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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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～深川七福神人巡り～
�とき　１月１３日�　雨天中止
�ところ　門前仲町駅～富岡八幡
宮～森下駅 (コ－ス　約５km行程
・時間約３時間)
�集合・出発　田無駅北口ペデス
トリアンデッキ集合　午前９時
�対象　市内在住・在勤の方
�定員　８０人 (応募者多数の場合
は抽選)
�費用　交通費各自負担
�服装および持ち物　歩きやすい
靴と服・ザック・雨具・昼食・飲
み物・着替え・筆記用具等
�申込　往復ハガキに参加者全員
の住所・氏名・性別・年齢・電話を記
入し〒２０２-８５５５市役所保谷庁舎　
社会教育課スポ－ツ振興係へ郵送
１２月２４日�必着
�公開抽選日　１２月２６日�
保谷庁舎４階Ａ会議室午前１０時
◆社会教育課スポ－ツ振興係（�保 
�内線２７１４、２７１５)

～アリーテ姫の冒険～
　シルエットとミュージカルで影
絵の楽しさを味わってください。
�とき　１月１２日�午後２時３０分
～４時（開場午後２時）

�ところ　市民会館
�対象・定員　幼児以上・５００人

（市内在住の方）
�無料チケット配布
１２月１７日�午前９
時３０分から市内各
児童館、児童セン
ターで配布（１人
１枚）
�出演　「劇団かか
し座」
�問い合わせ先　

各児童館・児童センター
◆児童課（�田 �内線１５４１、１５４２)

　～白銀の世界に 
 あなたのシュプールを～　
　スキーを初歩から学びます。
�とき　１月２５日�～２８日�
�ところ　長野県妙高高原池の平
スキー場
�対象　１８歳以上の運動可能な方
�定員　７０人（応募者多数の場合
は抽選、初心者優先）
�参加費　３０，０００円（昼食代・リ
フト代は含みません）
�指導　西東京市スキー協会
�申込　往復はがきに住所・氏名
（ふりがな）・年齢・電話番号・スキ
ー歴・教室名を記入し、〒２０２-８５５５
西東京市スポーツセンターへ郵送
１月５日�必着
※説明会…１月１８日�午後７時か
ら　スポーツセンター会議室
◆スポーツセンター（�２５－０５０５）

～出場者募集～
　西東京市誕生記念のスポーツ交
流事業として行います。
�とき　１月２７日�　午前９時～
午後４時
�ところ スポーツセンター第１
体育室・向台総合体育館
�チ－ム編成　小学校３・４年生
の部（男女別）、小学校５・６年生の
部（男女別）、１チ-ム７～１０人で各
チーム成人の責任者を１人選出し
てください。
�申込　１月１８日�午後５時(必
着)までに往復ハガキに参加者の
チーム名・氏名・学年・性別・責任者
の住所・氏名・連絡先を記入し、〒
２０２-８５５５市役所保谷庁舎　社会教
育課　スポーツ振興係へ郵送。
�代表者会議および組合せ抽選　
１月２１日�田無庁舎５階５０２・５０３
会議室　午後７時から
◆社会教育課（�保 �内線２７１４、
２７１５）

　～銀盤に華麗に舞う初夢は 
 いかがですか～　
�とき　２月６日�・７日�・８
日�　午後６時３０分～８時３０分
�ところ　サントリー東伏見アイス
アリーナ（西武新宿線東伏見駅前）
�対象　小学生以上（小学生は保
護者同伴）
�定員　２００人（申込順）

�参加費　１人１,０００円
�指導　東京都スケート連盟
�申込　スポーツセンター窓口
で、所定の用紙に記入し、参加費
を添えて提出してください。
◆スポーツセンター（�２５－０５０５）

～菅平高原へスキーに行こう～
�とき　
３月２７日�
～２９日�
２泊３日
� と こ ろ
長野県菅平
高原スキー
場（貸し切り
バス利用）

�宿泊　菅平少年自然の家
�対象・定員　市内在住の小学校
３～６年生…６０人。中学生・高校
生…２０人（定員を超えた場合、公
開抽選）
�参加費　小学生１８,５００円。中学
生１９,５００円。高校生２２,０００円（レン
タル用品代別途。上級者はリフト
代として、別途約５,０００円徴収）※
参加費は、若干変更する場合もあ
ります。
�申込　２月５日�～１４日�（必
着）。郵送、または直接児童館・児
童センターへ。 ※申込案内を市内
児童館、児童センター、田無庁舎１
階児童課で２月５日�から配布
◆西原児童館（�６４－３８３３）、下保
谷児童館（�２２－８３４６）

���������

���������	
�

��������

���������

��������

��������

～～保保谷谷ここももれれびびホホーールル～～�� �� �� ��
場所前売り・料金等開演公演名公演日

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

メインホール大人８００円　学生・シニア４００円
全席自由

昼１３：３０
夜１８：３０

 こもれび市民名画座「ダンサー・イン・ザ
・ダーク」（昼・夜２回上映）１／26�

メインホール大人３,０００円
学生・シニア２,０００円  全席指定１9：00

国際音楽祭（公共ホールネットワーク事業）
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�

メインホール

[前売り券]１日券 大人７００円、学生・
シニア４００円　２日券 大人１,２００円学
生・シニア７００円
[当日券]１日券 大人８００円、学生・ シ
ニア５００円　全席自由

市民名画座特別企画　日本映画名作フェスティバル
２３日：酔いどれ天使…１３：３０～
          喜びも悲しみも幾年月…１５：３０～
２４日：羅生門…１３：３０～　日本の悲劇…１５：２０～

２／23�
　　24�

メインホール5,000円　全席指定こもれびジャズナイト　「ジャズオーケストラと本田
竹広トリオ」　ゲスト：日野皓正（12月14日前売り開始）３／２�

問問合合せせ 〒〒２２００２２--８８５５５５５５西西東東京京市市中中町町１１-- ５５-- １１ ��００４４２２４４--２２１１--１１９９１１９９ ��００４４２２４４--３３８８--７７６６７７６６
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♪１２月２０日�１２：１５～１２：４５
☆ところ  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）

♪１月１７日�１２：１５～１２：４５
☆ところ  保谷こもれび ホール エントランス

☆出演　服部かすみ（琴）　ほか
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参加費場所と　き　・　定　員　教　室　名

４
千
円

温
水
プ
ー
ル

１/７～３/25 毎週月曜日 全１０回 
１０：００～１１：３０　定員３０人
※１/14、２/11は休みです。

初心者水泳月曜コース

１/１0～３/１4 毎週木曜日 全１０回
１９：００～２０：３０　定員 ３０人初心者水泳木曜コース

１/９～３/１3 毎週水曜日 全１０回
９：５０～１０：５０　定員３０人

ソフトアクアビクス　Ａコース
(おおむね45歳以下の方）

１/９～３/１3 毎週水曜日 全１０回
１１：５０～１２：５０　定員３０人

ソフトアクアビクス　Ｂコース
(おおむね65歳以下の方）

１/９～３/１3 毎週水曜日 全１０回
１０：５０～１１：５０　定員３０人

ソフトアクアビクス　シルバー
コース(おおむね65歳以上の方）

３
千
円

第
２
体
育
室

１/１0～３/14 毎週木曜日 全１0回
１９：００～２０：３０　定員５０人ソフトエアロビクス

１/１２～３/２３ 毎週土曜日 全１０回
１３：００～１４：３０　定員５０人
※１/２６は休みです。

トータルエアロビクス

武
道
場

１/９～３/１３ 毎週水曜日 全１０回
１０：３０～１１：３０　定員５０人ヨーガ式健康体操

１/１１～３/１５ 毎週金曜日 全１０回
１０：００～１１：３０　定員５０人フィットネスボクシング

� �
�対象　１８歳以上の運動可能な方
応募者多数の場合は、初心者を優先し、その他の方については抽選
とします。　�申込方法　往復はがきに住所・氏名（ふりがな）・年

齢・電話番号・教室名・登録カードの登録番号・教室参加経験の有無および回数を
記入し、上記西東京市スポーツセンターへ12月21日�までに郵送（必着）。

□開館時間：午前９時～午後９時             □休館日：毎月第１・３火曜日
□点検と清掃による休館                          □登録カードの発行については、身分証
：１２月１７日（月）～２１日（金）                            明書（免許証・保険証等）が必要です。

催催 しし

参加費場　所とき・定員時　間教　室　名

１３５０円
谷戸公民館 ・
ひばりが丘公民館

１/８～３/１９
毎週火曜日 全９回 ３０人
※１/２９、２/２６は休み

９：３０　
～１０：３０

ひばりが丘健康体操

１８００円

住友重機体育館１/８～３/２６ 毎週火曜
日 ８０人 全１２回１０：４５～１１：４５ひばりが丘シェイプアップ

総合体育館１/９～３/２７ 毎週水曜
日 全１２回 各８０人

９：３０～１０：３０向台町シェイプアップ

１０：４５～１１：４５向台町健康体操

�対象　１８歳以上の運動可能な方　�申込方法　往復はがきに氏名（ふり
がな）、住所、電話番号、年齢、希望教室、返信の宛名を記入し、上記西東京市
スポーツセンターへ12月21日�までに郵送（必着）。

����
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参加費場　所日程・定員時　　間教　 室　 名

３０００円第２体育室１/１０～３/１４　毎週木曜日
全１０回　定員各クラス３０組

クラス１　９：３０～１０：３０ママとチビッコ
の体操教室 クラス２　１０：４５～１１：４５

２０００円温水プール１/１９、２/２・１６、３/２、１６（土
曜日全５回）２０組９：５０～１０：５０プカプカキッズ

スイミング教室

�対象　平成９年４月２日～平成１１年４月１日生まれのお子さんとその
親（②はおむつのとれているお子さんに限る）
�申込方法　往復はがきに住所・氏名（ふりがな）・電話番号・お子さんの

名前・年齢・生年月日・教室名・クラス名（クラス名は①のみ）・登録番号を記入し、上記西東京
市スポーツセンターへ１２月２１日�までに郵送（必着）
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