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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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　消費者にとって身近な食品がど
のように造られているか、あなた
の目で確かめて見ませんか。
�とき　２月２７日�（マイクロバ
ス利用・雨天決行）
�集合・解散時間　集合…午前９
時１０分、解散…午後３時ごろ
�集合・解散場所　田無庁舎中庭
�見学先　キューピー仙川工場
（調布市）、サントリー武蔵野ビー
ル工場（府中市）
�対象　市内在住、在勤、在学で
２０歳以上の方
�定員　２０人（応募者多数の場合、
はがき単位で抽選）
�持ち物　筆記用具・弁当（バス
内で昼食）
�申込　往復はがきに住所・氏名
・性別・年齢・電話番号を明記し、
２月２０日�（消印有効）までに〒
１８８－８６６６　西東京市役所　田無
庁舎　生活文化課「消費者施設見
学会担当」へ。電話での申し込み
は、できません。
※１枚のはがきで２人まで申し込
みできます。２人分申し込みする
場合、上記の必要事項は、２人に
つきそれぞれ記入してください。
◆生活文化課（○田 �内線１４１２）

�

～レインボーブリッジから　　
　お台場を訪ねるコース～

　新交通ゆりかもめ芝浦ふ頭駅を
スタートし、レインボーブリッジ
・お台場海浜公園・フジテレビ・
船の科学館などを散策するコース
です。

�とき　３月７日�
　雨天決行
�集合　午前１０時。
ＪＲ新橋駅烏森口
（ゆりかもめ駅方面）
�距離　全行程約７
キロ�（４時間程度）

�対象　市内在住で、満６０歳以上
の方
�定員　６０人（申込順）
�費用　立ち寄る施設への入場料
等は自己負担です。
�申込　２月１８日�～２月２７日�
（土曜・日曜除く）までに、直接
福祉会館、田無庁舎１階高齢福祉
課、または老人憩いの家へ
※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、申
し込んでください。
◆高齢福祉課（○保 �内線２３３５）

�

～出場者募集～
　ニュ―スポーツの普及のため、
交流大会を行います。多数の皆さ
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んの参加をお待ちしています。
�とき　３月１０日�　受付…午前
９時、大会開始…午前９時３０分
�ところ　向台運動場
�内容　個人戦　
�対象　市内在住・在勤の方
�申込　２月２８日�午後５時まで
に電話でまたは直接、総合体育館
または保谷庁舎４階社会教育課へ
◆社会教育課（○保 �内線２７１４）

�

～クラリネット奏者の　
　北村英治さんを迎えて～

　昨年８月に圏域５市（西東京市、
小平市、東村山市、清瀬市、東久
留米市）の市民で、厳しいオーデ
ィションを突破したメンバーによ
り編成されたジャズバンドです。
　９月からコール田無で練習して
きた、猛練習の成果をお楽しみく
ださい。
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�とき　３月１０日�午後２時３０分
開場、午後３時開演
�ところ　保谷こもれびホール
�ゲスト　北村英治さん（クラリネ
ット奏者）
�入場整理券　入場は無料です
が、入場整理券が必要です。
　２月１６日�から市民会館、コー
ル田無、保谷こもれびホール窓口
で配布します。
�主催　多摩北部都市広域行政圏
協議会
◆生活文化課（○田 �内線１４１１）

�

～みなみらんぼう　　　　　　
　「らんぼう流・山の楽しみ方」～
『山からこんにちは』
など、山に関する著
書を数多く出版し、
登山を生涯の友と
している、歌手の
みなみ　らんぼうさん
をお招きします。
�とき　３月１６日�午後２時から
�ところ　保谷こもれびホール　
小ホール（全席自由）
�定員　２５０人
�参加費　８００円。チケット制。
�チケット発売場所
スポーツセンターおよび総合体育
館窓口
※チケットは、発売中です。
◆スポーツセンター（２５－０５０５）
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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。

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

開放中止日：３月３日�・１０日�

� �
� �

�利用料金　大人…２００円
　　　　　　子ども…５０円
�持ち物　室内用運動靴
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場　所前売り・料金等開　演公　演　名公演日

メインホール大人３,０００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、オーレ・アカホシ

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…１５：３０～

２／２３�
　　２４�

メインホール５，０００円　全席指定１8：００こもれびジャズナイト　　ゲスト：日野皓正
「ジャズオーケストラと本田竹広トリオ」３／２�

メインホール大人８００円、学生・シニア４００円
全席自由昼１４:００　夜１８:００こもれび市民名画座

「エリン・ブロコビッチ」３／１６�

メインホール
小ホール

[当日券のみ]　一般１,５００円、
学生１,０００円（市民の方２００人ご招待）１１：００両日共第１８回ピアノオーディション本選会

（Ｃ・Ｄ部門）
３／２６�
・２７�

メインホール大人４００円、中学生以下２００円
全席自由１５：００（予定）子どもミュージカル発表公演

（２月２５日前売り開始）４／6�

小ホール[前売り券]　２，０００円
[当日券]　２，５００円  全席自由１９：００第１回こもれびフライデーライブ

ハート・トゥ・ハート４／１２�

メインホールＳ席６,５００円・Ａ席６,０００円 全席指定昼１４:００　夜１８:００森進一コンサート２００２（２回公演）４／２０�

小ホール
［前売り券］大人１,５００円、小学生以下
５００円　［当日券］大人２,０００円、小学
生以下１，０００円　全席指定

　１１：００ Ｃｏｎｃｅｒｔ  ｆｏｒ   ＫＩＤＳ
０歳からのクラシック

５／６
（月・祝）

小ホール［前売り券］１５００円［当日券］１,８００円　１９：００ Ｌｉｐｓ筝とフルートによる調べ（２月１５日前売り）５／１０�

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--
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�登録期間　４月１日～平成１５年３月３１日
�業務内容　当財団の主催事業の補助
　　　　　　（コンサート、演劇、映画等）
�回数　年数回
�募集人数　若干名
�応募方法
こもれびホール１階管理事務室に備え付
けの履歴書の様式に写真を貼り、３月６日
�～１１日�の午前９時～正午・午後２時～
４時に直接窓口へ持参してください。その
場で簡単な面接を行います。
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☆とき
２月１６日�午後１時から、午後３時から
各回３０分間
☆ところ
アスタ専門店街センターコート
☆出演
簾藤美興子ほ

か（ハーモニカ演奏）

�� �� �� �� ～～保保谷谷ここももれれびびホホーールル～～

♪
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