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　澄み渡る空が美しい季節となりま
した。芸術の秋、今年も爽やかな秋
風に乗って市民の皆さんが文化芸術
活動の成果を発表する、西東京市民
文化祭を開催します。各会場で素晴
らしい演技や見事な作品の展示を行
いますので、ぜひご来場ください。
　詳細は、市内公共施設などで配布
する総合プログラムまたは市kをご
覧ください。

※ご来場には公共交通機関をご利用ください。
※茶会は1席につき茶菓子代200円がかかります。
※保谷こもれびホール・きらっとで中学生作品
が展示されます。
※ポスターなどに使用する絵画・写真として応
募いただいた作品を、きらっとに展示します。

□共催　西東京市民文化祭実行委員会　◆文化振興課o（p042－438－4040）

西東京市民文化祭
出会い  ふれあい  文化の輪

10月17日㈯～11月15日㈰

a10月１日㈭～３日㈯
bアスタビル２階センターコート

PR in アスタ

a10月17日㈯午後２時
b保谷こもれびホール
※エントランスで茶会も開催

オープニングイベント

保谷こもれびホール
10月18日㈰　 着付け、和太鼓、映像

24日㈯～
26日㈪　 展示

24日㈯　 カラオケ、香道
25日㈰　 日舞
31日㈯　 箏曲、詩吟

10月31日㈯～
11月 １日㈰　 生け花展

11月 １日㈰　 洋舞、茶会
２日㈪　 合唱
３日㈷　 茶会、謡曲、合唱、器楽

ひばりが丘公民館
10月31日㈯　 茶会
10月31日㈯～
11月 ２日㈪　 展示

柳沢公民館
10月31日㈯～
11月 ２日㈪　 展示

如意輪寺（境内）
11月  ２日㈪～

15日㈰　 菊花展

きらっと
10月24日㈯～

26日㈪　 展示

田無公民館
10月24日㈯　 茶会

※10月26日㈪、11月２日㈪は休館

コール田無
10月24日㈯～
11月 ３日㈷　 展示

24日㈯　 器楽
25日㈰　 演芸
31日㈯　 演劇

11月 １日㈰　 器楽
３日㈷　 演芸

西東京市民会館
10月18日㈰　 民謡

24日㈯　 大正琴
25日㈰　 民謡
31日㈯　 日舞

10月31日㈯～
11月 １日㈰　 生け花展

11月 １日㈰　 日舞（民踊）
３日㈷　 詩吟

第
15
回

10月17日㈯～11月15日㈰

地域デビュー シリーズ第４弾
まちめぐり
10月10日㈯ 
午前10時～午後２時30分
集合：田無駅北口１階

　市内の市民活動の拠点を、楽しく語
らいながら見学してみませんか。
e20人（申込順）
g550円（昼食代）
❖カメラボランティアを同時募集
　本事業に同行し写真撮影をしません
か。写真は市民協働推進センターk
や関連イベントで公開されます。
e10人（申込順）
□共通事項
d市内在住・在勤・在学の方
i10月８日㈭までに、電話・ファクス・
Eメールで、住所・氏名（ふりがな）・
電話番号を添えて、jの「まちめぐり」
または「カメラボランティア」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）

安全・安心まちづくりネット
ワーク市民のつどい
10月15日㈭ 午後１時（正午開場）
東久留米市立生涯学習センター　まろ
にえホール　※当日、直接会場へ

□第１部
●「安全で明るい住みよい街づくり」
●市民宣言
□第２部
●講話「振り込め詐欺の実態と対策」
●東久留米市老人クラブ連合会舞踊部
●井上淑子さんコンサート
●大抽選会
e500人（先着順）
※参加者全員に記念品贈呈

□共催　田無警察署・田無地区防犯協
会連合会・田無地区母の会
j田無警察署（p042－467－0110）
◆危機管理室o（p042－438－4010）

下保谷四丁目特別緑地保全地区
自然観察会
10月17日㈯ 午前10時～正午（予定）
下保谷四丁目特別緑地保全地区（高橋
家南側入り口）　※雨天中止

　貴重な屋敷林の自然を体験してみま
せんか。
e30人程度（申込順）
i10月14日㈬までに、電話で下記へ
□共催　高橋家屋敷林保存会
◆みどり公園課o
（p042－438－4045）

第７回 大人におくる朗読会
10月17日㈯ 午後２時～４時（１時
30分開場）
保谷駅前公民館　※当日、直接会場へ

c「100万回生きたねこ」（佐野洋子 
作）・「失敗園」（太宰治 作）・「十三夜」
（藤沢周平 作）・「最後のひと葉」（O・
ヘンリー 作）ほか
e70人（先着順）
□公演　保谷朗読ボランティアの会
◆保谷駅前図書館
（p042－421－3060）

西東京市一店逸品事業　
ムシャバル
10月22日㈭ 午後６時
　平成26年度の認定商品提供店舗の
食べ歩き・飲み歩きイベントです。イ
ベント限定の特別メニューをムシャム
シャ食べてみませんか。
□参加方法　
①「ムシャバル券」を1,500円（500円

券×３枚）で購入　
②店舗で「ムシャバル券」を１枚渡し、
特別メニューを注文
※券利用は１店舗につき１枚
□ムシャバル券の販売
a10月８日㈭～22日㈭午前10時～
午後５時（22日㈭は午後７時まで）
※販売数100枚。完売次第終了
b西東京商工会田無事務所（イングビル）
d20歳以上　※酒類の提供あり
□参加店舗（営業時間は各店舗で異なる）
①光盛庵（田無町２－１－１ アスタ３階）
②CASUAL DINING BAR 昇雲（田無
町２－２－３　５階）
③Casual Dining 邑（田無町２－14－22）
④やんばる（田無町３－５－20－３）
⑤中国家庭料理 墨花居 田無店（田無
町４－24－１）
⑥やきとり だるまさん（南町４－１－
15　２階）
⑦健蔵（南町４－４－２）
　当日は、イベント応援隊長「いっぴ
ん侍」が参加店舗を巡回。発見した方
には、いっぴん侍からプレゼントがあ
ります（券購入者のみ。数量限定）。
※詳細は、一店逸品事業専用khttp://
www.ittenippin.com/をご覧ください。
j西東京商工会（p042－461－4573）
◆産業振興課o（p042－438－4041）

地域デビュー シリーズ第５弾
農のあるライフスタイルを考える
①10月24日㈯ 午前10時～正午
②11月７日㈯ 午前10時～正午
③12月上旬　（全３回） 
向台地区会館（予定）・矢ヶ崎農園（向
台町１－13－28）

　講座および野菜収穫体験を通して農
業との関わり方を考え、地域活動をス
タートしてみませんか。
d市内在住・在勤・在学の方
e25人（申込順）

i10月23日㈮までに、電話・ファクス・
Eメールで、住所・氏名（ふりがな）・電
話番号を添えて、jの「農業体験」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）

男女平等推進センター共通講座
８時間睡眠のウソ
10月31日㈯ 午前10時30分
住吉会館ルピナス
　今までの睡眠の常識を覆す、最新の
データや学説を紹介します。睡眠のメカ
ニズムを理解し、シフトワークの体への
リスクや男女間の睡眠時間差から考えら
れる問題などを、医師が解説します。
e30人　※保育あり：生後６カ月以
上の未就学児・15人（申込順）
i10月１日㈭午前９時から、電話ま
たはEメールで下記へ
◆男女平等推進センター（p042－
439－0075・mkyoudou@city.
nishitokyo.lg.jp）

（仮称）ひばりが丘三丁目
緑道公園の整備計画について
の懇談会
第３回：10月31日㈯ 午後２時
※今回が最終回
西東京いこいの森公園（パークセンター）

　地区計画に基づき、ひばりが丘三丁
目地内に緑地および公園の整備を行う
に当たり、地域の皆さんと公園の整備
について話し合う懇談会を開催します。
d市内在住の方
e20人程度（申込順）
i10月20日㈫までに、電話で下記へ
◆みどり公園課o
（p042－438－4045）

イベント NEWS もっと知ろう！ 楽しもう！


