
平成１6年（２００4年）７月15日
�����

��������������
�� 8

「広報西東京」は古紙混入率100％の再生紙、環境にやさしい大豆インキを使用しています

問合せ　申込期限等と　　き種　　目

篠宮�６３－１６７４締め切り済 詳細は右へ８月２２日�～軟式野球

伊藤�２４－５８８０８月２８日�９月２３日�剣　　道

吉本�６５－５８１１９月３０日�１０月３１日�柔　　道

田島�６２－７４７１当日午前１０時
※高校生以上９月２６日�弓　　道

小林�６３－１７６７７月１２日�～９月５日�９月２６日�水　　泳

瀧島�２５－４１４１８月１８日�午後４時８月２９日�ソフトテニス

小林�５３－１８１８

８月５日�午後４時
※小学生以上

９月５日�（ダブ
ルス団体・個人戦）

卓　　球
９月３０日�午後４時
※小学生以上

１０月２４日�（シン
グル個人戦）

尾林�65－4488８月３１日�１０月２４日�民踊舞踊

雲野�２３－０６３７
姉松�６３－６３３４

８月２１日�９月５日�（小学
校４～６年生）

バドミントン ９月１１日�９月２６日�（壮年
の部・中学生の部）

１０月３日�１０月１７日�（高校
一般男子・女子部）

中根�６２－１９５６１０月８日�１０月３１日�空　　手

保谷�２１－１8７３後日市報で募集詳細未定スキー

栗村�２２－６３２３
８月６日�午後４時
※小中学生は親権者
または学校長の承認

８月２２日�陸上競技

岡村�２５－７８７９
一般（６人制）７月２３日�
午後４時、家庭婦人（９人
制）８月２日�午後７時
※１８歳以上               

８月２２日�
８月２９日�バレーボール

平井�０４２２－５２－
１７５５後日市報で募集詳細未定ゴルフ

吉田�６１－９１７８
渡邊�２３－９５２１

８月２１日�午後６時３０分
田無庁舎２０２・２０３会議室

９月５日�～
一般男子・女子ソフトボール
１１月３日�
高校生女子

　西東京市総合体育大会が開催されます。各種目
の申込方法などは下表をご覧ください（会場・種
別等詳しくは、各問合せ先へ）。①総合開会式に参
加する方は、室内用運動靴をご持参ください。②
参加資格は、原則市内在住・在勤・在学の方（種
目によって異なる場合があります）。

〒202－8555西東京市中町１
～５～１　財団法人　西東京市文
化・スポーツ振興財団／スポーツ
センター内第４回西東京市総合体
育大会事務局（�２５－０５０５）

問合せ申込期限等日　　時種　　目

久保田�６２－１０１１９月１０日�午後４時
※高校生以上

１０月１０日・３１日、
１１月３日・１４日・
２８日�午前９時
３０分～

バスケットボー
ル

辻�０９０－１４２０－
８３７４

７月２４日�
郵送到着分まで

※高校生または１６歳以上

８月２９日�～９
月の日曜日・祝日サッカー

妹尾�２１－１２９１
渡辺�０４２-３４７-5７３１１１月５日�１１月２１日�アーチェリー

菅野�２１－７０７５１１月７日�１１月１４日�躰　　道

岡村�２２－１２１５８月３１日�午後４時９月２３日�少林寺拳法

谷戸�２２－４０６１
９月２０日�１００人
トトロの森～狭山湖
※中学生以上

１０月２日�
小雨決行

ハイキング
（ラジオ体操）

中村�６５－１６４６９月１５日�午後４時１０月１５日�ゲートボール

清水�２３－１３５０９月１７日�※１５歳以上９月2６日�硬式テニス

金子�6１－692３
石井�６２－６５２３１０月８日�１０月１０日�太極拳

内山�２１－４１５９当日受付１０月１７日�社交ダンス

茂木�２２－５８７８９月１３日�～１０月２日�１０月２４日�ダンススポーツ

栗島�６５－６７５９
桐島�２２－２５３７１０月３日�１０月１７日�ターゲット

バードゴルフ

西潟�６１－７０５８
的場�６２－０４１０

１０月３０日�までに右記へ
電話してください１１月７日�グラウンド

ゴルフ

芝田�７８－０３５１当日午後１時までに
会場へ１０月３１日�合気道

事務局�６８－３５１３８月３１日�　※１５歳以上９月１８日�トライアスロン
（昭和記念公園）

矢萩�６９－０７１８

１０月１日�～１０月８日� 
往復はがきに住所・氏名・
性別・年齢・電話番号を明
記し、上記事務局へ。対象
成人、定員４０人           

１０月２４日�
ウォ―キング
（奥多摩むかし

みち）
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場所開演前売り・料金等公演名公演日

M1５：００5００円　　※３歳未満入場不可
全席自由

劇団えるむ　公開ゲネプロ
「ベッカンコおに」7／２９�

Ｓ19：００１，0００円　　全席自由　�友 こもれびフライデーライブ　
ＪＡＺＺ　RANGER８／１３�

M1８：0０
一般２，０００円、３歳～高校生
１，５００円　※３歳未満入場不可
全席指定　�友 

バリ島　～祭・宴～
日本人によるインドネシア
・バリ島の音楽と舞踊

８／２１�

S19：００前売２，０００円　当日券2，５００円
全席自由　�友 　　　　　　

こもれびフライデーライブ
林田和之＋フェロー・サクソフ
ォーン・カルテット

９／１０�

M1５：００一般３，０００円　小学生～高校生
２，０００円　全席指定　�友 

オーケストラ・シンポシオン
モーツァルトの躍動感を再び９／２５�

S19：００3，0００円　全席自由　�友  ��� 水森亜土ライブ
お絵描きジャズライブ９／３０�

Ｍはメインホール、Ｓは小ホールの略　　 �友 マークは、こもれび友の会会員割引適用

参加費場所と　き　・　定　員　教　室　名

4８00円
スポーツ
センター
温水　
プール

９／６～１２／６　毎週月曜日　全１２回
１０：５０～１２：２０　定員３０人初心者水泳月曜コース

９／２～１１／２５　毎週木曜日　全１２回
１９：００～２０：３０　定員３０人初心者水泳木曜コース

９／８～１２／１　毎週水曜日　全１２回
１０：００～１０：５０　定員３０人

アクアエクササイズ　
Ａコース(６5歳以下の方）

９／６～１２／６　毎週月曜日　全１２回
１０：００～１０：５０　定員３０人

アクアエクササイズ　
Ｂコース(65歳以下の方）

９／８～１２／１　毎週水曜日　全１２回
１１：００～１１：５０　定員３０人

アクアエクササイズ　シルバ
ーコース①  (65歳以上の方）

４０００円９／８～１１／１７　毎週水曜日　全１０回
１４：５０～１５：５０　定員２０人

幼児水泳教室
（平成１０年４月２日～平成12
年４月１日生まれの幼児対象）

４８００円
プライゾ
田無

９／２～１１／２５　毎週木曜日　全１２回
９：１５～１０：１５　定員２５人

アクアエクササイズ　シルバ
ーコース②  (65歳以上の方）

3６00円

スポーツ
センター
第２　
体育室

９／２～１１／２５　毎週木曜日　全１２回
１９：００～２０：３０　定員５０人ソフトエアロビクス

９／８～１２／１　毎週水曜日　全１２回
１５：１５～１６：１５　定員５０人ラテンエアロビクス

９／４～１１／２７　毎週土曜日　全１２回
１３：１５～１４：４５　定員５０人フィットネスボクシング

武道場

９／８～１２／１　毎週水曜日　全１２回
１０：００～１１：３０　定員５０人ヨーガ式健康体操

９／８～１２／１　毎週水曜日　全１２回
１３：１５～１４：４５　定員２５人　ボールエクササイズ①

９／１１～１１／２７　毎週土曜日　全１２回
１３：００～１４：３０　定員４０人　トータルエアロビクス

総合
体育館

９／６～１２／６　毎週月曜日　全１２回
１３：３０～１５：００　定員２５人　ボールエクササイズ②

１８００円総合
体育館

９／１５～１２／８　毎週水曜日　全１２回
９：３０～１０：３０　定員８０人向台シェイプアップ巡回

体操
教室 ９／１５～１２／８　毎週水曜日　全１２回

１０：４５～１１：４５　定員８０人　向台健康体操
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「おしゃれの集中講座」
色とメイク講座

▽とき　第１回… 9月5日�　第２回…
12日�　第３回…２６日�　①午後１時
３０分～　②午後３時３０分～（２クラス）
※第２回の午前１０時～午後４時に、似
合う色の個人診断を実施　
▽ところ　こもれびホールリハーサル室
▽対象・定員　高校生以上、3０人（各
クラス1５人）　
▽内容　第１回 似合う色の分類と見分
け方／第２回 個人ごとの似合う色のパ
ーソナル診断／第３回 似合うメイク、
洋服の色のアドバイス  
▽受講料　１０,000円
▽申込方法　希望クラス（①または
②）、名前（ふりがな）、郵便番号、住
所、電話番号、年齢を明記し、はがき
またはファクス（A4の用紙に記入）で、
8月22日�(必着)までに「おしゃれ集中
講座係」へ　
問合せ　保谷こもれびホール�２１－１９１９

「第４回・西東京市少年野球大会
参加チーム」募集

▽とき　9月23日�・2６日�、10月３日�
・1０日�　・１７日�（予備日含む）
▽ところ　ひばりが丘・北原運動場等
▽参加資格　◎小学校４年生以上の市内
在住・在学者で、１チーム10人以上20人以
内、リトル・ポニーの各リーグに参加のな
いチーム　◎スポーツ保険に加入してい
ること
▽申込　所定の用紙で、８月２８日�までに
スポーツセンターへ
▽代表者会・抽選会　9月5日�午後６時
　スポーツセンター会議室　

�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)[親子教室は、子どもの氏名(ふりがな)・性別・生年月日も]・

年齢・電話番号・教室、コース名・教室参加経験の有無および回数を明記し、上記スポ
ーツセンターへ８月23日�までに郵送（必着）。　※親子教室の対象者は、平成1２年４月
２日～1４年４月１日生まれの未就学児とその親／プカプカキッズスイミングはおむつの
とれているお子さんに限ります。

� �

※教室の開催日…祝日等のお休みがありますので、ご注意ください。
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親子教室　ママとチビッコの体操教室ク
ラス①、クラス②　9／1６～12／９ 毎週
木曜日 全１２回①９：30～１０：30②１０：45
～１１：45 各30組・第２体育室・36００円   
プカプカキッズスイミング　9／１８～10／
２３ 毎週土曜日 全５回 ９：50～１０：50
20組・温水プール・20００円
※場所…スポーツセンター　　　　  　　


