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「広報西東京」は古紙混入率90％の再生紙を利用しています
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～和太鼓を楽しむ会～
「西東京市まちの子育成事業」と
して、和太鼓を楽しむ会を開催し
ます。勇壮な和太鼓の音を楽しみ
ませんか。ご家族そろってお出か
けください。
�とき　１０月２０日(土)開演…午後
２時３０分（開場…午後２時１５分）
�ところ　栄小学校体育館
�演奏　保谷和太鼓会
�持ち物　上履き、下足袋
�参加費　無料
※徒歩で来場してください　　
◆栄小学校地区運営委員会（橋本
�２３－８５６０）、社会教育課（保谷庁
舎�内線２７１１）

～初秋の奥武蔵の古刹　
    「子ノ権現」を訪ねるコース～
　西武秩父線吾野駅を出発し、法
光寺・東郷公園・滝不動と進み、
標高６４０�の山頂子ノ権現からは
奥多摩の山々が一望できます。
　下りは、子ノ権現から西吾野駅
を目指す、健脚向けコースです。
�とき　１０月２５日（木）雨天中止 
�距離　全行程約９キロ�、４時
間程度
�集合  午前９時。西武秩父線吾
野駅
�解散　午後２時３０分ごろを予定
西武秩父線西吾野駅
�対象　市内在住の６０歳以上の方

�定員　５０人（申込順）
�持ち物　昼食・水筒・敷物・健
康保険証等
�申込　１０月１５日（月）～１９日（金）
に、お近くの福祉会館または田無
庁舎１階高齢福祉課に直接お申し
込みください。
※高血圧の方・心臓に疾患のある
方は、主治医にご相談のうえ、お
申し込みください。
◆高齢福祉課高齢者係（保谷庁舎
�内線２３３５）

～完歩めざしてみんな仲よく～
　武蔵野の自然が色づく季節の

中、恒例となった「歩
け歩け会」。２１世紀最
初のウォークラリー
を自分の足で踏み出
してみませんか。
　どなたでも参加で

きます。
�とき　１０月２７日（土）（雨天の場
合、２８日（日）に延期）
�コース　保谷庁舎～多摩湖自転
車道路～多摩湖
�距離　全行程約１６キロ�
�集合・受付時間
◎市役所保谷庁舎前（スポーツセ
ンター側）
午前８時～８時２０分
◎保谷第二小学校
午前８時４５分～９時５分
◎向台小学校
午前８時４５分～９時５分
�解散　午後３時。多摩湖
�対象　青少年を中心に、市内在
住、在勤、在学の方（小学校３年
生以下は、付き添いの方と一緒に
参加してください）。

�参加費　１００円（高校生および１８
歳未満は無料）
�持ち物　昼食、水筒、おやつ、
雨具、敷物、帰りの電車賃
�申込　市役所両庁舎の子育て支
援課にある所定の申込書に記入の
うえ、当日任意の集合場所に持参
してください。
�主催　西東京市保谷青少年育成
協議会
�後援　西東京市、西東京市教育
委員会
�協力　西東京市交通安全協会
◆実行委員会事務局（川合�２３―
５１５８）、子育て支援課（田無庁舎�
内線１５２１、１５２２）

　　　～楽しくウオーク～
　武蔵横手駅方面から高麗駅方面
へ、五常の滝、聖天院、巾着田を
回るコースを予定しています。
�とき　１１月２３日(祝)
�ところ　高麗の山里
�距離　全行程約１２キロ�、４時
間程度
�集合　田無駅北口ペデストリア
ンデッキ。午前９時出発予定
�対象　市内在住・在勤の方
�定員　７０人程度(申込順)
�参加費　保険料３０円(当日集合
時に徴収、交通費は各自負担)
�持ち物　ザック・雨具・昼食・
飲み物・着替え・筆記用具等
�申込　１０月２５日(木)午前９時～
１１月７日(水)午後５時に保谷庁舎
４階社会教育課スポ－ツ振興係へ
(電話可)。
◆社会教育課スポ－ツ振興係
(保谷庁舎�内線２７１４、２７１５)

～日本百名山　都内最高峰
　　　　「雲取山」にアタック！～
　雲取山は、森林美と渓谷美の奥
秩父にある日本百名山の一つです。
① 講義 「安全で楽しく登山を行
うには」 �とき　１１月１０日（土）
午後６時３０分～８時３０分
�ところ  スポーツセンター会議室
② 実技    �とき　１１月１７日（土）
～１８日（日）１泊２日
�コース 三峰神社～雲取山～鴨沢
�宿泊　雲取山荘
�費用　参加費３,０００円（保険代含
む）と宿泊費・交通費１２,０００円
�対象　①の講座に出席できる１８
歳以上の登山可能な方
�定員　１５人（応募者多数の場合
は抽選）
�申込　往復はがきに住所・氏名・
年齢・電話番号・登山歴を明記し、
〒２０２-８５５５中町１～５～１スポー
ツセンターまで。１０月３１日（水）必着
◆スポーツセンター（�２５―０５０５）

　自然の高原や山林に的を設置
し、矢を放ち、合計点で勝負します。
�とき　１０月２６日（金）、１１月２
日（金）・９日（金）午後６時３０
分～８時３０分
�ところ　武道場　多目的ホール
（地下１階）
�対象・定員　小学校５年生以上
の子どもと保護者。１６人（申込順）
�参加費　１組１,０００円
�申込　スポーツセンターにある
所定の申込用紙に記入のうえ、窓
口にお出しください。
◆スポーツセンター（�２５―０５０５）

催催しし・・講講座座
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場所開演前売り・料金等公演名公演日

メインホール１８：００３,５００円　全席指定デュークエイセスコンサート　特別企画「デュ
ークエイセスとステージで歌おう」１１／１０�

メインホール１８：３０大人８００円　学生・シニア４００円 こもれび市民名画座「初恋のきた道」１１／１７�

メインホール１５：００Ｓ席３,０００円　Ａ席２,５００円　　
小中学生２,０００円　全席指定

結城座古典公演　江戸糸あやつり人形芝居
　「 伽羅先代萩 」　（解説付き）

めいぼくせんだいはぎ１１／２３�

小ホール１８：３０２,５００円　全席自由ＴＨＥ　ＰＵＲＥ　ライブ公演１２／１４�

メインホール１４：００大人３,５００円
学生・シニア２,５００円  全席指定

東京都交響楽団新春コンサート
指揮…梅田俊明、ヴァイオリン…川田知子１／１３�

小ホール１４：００大人２,０００円
中学生以下１,０００円　全席自由

新春初春笑いこもれび寄席　春風亭昇太ほか
（１０／１２前売り開始）　１／２６�

メインホール１８：００４,０００円　全席指定小椋佳　歌談の会（１１／９前売り開始）２／９�

メインホール１４：００大人３,０００円
学生・シニア２,０００円  全席指定

国際音楽祭　出演：吉野直子、ウォルフガング、
シュルツ、町田琴和ほか（１１／１２前売り開始）２／２２�

教 室 の 内 容時 間会 場教 室 名

ストレッチや簡単な全身運動毎週月曜日５０人　受付８：４５～９：１０　開催９：１０～１０：１０武道場健康体操教室

基本的なステップと多少ジャ
ンプの入ったステップ

毎週月曜日 １００人
受付①８：４５～９：００　②１０：００～１０：２０
開催①９：１０～１０：２５　②１０：３０～１１：４５

第１体育室

レギュラー①・②
（初中級者向き）

 
エ
ア
ロ
ビ
ク
ス
教
室

 
の
び
の
び 下肢への負担が少ないステッ

プを中心に
毎週金曜日 ８０人
受付８：４５～９：００　開催９：１０～１０：２５

ローインパクト
（初心者向き）

ジャンプなど多彩なステップ
をテンポよく

毎週金曜日 ８０人
受付１０：００～１０：２０　開催１０：３０～１１：４５

ミドルインパクト
（中級者向き）

オリジナルのリラックス体操
や用具を使った体操など

毎週木曜日 ８０人
受付１３：００～１３：３０　開催１３：３０～１４：４５

いきいき体操教室
（中高年向き）

� �

� �

�対象　１８歳以上の方
�定員　各教室定員あり。定員を
超えた場合は抽選。
�参加費　１回２５０円

�持ち物　底の厚い室内用運動
靴、タオル、水筒、登録証（登録証
のない方は、登録証を作ります。
身分証明書をお持ちください。）

�お願い　お子さん連れでの教
室参加は、ご遠慮ください。

内 容時 間曜日

バドミントン、卓球１２：１５～１４：４５日曜日

バスケット、バレーボー
ル（第１・３水曜日のみ）１５：１５～１７：４５水曜日

バスケット２面１８：１５～２０：４５金曜日

バスケット１面（第２土
曜日のみ）９：１５～１１：４５

土曜日
バドミントン、卓球１５：１５～１７：４５

� �
� �

�利用料金　大人２００円、
　　　　　　子ども５０円
�持ち物　室内用運動靴

開放中止日：１０／２１�・２４日�・２８�　１１／３�
・４�・１４日�
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「歌曲」の世界に焦点を当てて、幅広い角度からそ
の魅力に迫ります。ゲストによる演奏、ＣＤでの鑑
賞もあります。ぜひご参加ください。
◎１０月１７日�　ドイツ・リートの歩みⅡ（加賀清孝）
◎１１月７日�　フランスの歌曲（金原礼子）
◎１１月１４日�　それ以外の国々の歌曲（岸本力）
☆とき　１９：００～２１：００
☆ところ　こもれびホール　小ホール（全席自由）
☆講師  寺西春雄さ

ん（桐朋学園大学音楽学部名誉教授）
☆受講料  １回券１,０００円
※こもれびホール窓口でチケットをご購入ください
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☆とき　１０月１８日�１２：１５～１２：４５
☆ところ  こもれびホール エントランス
☆出演　フルート…伊藤栄子、ハープ…井上久美子


