちゃんメニューフェスタ

　認定メニューを紹介する食べ歩き
マップを今年も作成します！お店でめ
ぐみちゃんメニューを食べ、アンケー
トに回答された方の中から抽選で30人
に農産物セットが当たります。
a７月18日㈯～10月31日㈯
□マップ配布場所　
産業振興課（保谷庁舎３階）、
両庁舎総合案内、市内公共
施設、JA東京みらい保谷・
田無各支店、西東京商工会
保谷・田無各事務所など

　めぐみちゃんメニュー参加農業者・認
定提供店が出品する即売会です。
a７月28日㈫午前11時開始（なくなり
次第終了）
b保谷駅南口ペデストリアンデッキ
※出店数・品目は、収穫状況などによ
り決定

jめぐみちゃんメニュー事務局（委託
事業者：㈱マインドシェア・p03－
6823－1234）　※月・水・金曜日午
前10時～午後５時
◆産業振興課o（p042－438－4044）

めぐみちゃんメニュープチマルシェ食べ歩きキャンペーン

jめぐみちゃんメニュー事務局（委託

　皆さんが作った自慢の「いこいーな
弁当」をお寄せください。
□提出物　「いこいーな」をイメージし
たキャラクター弁当のカラー写真
※デジタル画像データのみ（４MB以内の
jpegファイル）・１人１点まで

□応募方法　９月30日㈬までに、E
メールで、住所・氏名（ふりがな）・年
齢（学年）・電話番号・作品のタイトル・
ペンネーム（展示用）を明記し右記へ

□注意事項
●応募者本人の作品であること
● ほかのコンテストの入賞作品、応募
中または応募予定の作品は不可
□審査　11月７日㈯にアスタビル２階
センターコートで開催する、いこいー
なの日記念イベント会場で決選投票を
行います。
※申込多数の場合は予備審査を実施
※決選進出者には、Eメールで通知
□結果発表　同日午後４時から表彰式。
入賞者には「いこいーなグッズ」を贈呈
◆企画政策課n（p042－460－9800
・mkikaku@city.nishitokyo.lg.jp）

「いこいーな」
キャラ弁コンテスト
 作品募集！

□注意事項
●応募者本人の作品であること
● ほかのコンテストの入賞作品、応募

キャラ弁コンテスト

市内の情報をお届けします
大好きです

西東京 まちを楽しむ編

❖新商品ラインアップ
ピンバッジ・ハンドタオル・Tシャツ・

トートバッグ・リフレクターキーチェー
ン・ポロシャツ

新商品は、両庁舎の売店で購入可
能です。販売開始から１カ月ほど経
ちましたが、ピンバッジの人気が高
いようです。新商品はインターネッ
ト販売も行っていますので、ぜひ
チェックしてみてくださいね。
※詳細は、市kをご覧ください。

　５月17日から西武池袋線・新宿
線で「いこいーなトレイン」が運行さ
れ、皆さんにますます目にしてもら
える機会が増えた、市のマスコット
キャラクター「いこいーな」。この“森
の妖精”をもっと身近に感じたい！
という方、いこいーなグッズの存在
をご存じですか？
　以前より市内取扱店でクッキー・
靴べらの販売と玄関
マットのレンタルを
行っており、今回新た
に６種類の商品が販売
されています！

◆企画政策課n（p042－460－9800） ◆秘書広報課n（p042－460－9804）

　いこいーなグッズに新商品が登場！ 

第15回 西東京市民まつり　出店者募集

昨年度の食べ歩きマップ▶


