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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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～行政とNPOとのパートナーシップ
～

　２１世紀は、世界的にＮＰＯ（民
間非営利団体）の時代と言われて
います。ＮＰＯとは、どのような
組織なのか、行政との連携・協力
のあり方について学びませんか。
�とき　１１月１９日（月）午前１０時
～正午
�ところ　保谷こもれびホール
�講師　山岸秀雄さ

ん（ＮＰＯ法人
ＮＰＯサポートセンター理事長）
�主催　西東京市、西東京市ＮＰ
Ｏ法人連絡会

◆生活文化課（�田 �内線1425）
～石神井川水質浄化実験施設～
　東京都は、南町で石神井川の水
質浄化実験を行いました。そのと
きの仕組みと成果を、当時の担当
者が講演します。
�とき　１１月３０日（金）午後２時
～３時３０分
�ところ　保谷東分庁舎　地下第
２会議室
�定員　３５人（先着順）
�講師　土屋十國先生（前橋工科
大学教授）

◆環境保全課（�保 �内線２２１１）
～二酸化窒素の簡易測定～

　市内の大気中の二酸化窒素濃度
を簡易測定します。興味のある方

は、事前説明会にご参加ください。
�とき　１1月21日（水）午前１０時
�ところ　保谷東分庁舎　地下第
２会議室
※測定日・１２月６日～７日

◆環境保全課（�保 �内線２２１１）
～ダイエーホーク
ス・井口選手
トークショー～

　プロ野球・ダイ
エーホークスの井
口資仁選手は、西
東京市出身です。
今季、盗塁王、本
塁打30本で平成13

年度のパ・リーグベストナインに
選ばれました。多数の皆さんのご
参加をお待ちしています。
�とき　12月３日（月）午後２時
30分から　
�ところ　アスタビル６階市民ホ
ール（田無駅北口徒歩１分）
�定員　130人（先着順）
※小学生以下は保護者同伴
�主催　西東京市明るい選挙推進
協議会、西東京市選挙管理委員会
◆選挙管理委員会事務局（�保 �内
線2811、2812）

～ドキュメンタリーアニメーション～
「対馬丸―さようなら沖縄―」
　対馬丸は、戦時中の昭和19年に
魚雷の攻撃を受けて沈没し、多数

の死者を出しま
した。忘れては
いけない戦争の
悲劇が映画にな
りました。
�とき　１２月８
日（土）午後１
時３０分から
�ところ　市民
会館公会堂
�定員　５００人
�申込　当日、直接会場へ

�入場料　無料
◆生活文化課（�田 �内線1420）
～まつりの準備をご一緒に！～
　初めて参加される方、日ごろの
成果を発表したい方、大歓迎で
す。
�とき　１２月１日（土）午後２時
�ところ　谷戸公民館　学習室
�主催　第１4回谷戸まつり実行委

員会
◆谷戸公民館（�21-3855）
�とき　１１月１７日（土）・１８日（日）
午前９時～午後５時（１８日は４時）
�ところ　芝久保公民館・図書館
�展示　水墨画・書道・絵手紙・
パッチワーク・生花・陶芸など
�発表　１７日…民謡踊り・ジャズ
ダンス・歌、１８日…フラダンス・
ソーラン踊り・ウクレレ演奏と歌
�子どもコーナー　１８日…バルー
ンアート・缶つりゲーム・人形劇
（午前「ユリちゃんとはてなのおと
もだち」）・かがくあそび（午後）
�映画会　「幸福の黄色いハンカ
チ」１７日午後２時～３時５０分

�講演会　「舞台の苦労話・うらば
なし」
１８日午後１時３０分～３時３０分、
講師…小倉潔さん（前進座効果担
当）
�いこいのコーナー　喫茶・わた

あめ菓子販売　１７・１８日
◆芝久保公民館（�６１－９８２５）
�とき　１月４日（金）～６日（日）
�ところ　菅平高原スキー場
�宿泊先　菅平少年自然の家（２
泊３日）
�対象　市内
在住の小・中
学生と保護者
（必ず保護者
を同伴のこ
と）
�定員　７０人
（申し込み多数の場合、初めて参
加する方を優先し、先着順で決定）
�参加費　小・中学生…10,300円、
大人… 14,100円　※交通費、宿泊
費、食事代（５日の昼食代は除く）、
傷害保険料を含む。リフト料金は
自己負担
�スキー用具　各自持参（貸スキ
ー・ウェアあり、費用は自己負担）
�申込　往復はがきの往信面に〒
住所・参加者全員の氏名・電話番
号・年齢・学年・性別・親子スキ
ー参加回数・身長と靴のサイズ（貸
スキー・ウェア利用希望の方のみ）
返信面に住所・氏名を明記して、
１２月３日（必着）までに、〒２０２－
８５５５　西東京市役所保谷庁舎「社
会教育課親子スキー教室担当」へ
※電話での申し込みは、受け付け
ません。
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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18：30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   友情出演…小室等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　全席自由新春初笑いこもれび寄席　春風亭昇太ほか１／26�

メインホール１8：0０4,000円　全席指定小椋佳　歌談の会２／９�

メインホール１9：00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、ハインツ・コルほか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）
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下肢への負担が少ないステッ
プが中心

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）

テンポがよくジャンプなどの
多彩なステップ

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。
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講講座座・・講講演演会会

催催 しし
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☆とき　１２月２０日�１２：１５～１２：４５

☆ところ 　市役所田無庁舎２階展示コーナー

☆出演　ノワイエ サクスフォンアンサンブル

（原ひとみ、遠藤朱美、曽根美紀、石田裕美）

＊１２月のランチタイムコンサートは、田無庁舎

で行います。こもれびホールエントランスでの

ランチタイムコンサートは、お休みします。

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：12／２�

ご 案 内
開館時間：午前９時～午後９時
休館日：毎月第１・３火曜日
年末年始休館：１２月２９日（土）～１月１日（火）
施設点検のため休館：１２月１７日（月）～２１日（金）


